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このマニュアルについて

ここでは、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Command            
Reference』の対象読者、マニュアルの構成、および手順や情報を記述するための表記法について説
明します。内容は、次のとおりです。

 • マニュアルの目的（p.xxxiii）

 • 対象読者（p.xxxiii）

 • マニュアルの構成（p.xxxiv）

 • 表記法（p.xxxiv）

 • 関連資料（p.xxxiv）

 • マニュアルの入手方法（p.xxxv）

 • シスコ製品のセキュリティ（p.xxxvi）

 • テクニカル サポート（p.xxxvii）

 • その他の資料および情報の入手方法（p.xxxix）

マニュアルの目的
このマニュアルでは、ネットワークを不正使用から保護するために FWSM で利用できるコマンド  
について説明します。

Web ベースの GUI アプリケーションである ASDM を使用して、FWSM を設定したり、モニタした      
りすることもできます。ASDM には、一部の一般的な設定シナリオに従ってユーザが設定を行う設 
定ウィザードとあまり一般的でないシナリオ用のオンライン ヘルプがあります。詳細については、 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/netsec/secmgmt/asdm/index.htm を参照してください。

対象読者
このマニュアルは、ネットワーク セキュリティの管理、ファイアウォールの設定、デフォルト ルー  
トとスタティック ルートの管理、および TCP と UDP サービスの管理を担当する経験豊富なネット     
ワーク管理者を対象としています。このマニュアルは、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600      
Series Router Firewall Services Module Configuration Guide』と併せて使用してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/netsec/secmgmt/asdm/index.htm
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マニュアルの構成
このマニュアルでは、アルファベット順にコマンドを掲載しています。

表記法
FWSM コマンド構文の説明では、次の表記法を使用しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

 • 波カッコ（{ }）は、必須の選択肢を示します。

 • 角カッコ（[ ]）は、省略可能な要素を示します。

 • 縦棒（|）は、選択要素を区切ります。

 • 太字は、表示どおりにユーザが入力しなければならないコマンドおよびキーワードを示しま

す。

 • イタリック体は、ユーザが値を指定する引数を示します。

例では、次の表記法を使用しています。

 • 画面表示およびコマンドラインの例は、screen フォントで示しています。

 • 例の中で、ユーザが入力する情報は boldface screen フォントで示しています。

 • ユーザが値を指定する変数は、italic screen フォントで示しています。

 • 例には、別のプラットフォームによる出力が含まれる場合があります。たとえば、ご使用のプ

ラットフォームで利用できないため、例に表示されるインターフェイス タイプを認識できない 
場合があります。ただし、こうした違いは、重要な意味を持つものでないはずです。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

モード、プロンプト、構文の詳細については、第 1 章「CLI の使用方法」を参照してください。

関連資料
詳細については、次のマニュアルを参照してください。

 • 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Configuration 
Guide』

 • 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Logging 
Configuration and System Log Messages』

 • 『Upgrading the Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module to 
Release 3.1』

 • 『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Release Notes』

 • 『Cisco ASDM Release Notes』
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マニュアルの入手方法
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、Cisco.com で入手できます。また、テクニカル サ  
ポートおよびその他のテクニカル リソースは、さまざまな方法で入手できます。ここでは、シスコ 
製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

Cisco.com

シスコの最新のマニュアルは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

http://www.cisco.com/jp

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Product Documentation DVD

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Product Documentation DVD パッケー    
ジでご利用いただけます。Product Documentation DVD は定期的に更新されるので、印刷資料よりも   
新しい情報が得られます。

Product Documentation DVD は、ポータブル メディアに収容された、技術的な製品マニュアルの総    
合的なライブラリです。この DVD を使用すると、シスコ製品の各種バージョンのハードウェアの  
インストレーション、ソフトウェアのインストール、設定、およびコマンドに関するガイドにアク

セスし、HTML で技術マニュアルを表示できます。DVD を使用することで、インターネットに接  
続しなくてもシスコの Web サイトと同じマニュアルを参照できます。製品によっては、マニュア  
ルの PDF バージョンも用意されています。

Product Documentation DVD は単独または購読契約で入手できます。Cisco.com（Cisco Direct    
Customers）に登録されている場合、次の URL にある Cisco Marketplace から Product Documentation       
DVD（Customer Order Number DOC-DOCDVD=）を発注できます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

マニュアルの発注方法

Cisco.com に登録されている場合、2005 年 6 月 30 日から、次の URL にある Cisco Marketplace の           
Product Documentation Store でシスコ製品のマニュアルを発注できます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/go/marketplace/
mailto:tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com
http://www.cisco.com/jp
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シスコ製品のセキュリティ
シスコでは、無償の Security Vulnerability Policy ポータルを次の URL で提供しています。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このサイトから、以下のタスクを実行できます。

 • シスコ製品における脆弱性を報告する。

 • シスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける。

 • シスコからのセキュリティ情報を入手するために登録を行う。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告および注意のリストが以下の URL で確認できます。

http://www.cisco.com/go/psirt

勧告および注意事項が変更された際に、リアルタイムで確認したい場合は、以下の URL から Product   
Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）にアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

シスコ製品のセキュリティ問題の報告

シスコでは、安全な製品を提供することを目指しています。製品のリリース前に社内でテストを実

施し、すべての脆弱性を迅速に修正するように努めております。お客様がシスコ製品の脆弱性を発

見したと思われる場合は、次の PSIRT にご連絡ください。

 • 緊急度の高い問題  ―  security-alert@cisco.com

緊急度の高い問題とは、システムが攻撃を受けている状態、または急を要する深刻なセキュリ

ティの脆弱性を報告する必要がある状態を指します。それ以外の状態はすべて、緊急度の低い

問題とみなされます。

 • 緊急度の低い問題  ―  psirt@cisco.com

緊急度の高い問題の場合、次の電話番号で PSIRT に問い合わせることができます。

 • 1 877 228-7302

 • 1 408 525-6532

ヒント お客様が第三者に知られたくない情報をシスコに送信する場合、Pretty Good Privacy（PGP）または  
PGP と互換性のある製品を使用して情報を暗号化することを推奨します。PSIRT は、PGP バージョ   
ン 2.x ～ 8.x と互換性のある暗号化情報を取り扱うことができます。無効な暗号鍵または失効した    
暗号鍵は使用しないでください。PSIRT への連絡時には、次の URL にある Security Vulnerability     
Policy ページの Contact Summary セクションにリンクされている有効な公開鍵を使用してください。 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html 
 

このページのリンクに、現在使用されている PGP 鍵の ID があります。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
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テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポートを提供しています。      
Cisco.com の Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、広範囲にわたるオンライン        
でのサポート リソースを提供しています。さらに、シスコシステムズとサービス契約を結んでいる 
場合は、Technical Assistance Center（TAC）のエンジニアによる電話サポートも提供されます。シ  
スコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、リセラーにお問い合わせください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、オンラインで資料やツールを利用して、      
トラブルシューティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立て

ることができます。Cisco Technical Support & Documentation Web サイトは 24 時間ご利用いただけま        
す。次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも      
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID また     
はパスワードを取得していない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注） テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用   
して、製品のシリアル番号をご確認ください。CPI ツールへは、Documentation & Tools の下にある    
Tools & Resources リンクをクリックして、Cisco Technical Support & Documentation Web サイトから         
アクセスできます。Alphabetical Index ドロップダウン リストから Cisco Product Identification Tool       
を選択するか、Alerts & RMAs の下にある Cisco Product Identification Tool リンクをクリックしてく        
ださい。CPI ツールは、製品 ID またはモデル名、ツリー表示、または特定の製品に対する show コ     
マンド出力のコピー & ペーストによる 3 つの検索オプションを提供します。検索結果には、シリア    
ル番号のラベルの場所がハイライトされた製品の説明図が表示されます。テクニカル サポートにお 
問い合わせいただく前に、製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えておいてくださ

い。

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ      
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ     
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ   
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ      
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく    
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/techsupport
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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Service Request ツールの使用
オンラインの TAC Service Request ツールを使えば、S3 および S4 の問題について最も迅速にテクニ       
カル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である場合、あるいは製品情報が必要な 
場合）。状況をご説明いただくと、TAC Service Request ツールが推奨される解決方法を提供します。   
これらの推奨リソースを使用しても問題が解決しない場合は、シスコの技術者が対応します。TAC
Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

問題が S1 または S2 であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡      
ください（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場合）。S1 お 
よび S2 の問題には シスコの技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。

電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋：+61 2 8446 7411（オーストラリア：1 800 805 227） 
EMEA：+32 2 704 55 55 
米国： 1 800 553-2447

TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

問題の重大度の定義

すべての問題を標準形式で報告するために、問題の重大度を定義しました。

重大度 1（S1） ― ネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間体制であ    
らゆる手段を使用して問題の解決にあたります。

重大度 2（S2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパフォーマン   
ス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解決にあたり

ます。

重大度 3（S3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用が機能し   
ている場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

重大度 4（S4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィギュレーションにつ   
いて、情報または支援が必要で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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その他の資料および情報の入手方法
シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ 
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

 • Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、およびロゴ入り商  
品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/go/marketplace/

 • Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。  
初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。Cisco Press の最新の出版情  
報などについては、次の URL からアクセスしてください。
http://www.ciscopress.com

 • 『Packet』は、シスコシステムズが発行するテクニカル ユーザ向けの季刊誌で、インターネッ 
トやネットワークへの投資を最大限に活用するのに役立ちます。『Packet』には、ネットワーク
分野の最新動向、テクノロジーの進展、およびシスコの製品やソリューションに関する記事を

はじめ、ネットワークの配置やトラブルシューティングのヒント、設定例、お客様の事例研究、

認定やトレーニングに関する情報、および多数の詳細なオンライン リソースへのリンクが盛り 
込まれています。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/packet

 • 『iQ Magazine』は、シスコのテクノロジーを使って収益の増加、ビジネス効率の向上、および 
サービスの拡大を図る方法について学ぶことを目的とした、シスコシステムズが発行する成長

企業向けの季刊誌です。この季刊誌は、実際の事例研究や事業戦略を用いて、これら企業が直

面するさまざまな課題や、問題解決の糸口となるテクノロジーを明確化し、テクノロジーの投

資に関して読者が正しい決断を行う手助けをします。『iQ Magazine』には、次の URL からアク   
セスしてください。

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

または次の URL でデジタル版をご覧いただけます。
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

 • 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担  
当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』  
には、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/ipj

 • シスコシステムズが提供するネットワーク製品およびカスタマー サポート サービスについて  
は、次の URL にアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

 • Networking Professionals Connection は、ネットワークの専門家がネットワーク製品やネットワー   
ク技術に関する質問、提案、情報をシスコの専門家および他のネットワーク専門家と共有する

ためのインタラクティブな Web サイトです。ディスカッションに参加するには、次の URL に    
アクセスしてください。

http://www.cisco.com/discuss/networking

 • シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施しています。トレーニ

ングの最新情報については、次の URL からアクセスしてください。
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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1

CLI の使用方法

ここでは、FWSM の CLI（コマンドライン インターフェイス）の使用方法について説明します。内   
容は次のとおりです。

 • ファイアウォール モードおよびセキュリティ コンテキスト モード（p.1-1）

 • コマンド モードおよびプロンプト（p.1-2）

 • 構文の形式（p.1-3）

 • コマンドの短縮形（p.1-3）

 • コマンドラインの編集（p.1-3）

 • コマンドの完成機能（p.1-4）

 • コマンド ヘルプ（p.1-4）

 • show コマンド出力のフィルタリング（p.1-5）

 • コマンド出力のページング（p.1-6）

 • コメントの追加（p.1-6）

 • テキスト コンフィギュレーション ファイル（p.1-7）

（注） CLI の構文およびそのほかの表記法は Cisco IOS CLI と同様ですが、FWSM の OS（オペレーティン       
グ システム）は、Cisco IOS ソフトウェアのバージョンではありません。Cisco IOS CLI コマンドを      
FWSM でそのまま使用できたり、または FWSM OS の CLI 機能が Cisco IOS CLI と同様の機能を持          
つとは限りません。

ファイアウォール モードおよびセキュリティ コンテキスト モード
FWSM は、次のモードの組み合わせで稼働します。

 • トランスペアレント ファイアウォール モードまたはルーテッド ファイアウォール モード

ファイアウォール モードは、セキュリティ アプライアンスがレイヤ 2 またはレイヤ 3 ファイ      
アウォールのどちらで稼働しているかを判別します。

 • マルチ コンテキスト モードまたはシングル コンテキスト モード

セキュリティ コンテキスト モードは、FWSM が単一のデバイス、または複数のセキュリティ   
コンテキスト（仮想デバイスのように機能する）のどちらで稼働しているかを判別します。

コマンドの中には、特定のモードでしか利用できないものがあります。
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コマンド モードおよびプロンプト
FWSM の CLI には、コマンド モードがあります。コマンドの中には、特定のモードでしか入力で    
きないものがあります。たとえば、第三者に知られたくない情報を表示するコマンドを入力するに

は、パスワードを入力して、さらに権限が上のモードを開始する必要があります。その後、誤って

設定の変更を入力していないことを確定するために、コンフィギュレーション モードを開始する必 
要があります。下位のすべてのコマンドを上位のモードで入力することができます。たとえば、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで特権 EXEC コマンドを入力できます。

システム コンフィギュレーションまたはシングル コンテキスト モードを開始している場合、プロ   
ンプトはホスト名から開始します。

hostname

コンテキスト内にいる場合、プロンプトのホスト名のあとにコンテキスト名が表示されます。

hostname/context

プロンプトは、アクセス モードによって変わります。

 • ユーザ EXEC モード

ユーザ EXEC モードでは、最小限の FWSM の設定が表示されます。FWSM に初めてアクセス     
する場合、ユーザ EXEC モードのプロンプトが次のように表示されます。
hostname>

hostname/context>

 • 特権 EXEC モード

特権 EXEC モードでは、特権レベルまでの現在のすべての設定を表示できます。ユーザ EXEC   
モードのコマンドはすべて特権 EXEC モードで使用できます。ユーザ EXEC モードで enable コ      
マンドを入力します。この場合、特権 EXEC モードを開始するのにパスワードが必要になりま  
す。プロンプトには、番号記号（#）が表示されます。
hostname#

hostname/context#

 • グローバル コンフィギュレーション モード

グローバル コンフィギュレーション モードでは、FWSM の設定を変更できます。このモード   
では、ユーザ EXEC モード、特権 EXEC モード、およびグローバル コンフィギュレーション     
モードのすべてのコマンドを使用できます。グローバル コンフィギュレーション モードを開  
始するには、特権 EXEC モードで configure terminal コマンドを入力します。プロンプトが次     
のように変わります。

hostname(config)#

hostname/context(config)#

 • コマンド固有のコンフィギュレーション モード

グローバル コンフィギュレーション モードからは、一部のコマンドがコマンド固有のコンフィ  
ギュレーション モードを開始します。このモードでは、ユーザ EXEC モード、特権 EXEC モー     
ド、グローバル コンフィギュレーション モード、およびコマンド固有のコンフィギュレーショ  
ン モードのすべてのコマンドを使用できます。たとえば、interface コマンドは、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。プロンプトが次のように変わります。
hostname(config-if)#

hostname/context(config-if)#
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構文の形式
コマンド構文の説明では、次の表記法を使用しています。

コマンドの短縮形
コマンドは、そのコマンドが固有であることを示す最小限の文字数に短縮できます。たとえば、完

全形の write terminal コマンドを入力する代わりに wr t と入力してコンフィギュレーションを表      
示したり、en と入力してイネーブル モードを開始したり、conf t と入力してコンフィギュレー    

ション モードを開始できます。また、0 は、0.0.0.0 を意味します。

コマンドラインの編集
FWSM のコマンドラインの編集規定は、Cisco IOS ソフトウェアと同じです。show history コマンド     
を使用すると、入力済みの全コマンドが表示されます。また、上矢印キーまたは ^p コマンドを使  
用して、前に入力したコマンドを 1 つずつ表示できます。入力したコマンドを確認したあと、下矢  
印キーまたは ^n コマンドを使用して、表示された内容の中で次に進むことができます。再使用し  
たいコマンドに到達したら、構文を編集するか、Enter キーを押して実行します。^w を押すとカー  
ソルの左側の文字が削除され、^u を押すと行全体が消去されます。

FWSM では、1 つのコマンドに入力できるのは 512 文字までです。これを超えて入力された文字は    
無視されます。

表 1-1 構文の表記法

表記 内容

太字 太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードを示し

ます。

イタリック体 イタリックの文字は、ユーザが値を指定する引数を示します。

[x] 角カッコで囲まれているものは、省略可能な要素（キーワードまたは引数）です。

| 縦棒で区切られている場合、複数の任意または必須のキーワードまたは引数か

ら、1 つを選択します。
[x | y] 角カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、任意の選択肢で

す。

{x | y} 波カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、必須の選択肢で

す。

[x {y | z}] 角カッコまたは波カッコが重複している場合、任意または必須の要素内の、任意

または必須の選択肢を示します。角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、任意の要

素内の必須の選択肢を示します。
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コマンドの完成機能
一部の文字列を入力してコマンドまたはキーワードを完成させるには、Tab キーを押します。FWSM 
では、一部の文字列が 1 つのコマンドまたはキーワードと一致する場合にだけ、コマンドまたは  
キーワードを完成させます。たとえば、s を入力して Tab キーを押した場合、FWSM はコマンドを    
完成させません。複数のコマンドが一致するからです。ただし、dis を入力すると、Tab キーによっ  
て、完全形の disable コマンドになります。

コマンド ヘルプ
次のコマンドを入力して、コマンドラインからヘルプ情報を表示できます。

 • help command_name

特定のコマンドのヘルプを表示します。

 • help ?

ヘルプが存在するコマンドを表示します。

 • command_name ?

使用可能な引数のリストを表示します。

 • string?（スペースなし）

文字列で開始するコマンドを表示します。

 • ? および  +?

使用可能なすべてのコマンドを表示します。? を入力すると、FWSM は、現在のモードで使用  
可能なコマンドだけを表示します。下位モードのコマンドを含む、使用可能なすべてのコマン

ドを表示するには、+? を入力します。

（注） コマンド文字列に疑問符（?）を加える場合は、CLI ヘルプを誤って起動しないように Ctrl-V を押   
してから、疑問符を入力する必要があります。
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show コマンド出力のフィルタリング
縦棒（|）を使用して、show コマンドにフィルタ オプションおよびフィルタリング文字列を指定で  
きます。フィルタリングを実行すると、Cisco IOS ソフトウェアと同様に、各出力行がこの正規表  
現に対して照合されます。各種のフィルタ オプションを選択することによって、文字列と一致する 
すべての出力を表示または除外できます。また、文字列に一致する行で開始されるすべての出力を

表示することもできます。

show コマンドでフィルタリング オプションを使用している構文は、次のとおりです。

hostname# show command | {include | exclude | begin | grep [-v]} regexp

このコマンド文字列では、最初の縦棒（|）は、このコマンドに必須の演算子です。この演算子によ
り、show コマンドの出力にフィルタが適用されます。構文内のほかの縦棒（|）は代替オプション 
を示すもので、コマンドの一部ではありません。

include オプションを指定すると、正規表現に一致するすべての出力行が含まれます。-v を指定し  
ないで grep オプションを使用する場合も、結果は同じです。exclude オプションを指定すると、正   
規表現に一致するすべての出力行が除外されます。-v を指定して grep オプションを使用する場合   
も、結果は同じです。begin オプションを指定すると、正規表現に一致する行で開始されるすべて 
の出力行が表示されます。

regexp に、Cisco IOS の任意の正規表現を指定します。正規表現は引用符または二重引用符で囲まな   
いので、末尾にスペースが含まれていないかどうか注意してください。末尾のスペースは正規表現

の一部とみなされます。

正規表現を作成する場合には、照合する任意の文字または数字を使用できます。正規表現で使用す

る場合は、特別な意味を持つキーボード文字もあります。表 1-2 に、特別な意味を持つキーボード 
文字を示します。

これらの特殊文字を単一文字パターンとして使用する場合は、各文字の前にバックスラッシュ（\）
を置いて特別の意味を持たないようにしてください。

表 1-2 正規表現での特殊文字の使用 

文字タイプ 文字 特別な意味

ピリオド . 空白スペースを含め、任意の 1 文字と一致します。

アスタリスク * パターンの 0 個または複数のシーケンスと一致します。

プラス記号 + パターンの 1 個または複数のシーケンスと一致します。

疑問符 ?1

1. ヘルプ コマンドとして疑問符が解釈されないように、Ctrl-V を押してから、疑問符を入力します。

0 または 1 回のパターンと一致します。

キャレット ^ 入力文字列の先頭と一致します。

ドル記号 $ 入力文字列の末尾と一致します。

アンダースコア _ カンマ（,）、左波カッコ（{）、右波カッコ（}）、左丸カッコ、右丸カッ
コ、入力文字列の先頭、入力文字列の末尾、またはスペースと一致し

ます。

角カッコ [] 1 文字のパターンの範囲を指定します。

ハイフン - 範囲の終点を区切ります。
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コマンド出力のページング
help または ?、show、show xlate または出力行が長いほかのコマンドでは、1 画面の情報だけを表     
示して停止するか、全情報を一度に表示するかを指定できます。pager コマンドを使用すると、何 
行表示したあとで More プロンプトを表示するかを設定できます。

ページングをイネーブルにすると、次のプロンプトが表示されます。

<--- More --->

More プロンプトでは、UNIX more コマンドと類似した構文を使用します。

 • 別の画面を表示するには、Space バーを押します。

 • 次の行を表示するには、Enter キーを押します。

 • コマンド ラインに戻るには、q キーを押します。

コメントの追加
コメントを作成するには、行の先頭にコロン（ : ）を付けます。ただし、コメントが表示されるの  
はコマンド ヒストリ バッファ内だけで、コンフィギュレーションには表示されません。したがっ  
て、コメントを表示するには、show history コマンドを使用するか、または矢印キーを押して前の  
コマンドを検索します。コメントはコンフィギュレーションには含まれないので、write terminal コ  
マンドを使用しても表示されません。
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テキスト コンフィギュレーション ファイル
ここでは、FWSM にダウンロードできるテキスト コンフィギュレーション ファイルのフォーマッ   
ト方法について説明します。内容は次のとおりです。

 • テキスト ファイル内の行とコマンドの対応（p.1-7）

 • コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンド（p.1-7）

 • 自動テキスト エントリ（p.1-7）

 • 行の順序（p.1-8）

 • テキスト コンフィギュレーションに含まれないコマンド（p.1-8）

 • パスワード（p.1-8）

 • 複数のセキュリティ コンテキスト ファイル（p.1-8）

テキスト ファイル内の行とコマンドの対応
テキスト コンフィギュレーション ファイルに含まれる行は、このマニュアルに説明されているコ  
マンドに対応しています。

たとえば、コマンドの先頭には CLI プロンプトがあります。プロンプトの例は、次のようになりま  
す。

hostname(config)# context a

テキスト コンフィギュレーション ファイルでは、コマンド入力のプロンプトはないので、プロン  
プトは省略されます。

context a

コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンド
コマンドラインで入力する場合には、コマンド固有のコンフィギュレーション モード コマンドは  
メイン コマンドの下にインデントされて表示されます。テキスト ファイルの行では、メイン コマ   
ンドのすぐあとにコマンドがあれば、インデントする必要はありません。たとえば、次のインデン

トなしのテキストは、インデントされているテキストと同じ意味です。

interface gigabitethernet0/0
nameif inside
interface gigabitethernet0/1
    nameif outside

自動テキスト エントリ
FWSM にコンフィギュレーションをダウンロードすると、FWSM により一部の行が自動的に挿入  
されます。たとえば、デフォルト設定行または設定変更時間などが、FWSM によって挿入されま 
す。これらの自動エントリの情報は、テキスト ファイルの作成時に入力する必要はありません。
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行の順序

ほとんどの場合、ファイルには、任意の順序でコマンドを設定できます。ただし、ACE などの行は 
表示された順序で処理され、この順序がアクセス リストの動作に影響します。ほかにも、順序が影 
響するコマンドがあります。たとえば、後続のコマンドの多くがインターフェイス名を使用するた

め、まずインターフェイスに nameif コマンドを入力する必要があります。また、コマンド固有の  
コンフィギュレーション モード コマンドはメイン コマンドの直後に入力する必要があります。

テキスト コンフィギュレーションに含まれないコマンド
一部のコマンドは、コンフィギュレーションの行に挿入されません。たとえば、show running-config 
などのランタイム コマンドには、テキスト ファイルに対応する行が含まれません。

パスワード

ログイン、イネーブル、およびユーザの各パスワードは、コンフィギュレーションに保存される前

に自動的に暗号化されます。たとえば、[cisco] パスワードは、jMorNbK0514fadBh のように暗号化  
されます。コンフィギュレーションのパスワードは別の FWSM に暗号化された状態でコピーでき  
ますが、パスワードの暗号をユーザが解読することはできません。

暗号化されていないパスワードをテキスト ファイルに入力した場合、コンフィギュレーションを 
FWSM にコピーしても、FWSM によってパスワードが自動的に暗号化されることはありません。  
FWSM がパスワードを暗号化するのは、copy running-config startup-config コマンドまたは write     
memory コマンドを使用して、コマンドラインから実行コンフィギュレーションを保存する場合だ 
けです。

複数のセキュリティ コンテキスト ファイル
セキュリティ コンテキストが複数ある場合、コンフィギュレーション全体が複数のパーツに分割さ 
れます。

 • セキュリティ コンテキストのコンフィギュレーション

 • コンテキストのリストなど、FWSM の基本設定を識別するシステム コンフィギュレーション

 • システム コンフィギュレーションのネットワーク インターフェイスを提供する管理コンテキ  
スト

システム コンフィギュレーション自体には、インターフェイスまたはネットワーク設定は含ま 
れません。（サーバからコンテキストをダウンロードするなど）ネットワーク リソースにアク 
セスする必要がある場合、システムは、管理コンテキストとして指定されたコンテキストを使

用します。

各コンテキストは、シングル コンテキスト モードのコンフィギュレーションと同様です。システ  
ム コンフィギュレーションは、コンテキストのコンフィギュレーションとは異なります。システム 
コンフィギュレーションにはシステム専用コマンド（全コンテキストのリストなど）だけが含まれ、

（多数のインターフェイス パラメータなどの）一般的なコマンドは含まれません。
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2

aaa accounting ～ 
accounting-server-group コマンド

aaa accounting
aaa-server host コマンドで指定したサーバ上の TACACS+ または RADIUS のユーザ アカウンティン       
グをイネーブルにしたり、ディセーブルにしたり、表示したりするには、グローバル コンフィギュ 
レーション モードで aaa accounting コマンドを使用します。これらの機能をディセーブルにするに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa accounting {include | exclude} service  interface-name local-ip local-mask foreign-ip foreign-mask 
server-tag

no aaa accounting {include | exclude} service  interface-name local-ip local-mask foreign-ip 
foreign-mask server-tag

aaa accounting {include | exclude} service  interface-name server-tag

no aaa accounting {include | exclude} service  interface-name server-tag

シンタックスの説明 exclude 指定したサービスをアカウンティングから除外して、以前に記述したルール

に対する例外を作成します。exclude パラメータでは、ユーザはサービスまた 
はプロトコル /ポートを指定して、特定のホスト（複数可）を除外できます。

foreign-ip local-ip アドレスにアクセスするホストの IP アドレスを指定します。すべての   
ホストを指定するには、0 を使用します。foreign-ip アドレスは常に最も低い  
セキュリティ レベルのインターフェイスになります。

foreign-mask foreign-ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定  
します。IP アドレスが 0 の場合、0 を使用し、ホストには 255.255.255.255 を      
使用します。

interface-name ユーザが認証を要求するインターフェイス名を指定します。アクセスが要求

された場所と要求元を判別するには、local-ip アドレスと foreign-ip アドレス   
を組み合わせて interface-name を使用します。

include 指定したサービスに含む新しいルールを作成します。

local-ip 認証または許可するホストまたはホスト ネットワークの IP アドレスを指定   
します。このアドレスを、すべてのホストを指定する 0 に設定し、アクセス  
が許可されるホストを認証サーバ側で決定させるようにできます。local-ip ア 
ドレスは常にセキュリティ レベルが最も高いインターフェイスになります。
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デフォルト protocol/port では、TCP プロトコルは 6 と表示され、UDP プロトコルは 17 と表示されます。ポー       
トは、TCP または UDP の宛先ポートです。ポートの値に 0（ゼロ）を使用すると、すべてのポート    
が指定されます。TCP または UDP 以外のプロトコルの場合、port は適用されず使用されません。

デフォルトでは、管理アクセスの AAA アカウンティングがディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザ アカウンティング サービスは、ユーザがアクセスしたネットワーク サービスのレコードを   
保持します。これらのレコードは、指定した AAA サーバ（複数可）に記録されます。アカウンティ  
ング情報は、同時アカウンティングをイネーブルにしている場合を除いて、サーバ グループ内のア 
クティブなサーバにだけ送信されます。

このコマンドを使用するには、まず aaa-server コマンドを使用して AAA サーバを指定する必要が    
あります。

アクセス リストで指定されたトラフィックに対するアカウンティングをイネーブルにするには、 
aaa accounting match コマンドを使用します。

（注） include ステートメントで指定されていないトラフィックは処理されません。

アウトバウンド接続では、まず nat コマンドを使用して、FWSM にアクセスできる IP アドレスを     
判別します。インバウンド接続では、まず static と access-list extended コマンド ステートメントを      
使用して、外部ネットワークから FWSM を経由してアクセスできる内部 IP アドレスを判別します。

local-mask local-ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定し  
ます。IP アドレスが 0 の場合、0 を使用し、ホストには 255.255.255.255 を使      
用します。

server-tag aaa-server host コマンドで定義された AAA サーバ グループ タグを指定しま      
す。

service アカウンティングを可能にするサービス / アクセス方式。アカウンティング
はすべてのサービスに対して提供されますが、アカウンティングを 1 つまた  
は複数のサービスに制限できます。指定できる値は、enable、http、ssh、telnet、
または protocol/port です。すべての TCP サービスに対してアカウンティング    
を提供するには、enable を使用します。UDP サービスに対してアカウンティ  
ングを提供するには、protocol/port 形式を使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) FWSM にこのコマンドが追加されました。
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任意のホストからの接続を許可するには、ローカル IP アドレスとネットマスクを 0.0.0.0 0.0.0.0 ま     
たは 0 0 としてコーディングします。同じ規則が、外部ホストの IP アドレスとネットマスクに適用     
されます。0.0.0.0 0.0.0.0 は、外部ホストを指します。

例 次に、すべての接続のアカウンティングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# aaa-server mygroup protocol tacacs+
hostname(config)# aaa-server mygroup (inside) host 192.168.10.10 thekey timeout 20
hostname(config)# aaa authentication include any inside 0 0 0 0 mygroup
hostname(config)# aaa authorization include any inside 0 0 0 0 mygroup
hostname(config)# aaa accounting include any inside 0 0 0 0 mygroup
hostname(config)# aaa authentication ssh console mygroup

この例では、IP アドレス 192.168.10.10 の認証サーバが内部インターフェイス上にあり、TACACS+   
サーバ グループに含まれていることを指定しています。その次の 3 つのコマンド ステートメント    
で指定しているのは、任意の外部ホストに対してアウトバウンド接続を開始するユーザ全員を

TACACS+ で認証すること、正常に認証されたユーザに対してはどのサービスの使用も許可するこ 
と、およびすべてのアウトバウンド接続情報をアカウンティング データベースに記録することで 
す。最後のコマンド ステートメントでは、FWSM コンソールに対する SSH アクセスには、TACACS+    
サーバから認証を受ける必要があることを指定しています。

関連コマンド コマンド 説明

aaa accounting match aaa-server コマンドで指定したサーバ上のユーザ アカウンティン  
グをイネーブルするために照合する必要がある、指定のアクセス リ 
ストの使用をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa accounting command AAA アカウンティングの管理アクセスに対するサポートをイネー 
ブルにします。

aaa-server host ホストに関連する属性を設定します。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa accounting command
管理者が入力した各コマンドを FWSM がアカウンティング サーバに送信するようにコマンドのア   
カウンティングを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa accounting    
command コマンドを使用します。AAA コマンドの特権アカウンティングに対するサポートをディ  
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。aaa accounting command コマンドは、     
アカウンティング レコードを生成するために、コマンドに関連付ける必要がある最低のレベルを指 
定します。

aaa accounting command [ privilege level ] server-tag

no aaa accounting command [ privilege level ] server-tag

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの特権レベルは 0 です。デフォルトでは、管理アクセスの AAA コマンドの特権アカウ    
ンティングがディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン aaa accounting command コマンドを設定すると、管理者 /ユーザが入力した各コマンドが記録され、   
アカウンティング サーバ（複数可）に送信されます。オプションの privilege は、アカウンティング   
レコードを生成するために、コマンドに関連付ける必要がある最低の特権レベルを指定します。

このコマンドは、TACACS+ サーバにのみ適用されます。

aaa-server コマンドで指定し、このコマンドが適用されるサーバまたはグループの名前を指定する 
必要があります。

例 次に、特権レベルが 6 以上のコマンドのアカウンティング レコードを生成し、そのレコードを   
adminserver という名前のグループからサーバに送信するように指定する例を示します。

hostname(config)# aaa accounting command privilege 6 adminserver

server-tag アカウンティング レコードが送信される TACACS+ サーバのサーバまた   
はグループ

privilege level アカウンティング レコードを生成するために、コマンドに関連付ける必要 
がある最低のレベル。デフォルトの特権レベルは 0 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 2章      aaa accounting ～ accounting-server-group コマンド
aaa accounting console  

2-5
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

関連コマンド

aaa accounting console
管理アクセス用の AAA アカウンティングに対するサポートをイネーブルにするには、グローバル  
コンフィギュレーション モードで aaa accounting console コマンドを使用します。管理アクセス用     
のアカウンティングに対するサポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

aaa accounting {telnet | ssh | enable} console server-tag

no aaa accounting {telnet | ssh | enable} console server-tag

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、管理アクセスの AAA アカウンティングがディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

aaa accounting aaa-server コマンドで指定したサーバ上で TACACS+ または   
RADIUS のユーザ アカウンティングをイネーブルまたはディセー  
ブルにします。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。

enable 特権 EXEC モードを開始および終了したときにマーク付けするアカウンティ  
ング レコードの生成をイネーブルまたはディセーブルにします。

server-tag アカウンティング レコードが送信されるサーバまたはサーバ グループを指  
定します。有効なサーバ グループのプロトコルは、RADIUS および TACACS+   
です。

ssh SSH 上で作成される管理セッションを確立および終了したときにマーク付け 
するアカウンティング レコードの生成をイネーブルまたはディセーブルにし 
ます。

telnet Telnet 上で作成される管理セッションを確立および終了したときにマーク付 
けするアカウンティング レコードの生成をイネーブルまたはディセーブルに 
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) FWSM にこのコマンドが追加されました。
2.2(1) このコマンドが LOCAL へのフォールバックをサポートするように変更さ  

れました。
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使用上のガイドライン aaa-server コマンドで指定したサーバ グループの名前を指定する必要があります。

例 次に、すべての Telnet トランザクションのアカウンティング レコードを生成し、そのレコードを   
adminserver という名前のサーバに送信するように指定する例を示します。

hostname(config)# aaa accounting telnet console adminserver

関連コマンド コマンド 説明

aaa accounting match TACACS+ または RADIUS のユーザ アカウンティングをイネーブ    
ルまたはディセーブルにします。

aaa accounting command 指定した特権レベル以上で、管理者 /ユーザが入力したコマンド（複
数可）が記録され、アカウンティング サーバ（複数可）に送信され 
るように指定します。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa accounting match
アクセス リストで指定されたトラフィックに対するアカウンティングをイネーブルにするには、グ 
ローバル コンフィギュレーション モードで aaa accounting match コマンドを使用します。アクセス      
リストで指定されたトラフィックに対するアカウンティングをディセーブルにするには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。aaa accounting match コマンドは、インターフェイス名とサーバ タ      
グのほか、照合する必要があるアクセス リスト名を指定します。

aaa accounting match acl-name  interface-name server-tag

no aaa accounting match acl-name  interface-name server-tag

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン acl-name は、access-list コマンドで定義されます。

ACLでは、permit でアカウンティングが有効になり、deny でアカウンティングが無効になります。

AAA サーバ グループ タグは、aaa-server コマンドで定義されます。このコマンドを使用するには、    
まず aaa-server コマンドを使用して AAA サーバを指定する必要があります。

ユーザ アカウンティング サービスは、ユーザがアクセスしたネットワーク サービスのレコードを   
保持します。これらのレコードは、指定した AAA サーバ（複数可）に記録されます。アカウンティ  
ング情報は、同時アカウンティングをイネーブルにしている場合を除いて、サーバ グループ内のア 
クティブなサーバにだけ送信されます。aaa accounting match コマンドには、アカウンティング ア    
クションを実行する前に照合するための ACL 名を指定する必要があります。

ACL 名は、数字または英数字名にすることができます。

acl-name 照合する access-list 名を指定します。
interface-name ユーザがアカウンティングを要求するインターフェイス名を指定します。

server-tag aaa-server コマンドで定義された AAA サーバ グループ タグを指定しま     
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) FWSM にこのコマンドが追加されました。
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例 次に、特定の ACL である acl2 に一致するトラフィックのアカウンティングをイネーブルにする例    
を示します。そのあとに、アクセス リストを表示する show access-list コマンドの出力を示します。

hostname(config) # aaa accounting match acl2 outside radserver1
hostname(config) # show access-list acl12
access-list acl12; 1 elements
access-list acl12 line 1 extended permit tcp any any (hitcnt=54021)

関連コマンド コマンド 説明

aaa accounting aaa-server コマンドで指定したサーバ上で TACACS+ または   
RADIUS のユーザ アカウンティングをイネーブルにしたり、ディ  
セーブルにしたり、表示したりします。

access-list extended アクセス リストを作成するか、ダウンロード可能なアクセス リス  
トを使用します。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa authentication
FWSM を通過するトラフィックをユーザ認証の対象または除外にするには、グローバル コンフィ  
ギュレーション モードで include または exclude キーワードを指定して aaa authentication コマンド        
を使用します。ユーザ認証をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

認証では、有効なユーザ名とパスワードを要求することによって、アクセスを制御できます。FWSM
を設定して、次の項目を認証できます。

 • 次のセッションを含む、FWSM へのすべての管理接続：
－ Telnet

－ SSH

－ ASDM（HTTPS を使用）

－ VPN 管理アクセス

 • enable コマンド

 • FWSM 経由のネットワーク アクセス

各認証サーバには、1 つのユーザ プールがあります。複数の認証ルールとタイプで同じサーバを使  
用している場合、ユーザが 1 回認証を行えば、セッションの期限が終了するまですべてのルールと  
タイプで再び認証を行う必要がありません。たとえば、Telnet と FTP を認証するように FWSM を     
設定し、ユーザが正常に Telnet で認証された場合、セッションが存在するかぎり、ユーザは FTP で    
も認証を行う必要がありません。

aaa authentication include | exclude authentication-service  interface-name local-ip local-mask 
[foreign-ip foreign-mask] server-tag

no aaa authentication include | exclude authentication-service  interface-name local-ip local-mask 
[foreign-ip foreign-mask] server-tag

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

authentication-service 選択されているサービス オプションに基づいて認証の対象または除外に 
するトラフィック タイプ

exclude 指定したサービスを認証から除外して、以前に記述したルールに対する例

外を作成します。exclude パラメータは、以前の except オプションから改   
良され、特定のホスト（複数可）宛てのポートを指定して除外できるよう

になっています。

foreign-ip （任意）認証を必要とする接続の送信元または宛先のいずれかである外部

ホストの IP アドレス。0 は、すべてのホストを示します。
foreign-mask （任意）foreign-ip のネットワーク マスク
include 指定したサービスに含む新しいルールを作成します。

interface-name ユーザが認証を要求するインターフェイス名

local-ip 認証を必要とする接続の送信元または宛先のいずれかであるローカル /内
部ホストまたはホスト ネットワークの IP アドレス。このアドレスを 0 に     
設定して、すべてのホストを指定し、認証を受けるホストを認証サーバ側

で決定させるようにできます。

local-mask local-ip のネットワーク マスク
server-tag AAA サーバ グループ タグは、aaa-server コマンドで定義されます。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラフィックを認証の対象または除外にするには、aaa-server コマンドを使用して認証サーバを指 
定してから、aaa authentication コマンドを使用する必要があります。ローカル IP アドレスと外部    
IP アドレスの各組み合わせでは、1 つの aaa authentication コマンドをインバウンド接続に、もう 1      
つをアウトバウンド接続に使用できます。aaa-server authentication コマンドで IP アドレスが特定    
されるセッションは、FTP、Telnet、HTTP、または HTTPS を通じて接続を開始し、ユーザ名とパス  
ワードの入力が求められます。ユーザ名とパスワードが、指定された認証サーバで確認された場合、

FWSM で認証ホストとクライアント アドレス間の以降のトラフィックを許可します。

アクセスが要求された場所と要求元を判別するには、interface-name、local-ip、および foreign-ip 変  
数を使用します。local-ip アドレスは常にセキュリティ レベルが最も高いインターフェイスになり、  
foreign-ip アドレスはセキュリティ レベルが最も低いインターフェイスになります。

（注） 同じセキュリティ レベルのインターフェイス間で、aaa authentication コマンドを使用することは   
できません。この場合、aaa authentication match コマンドを使用する必要があります。

ローカル IP アドレス マスクおよび外部の IP アドレス マスクでは、IP アドレスが 0.0.0.0 の場合、0         
を短縮形として使用できます。ホストに対しては、255.255.255.255 を使用します。

認証サーバは、ユーザがシステムにアクセスできるか否か、アクセス可能なサービス、ユーザによ

るアクセスが可能な IP アドレスを判別します。FWSM は FTP、HTTP、HTTPS、および Telnet のプ      
ロキシとして、証明書要求プロンプトを表示します。

（注） カットスルー プロキシが設定されている場合、nat コマンドまたは static コマンドで norandomseq     
オプションを使用しているときでも、TCP セッション（Telnet、FTP、HTTP、または HTTPS）の  
シーケンス番号がランダム化される可能性があります。これは、AAA サーバが TCP セッションの   
プロキシとしてユーザを認証し、アクセスを許可する場合に発生します。

ローカル アクセス認証

管理者を認証するように AAA サーバ（TACACS+、RADIUS、または LOCAL）を設定するには、ア   
クセス認証サービスのオプションとして、Telnet アクセスの場合は telnet、SSH アクセスの場合は   
ssh、HTTP アクセスの場合は http、イネーブル モードのアクセスの場合は enable のいずれかを選     
択します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) FWSM にこのコマンドが追加されました。
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カットスルー認証

カットスルー プロキシと「トゥザボックス」認証では、LOCAL サーバ グループ タグを指定して、    
ローカル FWSM ユーザ認証のデータベースを使用することもできます。server-tag に LOCAL が指     
定され、ローカル ユーザのクレデンシャル データベースが空の場合、次の警告メッセージが表示  
されます。

Warning:local database is empty! Use 'username' command to define local users.

逆に、コマンド内に LOCAL があるときにローカル データベースが空になった場合は、次の警告   
メッセージが表示されます。

Warning:Local user database is empty and there are still commands using 'LOCAL' for 
authentication.

カットスルー認証サービスのオプションは、telnet、ftp、http、https、icmp/type、proto、tcp/port、
および udp/port です。proto 変数には、サポートされている任意の IP プロトコル値または IP プロト       
コル名を指定できます。たとえば、ip または igmp を指定します。インタラクティブなユーザ認証   
が行われるのは、Telnet、FTP、HTTP または HTTPS トラフィックだけです。

AAA 用に FWSM がサポートしている認証ポートは、固定値です。

 • FTP ― ポート 21
 • Telnet ― ポート 23
 • HTTP ― ポート 80
 • HTTPS ― ポート 443

このため、認証の対象となるサービスのポートを再び割り当てる場合に、スタティック PAT を使  
用しないでください。つまり、認証するポートが既知の 3 ポートに当てはまらない場合、FWSM は   
接続を拒否し、サービスを認証しません。

type の ICMP メッセージ タイプ番号を入力して、特定の ICMP メッセージ タイプを認証の対象にし       
たり、除外したりできます。たとえば、icmp/8 と入力すると、タイプ 8（エコー要求）ICMP メッ   
セージが認証の対象または除外対象になります。

tcp/0 のオプションを使用すると、すべての TCP トラフィック（FTP、HTTP、HTTPS、および Telnet    
など）に対する認証がイネーブルになります。特定の port を指定した場合、指定した宛先ポートを  
持つトラフィックのみが認証の対象または除外対象となります。FTP、Telnet、HTTP、および HTTPS 
は、それぞれ tcp/21、tcp/23、tcp/80、および tcp/443 と等しくなります。

ip を指定した場合、include および exclude のどちらを指定したかに応じて、すべての IP トラフィッ      
クが認証の対象または除外対象になります。すべての IP トラフィックを認証の対象にすると、次  
の処理が実行されます。

 • ユーザを（発信元 IP に基づいて）認証する前は、FTP 要求、Telnet 要求、HTTP 要求、または     
HTTPS 要求を受信すると認証処理が発生し、他の IP 要求はすべて拒否されます。

 • FTP 認証、Telnet 認証、HTTP 認証、HTTPS 認証、または仮想 Telnet 認証（virtual コマンドを       
参照）でユーザを認証すると、uauth がタイムアウトするまで、どのトラフィックに対しても 
認証処理が発生しなくなります。

認証のイネーブル化

aaa authentication コマンドを使用すると、次の機能をイネーブルまたはディセーブルにできます。

 • LOCAL、TACACS+、または RADIUS サーバが提供するユーザ認証サービス。これらのサービ  
スは、最初に aaa-server コマンドで指定する必要があります。FTP、Telnet、HTTP、または  
HTTPS を通じて接続を開始するユーザは、ユーザ名とパスワードを入力するように求められま 
す。このユーザ名とパスワードが、指定した認証サーバで確認された場合、FWSM のカットス 
ルー プロキシ機能は、送信元と宛先間で発生するそれ以降の FTP、Telnet、HTTP、または HTTPS   
トラフィックを許可します。
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 • Telnet、SSH、または HTTP を通じて FWSM コンソールにアクセスするための、管理認証サー    
ビス。Telnet アクセス前に telnet コマンドを使用する必要があります。SSH アクセスの前に ssh     
コマンドを使用する必要があります。

ユーザに表示される AAA 証明書要求プロンプトは、認証を受けて FWSM にアクセスできるサービ    
スでそれぞれ異なります。

（注） HTTP または HTTPS の場合、Web サーバと認証サーバがそれぞれ別ホスト上にある場合、正常な    
認証処理を実行するには virtual コマンドを使用します。

インターフェイス名は、aaa authentication コマンドで指定できます。たとえば、aaa authentication   
include tcp outside 0 0 server-tag を指定した場合、FWSM は外部インターフェイスから発信された       
TCP 接続を認証します。

（注） HTTP または HTTPS 認証の場合、認証されたあとは、FWSM uauth タイマーに小さい値が設定され     
ている場合でも、ユーザ側で再認証が必要になることがありません。これは、ブラウザが

[Basic=Uuhjksdkfhk==] の文字列をキャッシュして、特定のサイトへの後続のすべての接続に使用す 
るためです。これがクリアされるのは、ユーザが Netscape Navigator または Internet Explorer のイン      
スタンスをすべて終了して、再起動したときだけです。キャッシュをフラッシュしても文字列はク

リアされません。

TACACS+ サーバ および RADIUS サーバ

シングルモードでは最大 15 のサーバ グループ、マルチモードでは最大 4 つのサーバ グループを設      
定できます。各グループには、シングルモードの場合は最大 16 のサーバ、マルチモードの場合は  
最大 4 つのサーバを設定できます。可能なサーバは、TACACS+ または RADIUS サーバのいずれか     
です。aaa-server コマンドを使用して設定します。ユーザがログインするときは、コンフィギュレー 
ション内で指定されている最初のサーバから順に、サーバが応答するまでこれらのサーバが 1 台ず  
つアクセスされます。

オプション ログイン試行許可数 変更点

ftp パスワードが正しくない場

合、ただちに接続をドロップ

します。

FTP ユーザは、FTP プログラムからプロンプトを受け  
取ります。FTP の GUI（グラフィカル ユーザ インター    
フェイス）の一部には、チャレンジ値を表示しないも

のがあります。

http ログインが正常に行われる

まで繰り返しプロンプトが

表示されます。

aaa authentication secure-http-client が設定されていな   
い場合、HTTP ユーザにはブラウザ自体が生成した 
ポップアップ ウィンドウが表示されます。 
aaa authentication secure-http-client を設定した場合   
は、ユーザ名とパスワードを収集するためのフォーム

がブラウザにロードされます。

telnet 4 回までログイン試行を許可 
し、違う場合はそれ以降の接

続をドロップします。

Telnet コンソール接続の最初のコマンドライン プロ  
ンプトが表示される前
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FWSM で使用できる認証タイプは、ネットワークごとに 1 つだけです。たとえば、あるネットワー   
クが認証に TACACS+ を使用して FWSM 経由で接続している場合、FWSM 経由で接続している別     
のネットワークでは RADIUS を使用して認証できますが、1 つのネットワークが TACACS+ と     
RADIUS の両方を使用して認証することはできません。

（注） 許可サーバが VPN 属性を実装した場合、FWSM は RADIUS 認証サーバから受信された VPN 属性       
を実装しません。たとえば、属性値ペア [tunnel-group=VPN] が RADIUS 認証と LDAP 許可で定義      
されている場合、LDAP サーバに設定されているすべての VPN リモート アクセス属性が VPN リ      
モート アクセス トンネルで実装されます。RADIUS 認証サーバで定義されたこれらの属性は、無   
視されます。この動作は、トンネル グループの認証 /許可パラメータに影響します。

例 次に、aaa authentication コマンドを使用する一部の例を示します。

例 1：

次の例は、[tacacs+] という名前のサーバを使用して、192.168.0.0 のローカル IP アドレスおよび    
255.255.0.0 のネットマスクによる外部インターフェイスの TCP トラフィック、すべてのホストのリ   
モート /外部 IP アドレスによる外部インターフェイスの TCP トラフィックを認証の対象にします。    
2 番めのコマンドラインは、192.168.38.0 のローカル アドレスによる外部インターフェイスの Telnet    
トラフィック、すべてのホストのリモート /外部 IP アドレスによる外部インターフェイスの Telnet   
トラフィックを認証から除外します。

hostname(config)# aaa authentication include tcp outside 192.168.0.0 255.255.0.0 
0.0.0.0 0.0.0.0 tacacs+
hostname(config)# aaa authentication exclude telnet outside 192.168.38.0 255.255.255.0 
0.0.0.0 0.0.0.0 tacacs+

例 2：

次の例では、interface-name パラメータの使用方法について説明します。FWSM には、内部ネット  
ワーク 192.168.1.0、外部ネットワーク 209.165.201.0（サブネット マスク 255.255.255.224）、および    
境界ネットワーク 209.165.202.128（サブネット マスク 255.255.255.224）が接続されています。

次の例では、内部ネットワークから外部ネットワークに発信される接続の認証をイネーブルにしま

す。

hostname(config)# aaa authentication include tcp inside 192.168.1.0 255.255.255.0 
209.165.201.0 255.255.255.224 tacacs+ 

例 3：

次の例では、内部ネットワークから境界ネットワークに発信される接続の認証をイネーブルにしま

す。

hostname(config)#aaa authentication include tcp inside 192.168.1.0 255.255.255.0 
209.165.202.128 255.255.255.224 tacacs+

例 4：

次の例では、外部ネットワークから内部ネットワークに発信される接続の認証をイネーブルにしま

す。

hostname(config)# aaa authentication include tcp outside 209.165.201.0 255.255.255.224 
192.168.1.0 255.255.255.0 tacacs+
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例 5：

次の例では、外部ネットワークから境界ネットワークに発信される接続の認証をイネーブルにしま

す。

hostname(config)# aaa authentication include tcp outside 209.165.201.0 255.255.255.224 
209.165.202.128 255.255.255.224 tacacs+

例 6：

次の例では、境界ネットワークから外部ネットワークに発信される接続の認証をイネーブルにしま

す。

hostname(config)#aaa authentication include tcp inside 209.165.202.128 255.255.255.224 
209.165.201.0 255.255.255.224 tacacs+

例 7：

次の例では、外部インターフェイスを経由して接続を確立するときに、FWSM が 10.0.0.1 ～   
10.0.0.254 の IP アドレスを認証するように指定します。この例では、最初の aaa authentication コマ      
ンドがすべての FTP、HTTP、および Telnet セッションの認証を要求しています。2 番めの aaa     
authentication コマンドでは、ホスト 10.0.0.42 が認証を受けなくても送信接続を開始できるように   
しています。この例は、tacacs+ という名前のサーバ グループを使用します。

hostname(config)# nat (inside) 1 10.0.0.0 255.255.255.0
hostname(config)# aaa authentication include tcp inside 0 0 tacacs+
hostname(config)# aaa authentication exclude tcp inside 10.0.0.42 255.255.255.255 
tacacs+

例 8：

次の例では、ネットワーク アドレス 209.165.201.0（サブネット マスク 255.255.255.224）を指定し    
て、209.165.201.1 ～ 209.165.201.30 の範囲にある TCP IP アドレスへのインバウンド アクセスを許       
可します。access-list コマンドですべてのサービスが許可され、aaa authentication コマンドは、HTTP   
の認証を要求します。認証サーバは、内部インターフェイス上の IP アドレス 10.16.1.20 にあります。

hostname(config)# aaa-server AuthIn protocol tacacs+
hostname(config)# aaa-server AuthIn (inside) host 10.16.1.20 thisisakey timeout 20
hostname(config)# access-list acl-out permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 
255.255.255.224
hostname(config)# access-group acl-out in interface outside
hostname(config)# aaa authentication include http inside 0 0 0 0 AuthIn

関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication console 特権モードを開始するときの認証をイネーブルまたは

ディセーブルにするか、指定した接続タイプで FWSM にア  
クセスするときに認証確認を要求します。

aaa authentication match 照合を行って、一致した場合に認証を提供するアクセス リ 
スト名（access-list コマンドで定義したアクセス リスト名）  
を指定します。

aaa authentication secure-http-client HTTP 要求が FWSM を通過することを許可する前に、   
FWSM に対してセキュアなユーザ認証方法を提供します。

aaa-server protocol グループに関連するサーバの属性を設定します。

aaa-server host ホストに関連する属性を設定します。
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aaa authentication challenge disable
FTP、Telnet、HTTP、または HTTPS の認証確認をディセーブルにするには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで aaa authentication challenge disable コマンドを使用します。FWSM をデ       
フォルトの認証にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa authentication {ftp | telnet | http | https } challenge disable

no aaa authentication {ftp | telnet | http | https } challenge disable

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、 aaa authentication match  コマンドまたは aaa authentication [include | exclude] コ           
マンドを使用して認証をイネーブルにすると、FTP、Telnet、HTTP、HTTPS で認証確認がイネーブ 
ルになります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM がユーザに対してユーザ名とパスワードの入力を要求するかどうかを設定できます。デフォ 
ルトでは、FWSM がプロンプトを表示し、AAA ルールによって、FTP、Telnet、HTTP、または  
HTTPS の新規セッションでトラフィックの認証が行われます。これらのうち 1 つ以上のプロトコル   
で、認証確認をディセーブルにする必要がある場合があります。その場合は、aaa authentication 
challenge コマンドを使用します。

特定のプロトコルで認証確認をディセーブルにすると、そのプロトコルを使用しているトラフィッ

クは、既に認証済みのセッションに属している場合を除き、許可されません。この認証は、認証確

認がイネーブルになっているプロトコルを使用しているトラフィックによって実行できます。たと

えば、FTP で認証確認をディセーブルにすると、FWSM は、そのトラフィックが認証ルールに含ま  
れている場合、FTP を使用した新規セッションを拒否します。認証確認がイネーブルになっている 
プロトコル（たとえば HTTP）を使用して新規セッションを確立した場合には、FTP トラフィック  
は許可されます。

ftp FTP 接続の認証確認をディセーブルにします。
http HTTP 接続の認証確認をディセーブルにします。
https HTTPS 接続の認証確認をディセーブルにします。
telnet Telnet 接続の認証確認をディセーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次の例では、ネットワーク アドレス 209.165.201.0（サブネット マスク 255.255.255.224）を指定し    
て、209.165.201.1 ～ 209.165.201.30 の範囲にある TCP IP アドレスへのインバウンド アクセスを許       
可しています。access-list コマンドはすべてのサービスを許可し、aaa authentication コマンドは認   
証を要求します。認証サーバは、内部インターフェイス上の IP アドレス 10.16.1.20 にあります。最    
後のコマンドは、FTP の認証確認をディセーブルにします。すなわち、aaa authentication include   
コマンドによって特定されるセッションのユーザは、FTP 以外、すなわち、Telnet、HTTP、または 
HTTPS によって認証を受けなければならなくなります。

hostname(config)# aaa-server AuthIn protocol tacacs+
hostname(config)# aaa-server AuthIn (inside) host 10.16.1.20 thisisakey timeout 20
hostname(config)# access-list acl-out permit tcp 10.16.1.0 255.255.255.0 209.165.201.0 
255.255.255.224
hostname(config)# access-group acl-out in interface outside
hostname(config)# aaa authentication include tcp inside 0 0 0 0 AuthIn
hostname(config)# aaa authentication ftp challenge disable

関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication トラフィックを包含または除外することによって、認証を

イネーブルまたはディセーブルにします。

aaa authentication match 照合を行って、一致した場合に認証を提供するアクセス リ 
スト名（access-list コマンドで定義したアクセス リスト名）  
を指定します。

aaa authentication secure-http-client HTTP 要求が FWSM を通過することを許可する前に、
FWSM に対してセキュアなユーザ認証方法を提供します。

aaa-server protocol グループに関連するサーバの属性を設定します。

aaa-server host ホストに関連する属性を設定します。
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aaa authentication console
次の内容のいずれかを実行するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  
aaa authentication console コマンドを使用します。

 • SSH、HTTP、または Telnet 接続で FWSM コンソールにアクセスするための認証サービスをイ    
ネーブルにします。

 • 特権モードへのアクセスをイネーブルにします。

 • 指定したサーバ グループのリストまたはローカル データベースへのフォールバックをサポー  
トするように管理認証を設定します。

この認証サービスをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa authentication {enable | telnet | ssh | http} console server-tag [LOCAL]

no aaa authentication {enable | telnet | ssh | http} console server-tag [LOCAL]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、ローカル データベースへのフォールバックがディセーブルにされています。

console コンソールにアクセスするときに認証を要求するように指定します。

enable 特権モードを開始するときの認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

有効なサーバ グループのプロトコルは、LOCAL、RADIUS、および TACACS+  
です。

http HTTP 上の管理セッションの認証をイネーブルまたはディセーブルにします。 
有効なサーバ グループのプロトコルは、LOCAL、RADIUS、および TACACS+  
です。

LOCAL LOCAL キーワードには、2 つの使用方法があります。1 つめは、ローカル認証   
サーバの使用を指定し、2 つめは、指定された認証サーバを使用できない場合 
に、ローカル データベースへのフォールバックを指定できます。

server-tag AAA サーバ グループ タグは、aaa-server コマンドで定義されます。

LOCAL のサーバ グループ タグを指定することによって、ローカル FWSM    
ユーザ認証のデータベースを使用することもできます。server-tag に LOCAL が   
指定され、ローカル ユーザのクレデンシャル データベースが空の場合、次の  
警告メッセージが表示されます。

Warning:local database is empty! Use 'username' command to define 
local users.

逆に、コマンド内に LOCAL があるときにローカル データベースが空になった   
場合は、次の警告メッセージが表示されます。

Warning:Local user database is empty and there are still commands 
using 'LOCAL' for authentication.

ssh SSH 上の管理セッションの認証をイネーブルまたはディセーブルにします。有 
効なサーバ グループのプロトコルは、LOCAL、RADIUS、および TACACS+ で   
す。

telnet Telnet 上の管理セッションの認証をイネーブルまたはディセーブルにします。 
有効なサーバ グループのプロトコルは、LOCAL、RADIUS、および TACACS+  
です。
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aaa authentication http console server-tag コマンド ステートメントが定義されていない場合は、ユー      
ザ名を指定せずに、FWSM のイネーブル パスワード（password コマンドで設定）を使用して FWSM    
（ASDM 経由）にアクセスできます。aaa コマンドを定義した場合でも、HTTP 認証要求がタイムア   
ウトしたとき（AAA サーバがダウンしているか、使用不能になっていると考えられる）は、デフォ 
ルトの管理者のユーザ名とイネーブル パスワードを使用して FWSM にアクセスできます。デフォ   
ルトでは、イネーブル パスワードは設定されていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン aaa authentication console コマンドは、特権モードを開始するときの認証をイネーブルまたはディ   
セーブルにしたり、指定した接続タイプで FWSM にアクセスするときに認証確認を要求できるよ  
うにしたり、管理認証フォールバックをサポートしたりします。

Telnet アクセス前に telnet コマンドを使用する必要があります。SSH アクセスの前に ssh コマンド      
を使用する必要があります。

サーバ グループのプロトコルとして LOCAL を指定している場合を除いて、aaa authentication    
console コマンドを使用する場合、事前に aaa-server コマンドを使用して認証サーバを指定している   
必要があります。aaa authentication console コマンドは、RADIUS グループと TACACS+ グループ      
をサポートしています。

「デフォルト」に記述されている内容の場合を除いて、HTTP 認証を使用している場合、FWSM は、  
aaa authentication http console コマンドを通じて、HTTP サーバの認証確認を要求します。

管理者が認証を求めるアクションを要求すると、FWSM は指定したグループのサーバとの認証セッ 
ションを開始します。システムがこのグループのサーバと通信できない場合。

指定したサーバ グループのすべてのサーバを使用できない場合に、ローカル ユーザ データベース   
へのフォールバックをサポートするように管理認証を設定するには、LOCAL オプションを指定し 
て、aaa authentication コマンドを使用します。この機能は、デフォルトでディセーブルです。

HTTP 認証のユーザ名プロンプトの最大長は、30 文字です。パスワードの最大長は、16 文字です。

次の表に示されているように、aaa authentication console コマンドで選択したオプションに応じて、   
FWSM コンソールへの認証済みアクセスのプロンプト アクションは異なります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) このコマンドが LOCAL へのフォールバックをサポートするように変更さ  
れました。

オプション ログイン試行許可数

enable アクセス試行が 3 回失敗したときにアクセスを拒否します。
ssh アクセス試行が 3 回失敗したときにアクセスを拒否します。
telnet 正常にログインするまで繰り返し表示されます。

http 正常にログインするまで繰り返し表示されます。
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ssh オプションは、SSH ユーザ認証で使用される AAA サーバのグループを指定します。認証プロト    
コルと AAA サーバの IP アドレスは、aaa-server コマンド ステートメントで定義されます。

Telnet モデルと同様に、aaa authentication ssh console server-tag コマンド ステートメントを定義し       
ていない場合は、ユーザ名 pix と FWSM の Telnet パスワード（passwd コマンドで設定）を使用し       
て FWSM コンソールにアクセスできます。aaa コマンドを定義した場合でも、SSH 認証要求がタイ    
ムアウトしたとき（AAA サーバがダウンしているか、使用不能になっていると考えられる）は、管 
理者のユーザ名とイネーブル パスワード（enable password コマンドで設定）を使用して FWSM に     
アクセスできます。デフォルトでは、Telnet パスワードは cisco で、イネーブル パスワードは設定    
されていません。

ユーザに表示される AAA 証明書要求プロンプトは、認証を受けるために FWSM にアクセスできる    
サービス（Telnet、FTP、HTTP、HTTPS）でそれぞれ異なります。

 • Telnet ユーザには、auth-prompt コマンドで変更できることを示すプロンプトが FWSM によっ    
て生成され表示されます。FWSM は、ログイン試行回数を制限していません。

 • FTP ユーザは、FTP プログラムからプロンプトを受け取ります。ユーザの入力したパスワード  
が誤っている場合は、ただちに接続が中断されます。認証データベース上のユーザ名またはパ

スワードが、FTP を使用してアクセスするリモート ホスト上のユーザ名またはパスワードと異  
なる場合は、ユーザ名とパスワードを次の形式で入力します。

authentication-user-name@remote-system-user-name
authentication-password@remote-system-password

FWSM 装置をデイジーチェーン接続している場合、Telnet 認証は装置が 1 台のときと同様に機    
能しますが、FTP および HTTP ユーザの場合は、パスワードとユーザ名ごとに「アットマーク」   
（@）文字を追加して、各デイジーチェーン システムのパスワードまたはユーザ名を入力する 
必要があります。ユーザは、デイジーチェーン接続されている装置の台数、およびパスワード

の長さに応じて、63 文字までのパスワード制限を超えて入力できます。

FTP の GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイス）の一部には、チャレンジ値を表示しな    
いものがあります。

 • aaa authentication secure-http-client が設定されていない場合、HTTP ユーザにはブラウザ自体    
が生成したポップアップ ウィンドウが表示されます。aaa authentication secure-http-client を設    
定した場合は、ユーザ名とパスワードを収集するためのフォームがブラウザにロードされま

す。どちらの場合でも、ユーザの入力したパスワードが誤っている場合は、ユーザは再入力を

求められます。Web サーバと認証サーバがそれぞれ別ホスト上にある場合、正常な認証処理を 
実行するには virtual コマンドを使用します。

FWSM は、認証中に 7 ビット文字だけを受け入れます。認証後は、必要に応じて、クライアントと   
サーバで 8 ビット文字を使用してネゴシエートできます。認証中、FWSM は、Go-Ahead、Echo、お   
よび Network Virtual Terminal（NVT; ネットワーク仮想端末）だけをネゴシエートします。

HTTP 認証

「基本テキスト認証」または「NT チャレンジ」をイネーブルにした Microsoft IIS を実行しているサ    
イトに対して HTTP 認証を使用すると、ユーザは Microsoft IIS サーバからアクセスを拒否されます。     
これは、ブラウザによって、[Authorization: Basic=Uuhjksdkfhk==] という文字列が HTTP GET コマン     
ドに付加されるためです。この文字列には、FWSM 認証証明書が含まれます。

Microsoft Internet Information Service（IIS）サーバは、この証明書に応答して、Windows NT ユーザ     
がサーバ上のアクセス制限付きページにアクセスしようとしているとみなします。FWSM のユーザ 
名とパスワードの組み合わせが、Microsoft IIS サーバ上の有効な Windows NT ユーザ名およびパス     
ワードの組み合わせとまったく同じものである場合を除いて、この HTTP GET コマンドは拒否され   
ます。

この問題を解決するために、FWSM には virtual http コマンドが用意されています。このコマンド    
は、ブラウザの初期接続を他の IP アドレスにリダイレクトしてユーザを認証したあとで、ユーザ  
が要求した元の URL にブラウザをリダイレクトします。
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認証されたあとは、FWSM uauth タイムアウトに小さい値が設定されている場合でも、ユーザ側で  
再認証が必要になることがありません。これは、ブラウザが [Authorization: Basic=Uuhjksdkfhk==] の   
文字列をキャッシュして、特定のサイトへの後続のすべての接続に使用するためです。これがクリ

アされるのは、ユーザが Netscape Navigator または Internet Explorer のインスタンスをすべて終了し      
て、再起動したときだけです。キャッシュをフラッシュしても文字列はクリアされません。

ユーザがインターネットを繰り返しブラウズする間、ブラウザは  
[Authorization: Basic=Uuhjksdkfhk==] 文字列を再送信して、ユーザを透過的に再認証します。

CU-SeeMe、Intel Internet Phone、MeetingPoint、MS NetMeeting などのマルチメディア アプリケーショ     
ンは、内部から外部への H.323 セッションを確立する前に、バックグラウンドで HTTP サービスを    
起動します。

Netscape Navigator などのネットワーク ブラウザは、認証中にチャレンジ値を表示しません。この   
ため、ネットワーク ブラウザから使用できるのはパスワード認証だけです。

（注） これらのアプリケーションの動作を妨げないようにするには、チャレンジされる全ポートを含めた

包括的な送信 aaa コマンド ステートメント（any オプションを使用するものなど）を入力しないよ    
うにします。HTTP のチャレンジに使用するポートとアドレスは必要な分だけ設定し、ユーザ認証 
タイムアウトを設定するときは、大きめの値にします。マルチメディア プログラムの動作が妨げ 
られると、内部からの送信セッションが確立したあとに、PC 上でエラーが発生したり、PC がク  
ラッシュしたりする可能性があります。

TACACS+ サーバ および RADIUS サーバ

シングルモードでは最大 15 のグループ、マルチモードでは最大 4 つのグループを設定できます。各    
グループには、シングルモードの場合は最大 16 のサーバ、マルチモードの場合は最大 4 つのサー    
バを設定できます。可能なサーバは、TACACS+ または RADIUS サーバのいずれかです。ユーザが   
ログインするときは、コンフィギュレーション内で指定されている最初のサーバから順に、サーバ

が応答するまでこれらのサーバが 1 台ずつアクセスされます。

TACACS+ サーバでは、aaa-server コマンド用の鍵を指定していない場合は暗号化が使用できませ  
ん。

FWSM が表示するタイムアウト メッセージは、RADIUS と TACACS+ のどちらの場合でも同じで     
す。次のいずれかが発生した場合に、メッセージ [aaa server host machine not responding] を表示しま       
す。

 • AAA サーバ システムがダウンしていたとき

 • AAA サーバ システムは動作しているが、サービスが実行されていないとき

例 次に、aaa authentication console コマンドの使用例を示します。

例 1：

次の例では、[radius] サーバ タグを使用して、RADUIS サーバへの Telnet 接続に対して aaa      
authentication console コマンドを使用します。

hostname(config)# aaa authentication telnet console radius

例 2：

次の例では、管理認証用に [AuthIn] サーバ グループを指定します。

hostname(config)# aaa authentication enable console AuthIn
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例 3：

次の例では、グループ [svrgrp1] のすべてのサーバに障害が発生した場合に、LOCAL ユーザ データ    
ベースへのフォールバックに対して aaa authentication console コマンドを使用します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs
hostname(config)# aaa authentication ssh console svrgrp1 LOCAL

関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication ユーザ認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa-server host ユーザ認証用に AAA サーバを指定します。
clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa authentication match
aaa-server コマンドで指定したサーバ上の LOCAL、TACACS+、または RADIUS ユーザ認証のほか、    
ASDM ユーザ認証をイネーブルにするために照合する必要がある、指定のアクセス リストの使用  
をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa authentication match     
コマンドを使用します。指定したアクセス リストの照合に対する要件をディセーブルにするには、 
このコマンドの no 形式を使用します。aaa authentication match コマンドは、照合を行って、一致     
した場合に認証を提供するアクセス リスト名（access-list コマンドで定義されたアクセス リスト名）   
を指定します。

aaa authentication match acl-name  interface-name server-tag

no aaa authentication match acl-name  interface-name server-tag

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン LOCAL を指定している場合を除いて、aaa authentication match コマンドを使用する場合、事前に    
aaa-server コマンドを使用して認証サーバを指定し、access-list コマンドを使用して、名前が付けら  
れたアクセス リストを定義している必要があります。送信元ポートを使用して一致するトラフィッ 
クを特定する access-list コマンド ステートメントを使用しないでください。aaa authentication    
match コマンドの一致基準では、送信元ポートがサポートされていません。

アクセスが要求された場所を定義するには、interface-name 変数を使用します。

カットスルー プロキシでは、LOCAL のサーバ グループ タグを指定することによって、ローカル    
ユーザ認証のデータベースを使用することもできます。サーバ タグに LOCAL が指定され、ローカ   
ル ユーザの資格情報データベースが空の場合、次の警告メッセージが表示されます。

Warning: local database is empty! Use ‘username’ command to define localisms.

逆に、コマンド内に LOCAL があるときにローカル データベースが空になった場合は、次の警告   
メッセージが表示されます。

Warning: local database is empty and there are still commands using ‘LOCAL’ for 
authentication.

acl-name access-list コマンド ステートメントの名前 
interface-name ユーザを認証するインターフェイス名

server-tag AAA サーバ グループ タグは、aaa-server コマンドで定義されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次の一連の例では、aaa authentication match コマンドの使用方法について説明します。

hostname(config)# show access-list 
access-list mylist permit tcp 10.0.0.0 255.255.255.0 172.23.2.0 255.255.255.0 
(hitcnt=0) access-list yourlist permit tcp any any (hitcnt=0)

hostname(config)# show running-config aaa 
aaa authentication match mylist outbound TACACS+ 

このコンテキストでは、次のコマンドは、その次のコマンドと同じです。

hostname(config)# aaa authentication match yourlist outbound tacacs

hostname(config)# aaa authentication include TCP/0 outbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 
0.0.0.0 tacacs

aaa コマンド ステートメントのリストでは、access-list コマンド ステートメントの順序が重要です。    
次のコマンドを入力する場合は、その次のコマンドの前に入力します。

hostname(config)# aaa authentication match mylist outbound TACACS+

hostname(config)# aaa authentication match yourlist outbound tacacs

FWSM は、mylist access-list コマンド ステートメント グループで照合を試みてから、yourlist     
access-list コマンド ステートメント グループで照合を試みます。

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization LOCAL または TACACS+ ユーザ許可サービスをイネーブルまたは   
ディセーブルにします。

access-list extended アクセス リストを作成するか、ダウンロード可能なアクセス リス  
トを使用します。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa authentication secure-http-client
SSL をイネーブルにして、HTTP クライアントと FWSM 間のユーザ名とパスワードの交換を保護す    
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa authentication secure-http-client コマン      
ドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。aaa  
authentication secure-http-client コマンドは、ユーザの HTTP ベースの Web 要求が FWSM を通過す        
ることを許可する前に、FWSM に対してセキュアなユーザ認証方法を提供します。

aaa authentication secure-http-client

no aaa authentication secure-http-client

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン aaa authentication secure-http-client コマンドは、SSL を介して HTTP クライアント認証を保護しま      
す。このコマンドは、HTTP カットスルー プロキシ認証で使用されます。

aaa authentication secure-http-client コマンドには、次の制限事項があります。

 • 許可される同時 HTTPS 認証プロセスは 16 個までです。16 個の HTTPS 認証プロセスがすべて       
実行中である場合、認証を要求する 17 番めの新しい HTTPS 接続は許可されません。

 • uauth timeout 0 が設定されている（uauth timeout が 0 に設定されている）場合は、HTTPS 認        
証が機能しない場合があります。HTTPS 認証を受けたあと、ブラウザが複数の TCP 接続を開   
始して Web ページのロードを試みると、最初の接続はそのまま許可されますが、後続の接続に  
対しては認証が発生します。その結果、ユーザが認証ページに正しいユーザ名とパスワードを

毎回入力しても、繰り返し認証ページが表示されます。この現象を回避するには、timeout uauth 
0:0:1 コマンドを使用して、uauth timeout を 1 秒に設定します。ただし、この回避策ではウィ     
ンドウが 1 秒間開かれるため、このウィンドウを利用して、同じ発信元 IP アドレスからアクセ    
スしてくる未認証のユーザがファイアウォールを通過する可能性があります。

 • HTTPS 認証は SSL ポート 443 で発生するため、HTTP クライアントから HTTP サーバに向かう        
ポート 443 上のトラフィックをブロックするように access-list コマンド ステートメントを設定     
しないでください。また、ポート 80 上の Web トラフィックに対してスタティック PAT を設定      
する場合は、SSL ポートに対してもスタティック PAT を設定する必要があります。次の例で   
は、1 行めで Web トラフィックに対してスタティック PAT を設定しているため、2 行めを追加      
して、HTTPS 認証コンフィギュレーションをサポートする必要があります。
static (inside,outside) tcp 10.132.16.200 www 10.130.16.10 www
static (inside,outside) tcp 10.132.16.200 443 10.130.16.10 443

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。
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 • aaa authentication secure-http-client が設定されていない場合、HTTP ユーザにはブラウザ自体    
が生成したポップアップ ウィンドウが表示されます。aaa authentication secure-http-client を設    
定した場合は、ユーザ名とパスワードを収集するためのフォームがブラウザにロードされま

す。どちらの場合でも、ユーザの入力したパスワードが誤っている場合は、ユーザは再入力を

求められます。Web サーバと認証サーバがそれぞれ別ホスト上にある場合、正常な認証処理を 
実行するには virtual コマンドを使用します。

例 次に、HTTP トラフィックがセキュアに認証されるように設定する例を示します。

hostname(config)# aaa authentication secure-http-client
hostname(config)# aaa authentication include http...

[...] は、authen_service  if_name local_ip local_mask [foreign_ip foreign_mask] server_tag の値を表します。

次のコマンドは、HTTPS トラフィックがセキュアに認証されるように設定します。

hostname (config)# aaa authentication include https...

[...] は、authentication -service  interface-name local-ip local-mask [foreign-ip foreign-mask] server-tag の値          
を表します。

（注） HTTPS トラフィックには、aaa authentication secure-https-client コマンドは必要ありません。

関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication ユーザ認証をイネーブルにします。

virtual telnet FWSM の仮想サーバにアクセスします。
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aaa authorization
指定したホストのサービスに対するユーザ許可をイネーブルまたはディセーブルにするには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで aaa authorization コマンドを使用します。指定したホ     
ストのユーザ許可サービスをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。認  
証サーバは、ユーザのアクセスが許可されるサーバを決定します。

aaa authorization  {include | exclude} service  interface-name local-ip local-mask foreign-ip 
foreign-mask server-tag

no aaa authorization  {include | exclude} service  interface-name local-ip local-mask foreign-ip 
foreign-mask server-tag

シンタックスの説明

デフォルト IP アドレスを 0 にすると、「すべてのホスト」が指定されます。ローカル IP アドレスを 0 に設定す       
ると、許可を受けるホストを許可サーバ側で決定させるようにできます。

デフォルトでは、ローカル データベースへのフォールバックの許可がディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

exclude 指定したサービスを指定されたホストへの許可対象から除外して、以前に記

述したルールに対する例外を作成します。

foreign-ip local-ip アドレスにアクセスするホストの IP アドレス。すべてのホストを指定   
するには、0 を使用します。

foreign-mask foreign-ip のネットワーク マスク。必ず、特定のマスク値を指定します。IP ア   
ドレスが 0 の場合、0 を使用し、ホストには 255.255.255.255 を使用します。

interface-name ユーザが認証を要求するインターフェイス名アクセスが要求された場所と要

求元を判別するには、local-ip アドレスと foreign-ip アドレスを組み合わせて   
interface-name を使用します。local-ip アドレスは常にセキュリティ レベルが   
最も高いインターフェイスになり、foreign-ip アドレスは常にセキュリティ レ  
ベルが最も低いインターフェイスになります。

include 指定したサービスに含む新しいルールを作成します。

local-ip 認証または許可するホストまたはホスト ネットワークの IP アドレス。このア   
ドレスを 0 に設定して、すべてのホストを指定し、認証を受けるホストを認  
証サーバ側で決定させるようにできます。

local-mask local-ip のネットワーク マスク。必ず、特定のマスク値を指定します。IP アド   
レスが 0 の場合、0 を使用し、ホストには 255.255.255.255 を使用します。

server-tag aaa-server コマンドで定義された AAA サーバ グループ タグです。グループ     
タグ値に LOCAL を入力して、ローカルのコマンド許可特権レベルなど、ロー  
カルのファイアウォール データベース AAA サービスを使用できます。

service 許可を要求するサービス。有効値は、any、ftp、http、telnet、または protocol/port 
です。すべての TCP サービスに対して許可を提供するには、any を使用しま   
す。UDP サービスに対して許可を提供するには、protocol/port 形式を使用し  
ます。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンド許可と連携して使用する場合を除いて、aaa authorization コマンドでは事前に aaa 
authentication コマンドでの設定が必要です。ただし、aaa authentication コマンドには aaa 
authorizationコマンドを使用する必要はありません。

FWSM は、認証が異なるプロトコルで実行されている場合にのみ、aaa authorization コマンドによ   
る RADIUS 許可をサポートします。RADIUS サーバは、認証要求に対する応答とともに、許可情報   
を返します。aaa authentication コマンドの説明を参照してください。aaa authorization コマンドは、    
LOCAL サーバ（コマンドの許可でのみ）、RADIUS サーバ、または TACACS+ サーバで許可されて    
います。FWSM に設定されていない場合でも、RADIUS サーバにダイナミック ACL を設定して、    
許可を提供できます。

VPN Authorization が LOCAL として定義されている場合、デフォルトのグループ ポリシーである     
DfltGrpPolicy に設定された属性が実装されます。これは、tunnel-group コマンドの設定に影響しま  
す。

IP アドレスごとに、1 つの aaa authorization コマンドが許可されます。aaa authorization で複数の       
サービスを許可する場合、サービス タイプに any パラメータを使用します。

最初の許可試行が失敗し、2 度めの試行でタイムアウトが発生した場合は、許可されなかったクラ 
イアントを service resetinbound コマンドを使用してリセットし、そのクライアントが接続を再転送   
しないようにします。次の例は、Telnet での許可タイムアウト メッセージを示しています。

Unable to connect to remote host: Connection timed out

ユーザ許可サービスは、ユーザがアクセスできるネットワーク サービスを制御します。認証が完了 
したあと、アクセスの制限されているサービスにユーザがアクセスを試行すると、FWSM は指定さ 
れた AAA サーバを使用してユーザのアクセス権を確認します。

（注） RADIUS 許可は、access-list deny-flow-max コマンド ステートメントと併せて使用する場合、およ    
び RADIUS サーバを acl=acl-name ベンダー固有の識別子を使用して設定する場合にサポートされ    
ます。詳細については、access-list deny-flow-max コマンドのページと authentication-port コマンド    
のページを参照してください。

外部（宛先）IP アドレスを指定する場合、0 を使用して、すべてのホストを指定します。宛先およ  
びローカル マスクには、必ず特定のマスク値を指定します。IP アドレスが 0 の場合、0 のマスクを     
使用し、ホストに対して 255.255.255.255 のマスクを使用します。

service パラメータ

指定されていないサービスは、暗黙的に許可されます。aaa authentication コマンド内に指定された  
サービスは、許可を必要とするサービスには影響しません。

protocol/port では、次の値を指定できます。

 • protocol ― プロトコル（TCP の場合は 6、UDP の場合は 17、ICMP の場合は 1 など）

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • port ― TCP または UDP の宛先ポートまたはポート範囲。port には、ICMP タイプも入力できま       
す。8 が ICMP echo または ping を表します。ポートの値に 0（ゼロ）を使用すると、すべての       
ポートが指定されます。ポート範囲を指定できるのは、TCP プロトコルと UDP プロトコルだ   
けです。ICMP の場合は指定できません。TCP、UDP、および ICMP 以外のプロトコルの場合、   
port パラメータを使用しないでください。次に、ポート指定の例を示します。
hostname(config)# aaa authorization include udp/53-1024 outside 0 0 0 0

この例では、すべてのクライアントを対象として、内部インターフェイスに対する DNS lookup  
の許可をイネーブルにしています。さらに、53 ～ 1024 のポート範囲にあるほかのすべてのサー   
ビスへのアクセスを許可しています。

特定の許可ルールでは、それに対応する認証は必要ありません。認証が必要なのは、FTP、HTTP、
または Telnet の場合だけです。これらのサービスでは、ユーザはインタラクティブな許可証明書の  
入力が可能です。

（注） ポート範囲を指定すると、許可サーバで予期せぬ結果が生じる場合があります。FWSM は、サーバ 
が具体的なポートに解析することを見込んで、ポート範囲を文字列でサーバに送信します。ただ

し、すべてのサーバがこのように動作するとは限りません。さらに、特定のサービスでユーザが許

可されるようにする必要がある場合があります（これは、範囲が受け入れられる場合には、行われ

ません）。

service オプションの有効値は、telnet、ftp、http、https、tcp または 0、tcp または port、udp または      
port、icmp または port、または protocol [/port] です。インタラクティブなユーザ認証が行われるの     
は、Telnet、FTP、HTTP、または HTTPS トラフィックだけです。

例 次に、TACACS+ プロトコルの使用例を示します。

hostname(config)#aaa-server tplus1 protocol tacacs+
hostname(config)#aaa-server tplus1 (inside) host 10.1.1.10 thekey timeout 20
hostname(config)#aaa authentication include any inside 0 0 0 0 tplus1
hostname(config)#aaa authorization include any inside 0 0 0 0
hostname(config)#aaa accounting include any inside 0 0 0 0 tplus1
hostname(config)#aaa authentication ssh console tplus1

この例では、最初のコマンド ステートメントが tplus1 という名前のサーバ グループを作成し、こ    
のグループで TACACS+ プロトコルを使用することを指定します。2 番めのコマンドでは、IP アド    
レス 10.1.1.10 の認証サーバが内部インターフェイス上にあり、tplus1 サーバ グループに含まれてい    
ることを指定しています。その次の 3 つのコマンド ステートメントで指定しているのは、任意の外   
部ホストに対して外部インターフィスを経由する接続を開始するユーザ全員を tplus1 サーバ グ   
ループで認証すること、正常に認証されたユーザに対してはどのサービスの使用も許可すること、

およびすべてのアウトバウンド接続情報をアカウンティング データベースに記録することです。最 
後のコマンド ステートメントでは、FWSM コンソールに対する SSH アクセスには、tplus1 サーバ     
グループから認証を受ける必要があることを指定しています。

次に、外部インターフェイスから DNS lookup の許可をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)#aaa authorization include udp/53 outside 0.0.0.0 0.0.0.0

次に、内部ホストから内部インターフェイスに到着する、ICMP エコー応答パケットの許可をイネー 
ブルにする例を示します。

hostname(config)#aaa authorization include 1/0 inside 0.0.0.0 0.0.0.0
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これは、ユーザが Telnet、HTTP、または FTP を使用して認証を受けないかぎり、外部ホストに ping    
できないことを意味します。

次に、内部ホストから内部インターフェイスに到着する ICMP エコー（ping）についてだけ許可を  
イネーブルにする例を示します。

hostname(config)#aaa authorization include 1/8 inside 0.0.0.0 0.0.0.0

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization command コマンドの実行が許可されるか否かを指定したり、指定したサーバ

グループのすべてのサーバがディセーブルにされている場合に、

ローカル ユーザ データベースへのフォールバックをサポートする  
ように管理許可を設定したりします。

aaa authorization match 特定の access-list コマンド名に対する LOCAL または TACACS+     
ユーザ許可サービスをイネーブルまたはディセーブルにします。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa authorization command
aaa authorization command コマンドは、コマンドの実行を許可対象とするか否かを指定します。コ   
マンドの許可をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa   
authorization command コマンドを使用します。コマンドの許可をディセーブルにするには、この  
コマンドの no 形式を使用します。

aaa authorization command {LOCAL | server-tag}

no aaa authorization command {LOCAL | server-tag}

次の構文は、指定したサーバ グループのすべてのサーバがディセーブルにされている場合に、ロー 
カル ユーザ データベースへのフォールバックをサポートするように管理許可を設定します。この  
オプションは、デフォルトではディセーブルです。

aaa authorization command server-tag [LOCAL]

no aaa authorization command server-tag [LOCAL]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、ローカル データベースへのフォールバックの許可がディセーブルにされていま 
す。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

LOCAL ローカル コマンドの許可（特権レベルを使用）に対して FWSM ローカル   
ユーザ データベースの使用を指定します。TACACS+ サーバ グループ タ    
グのあとに LOCAL を指定した場合、TACACS+ サーバ グループが使用不    
可である場合に限り、コマンドの許可でローカル ユーザ データベースが  
フォールバックとしてのみ使用されます。

server-tag TACACS+ 許可サーバに対して定義済みのサーバ グループ タグを指定し   
ます。aaa-server コマンドで定義された AAA サーバ グループ タグです。     
グループ タグ値に LOCAL を入力して、ローカルのコマンド許可特権レ   
ベルを使用することもできます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) AAA コンフィギュレーションに対する別の LOCAL 方式のサポートが追   
加されました。

3.1(1) TACACS+ サーバ グループが一時的に使用できない場合の、LOCAL 許可   
へのフォールバックに対するサポートが追加されました。
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使用上のガイドライン コマンドの許可で使用する場合、aaa authorization command コマンドには、事前の aaa authentication     
コマンドでの設定は必要ありません。

aaa authorization コマンドは、TACACS+ サーバおよび LOCAL サーバ（コマンドの許可用）でサ     
ポートされていますが、RADIUS サーバではサポートされていません。

例 次に、tplus1 という名前の TACACS+ サーバ グループを使用して、コマンドの許可をイネーブルに    
する例を示します。

hostname(config)#aaa authorization command tplus1

次に、tplus1 サーバ グループのすべてのサーバが使用できない場合に、ローカル ユーザ データベー    
スへのフォールバックをサポートするように管理許可を設定する例を示します。

hostname(config)#aaa authorization command tplus1 LOCAL

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization ユーザ許可をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa-server host ホストに関連する属性を設定します。

aaa-server protocol グループに関連するサーバの属性を設定します。

clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa authorization match
ユーザ許可サービスをイネーブルまたはディセーブルにするために照合する必要がある、指定のア

クセス リストの使用をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa    
authorization match コマンドを使用します。ユーザ許可サービスに対して、指定したアクセス リス   
トの使用をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。認証サーバは、ユー  
ザのアクセスが許可されるサーバを決定します。

aaa authorization match acl-name  interface-name server-tag

no aaa authorization match acl-name  interface-name server-tag

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン aaa authorization match コマンドでは事前に aaa authentication コマンドでの設定が必要です。ただ      
し、aaa authentication コマンドには aaa authorization コマンドを使用する必要はありません。

aaa authorization コマンドは、RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバで許可されています。aaa     
authorization コマンドによる RADIUS 許可では、FWSM に対する VPN 管理接続の許可のみをサ      
ポートしています。

ヒント RADIUS には、認証応答で許可の属性を付加します。ネットワーク アクセスで RADIUS 認証をイ    
ネーブルにする場合は、RADIUS サーバにダイナミック ACL を設定して、許可を提供します。こ   
の場合、aaa authorization コマンドを使用する必要はありません。

acl-name access-listコマンド ステートメントの名前を指定します。
interface-name ユーザが認証を要求するインターフェイス名 
server-tag aaa-server protocol コマンドで定義された AAA サーバ グループ タグ

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは、VPN 管理接続の許可に対する RADIUS サーバをサポー   
トするように変更されました。
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最初の許可試行が失敗し、2 度めの試行でタイムアウトが発生した場合は、許可されなかったクラ 
イアントを service resetinbound コマンドを使用してリセットし、そのクライアントが接続要求を再   
送信しないようにします。次の例は、Telnet での許可タイムアウト メッセージを示しています。

Unable to connect to remote host: Connection timed out

ユーザ許可サービスは、ユーザがアクセスできるネットワーク サービスを制御します。認証が完了 
したあと、アクセスの制限されているサービスにユーザがアクセスを試行すると、FWSM は指定さ 
れた AAA サーバを使用してユーザのアクセス権を確認します。

例 次に、aaa コマンドで tplus1 サーバ グループを使用する例を示します。

hostname(config)#aaa-server tplus1 protocol tacacs+
hostname(config)#aaa-server tplus1 (inside) host 10.1.1.10 thekey timeout 20
hostname(config)#aaa authentication include any inside 0 0 0 0 tplus1
hostname(config)#aaa accounting include any inside 0 0 0 0 tplus1
hostname(config)#aaa authorization match myacl inside tplus1

この例では、最初のコマンド ステートメントが tplus1 サーバ グループを TACACS+ グループとし      
て定義します。2 番めのコマンドでは、IP アドレス 10.1.1.10 の認証サーバが内部インターフェイス    
上にあり、tplus1 サーバ グループに含まれていることを指定しています。その次の 2 つのコマンド    
ステートメントで指定しているのは、内部インターフィスから任意の外部ホストに移動する接続を

tplus1 サーバ グループで認証すること、およびこれらすべての接続情報をアカウンティング データ   
ベースに記録することです。最後のコマンド ステートメントでは、myacl の ACE に一致する接続    
が tplus1 サーバ グループの AAA サーバの許可を受けることを指定しています。

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization ユーザ許可をイネーブルまたはディセーブルにします。

clear configure aaa すべての AAA コンフィギュレーションのパラメータをデフォルト  
値にリセットします。

clear uauth ある特定のユーザまたはすべてのユーザの AAA 許可および認証  
キャッシュを削除します。次回接続を作成するときには再認証され

る必要が生じます。

show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
show uauth 認証および許可の目的で許可サーバに提供されているユーザ名、

ユーザ名がバインドされている IP アドレス、およびユーザが認証  
されただけであるか、キャッシュされたサービスを持っているかを

表示します。
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aaa local authentication attempts max-fail
FWSM が所定のユーザ アカウントを許可するローカル ログイン連続失敗試行回数を制限するに   
は、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa local authentication attempts max-fail コマン        
ドを使用します。このコマンドは、ローカル ユーザ データベースの認証だけに影響します。この  
機能をディセーブルにし、ローカル ログイン連続失敗試行回数を無制限に許可するには、このコマ 
ンドの no 形式を使用します。

aaa local authentication attempts max-fail number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを省略すると、ローカル データベースが認証に使用されている場合に限り、ユーザが 
不正なパスワードを入力できる回数が無制限になります。

不正なパスワードによるログイン試行が設定数に達すると、ユーザはロックアウトされ、管理者が

ユーザ名のロックを解除するまで、正常にログインできません。ユーザ名がロックされるか、ロッ

ク解除されると、Syslog メッセージが生成されます。

装置から管理者をロックアウトすることはできません。

ユーザが正常に認証されるか、FWSM が再起動されると、失敗試行回数がゼロにリセットされ、 
ロックアウト ステータスが No にリセットされます。

例 次に、aaa local authentication attempts max-limits コマンドを使用して、最大失敗許可数を 2 に設定       
する例を示します。

hostname(config)# aaa local authentication attempts max-limits 2
hostname(config)#

関連コマンド

number ユーザがロックアウトされるまで、不正なパスワードの入力が許可される

最大回数。この値の有効な範囲は、1 ～ 16 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear aaa local user lockout 指定したユーザのロックアウト ステータスをクリアして、失 
敗試行カウンタを 0 に設定します。

clear aaa local user fail-attempts ユーザのロックアウト ステータスを変更することなく、ユー 
ザ認証試行の失敗回数をゼロにリセットします。

show aaa local user 現在ロックされているユーザ名のリストを表示します。
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aaa mac-exempt
事前に定義された MAC アドレスのリストの使用を認証および許可の対象から除外するように指定  
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで aaa mac-exempt コマンドを使用します。     
MAC アドレス リストの使用を禁止するには、このコマンドの no 形式を使用します。aaa    
mac-exempt コマンドは、MAC アドレスのリストを認証および許可から除外します。

aaa mac-exempt match id

no aaa mac-exempt match id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン aaa mac-exempt コマンドを使用する前に、mac-list コマンドを使用して MAC アクセス リスト番号      
を設定します。認証が免除される MAC アドレスは、許可が自動的に免除されます。

例 次に、mac-exempt リストを指定する例を示します。

hostname(config)# aaa mac-exempt mac-list-6

関連コマンド

id MAC アクセス リストの番号（mac-list コマンドで設定したものです）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa authentication ユーザ認証を設定します。

aaa authorization LOCAL または TACACS+ ユーザ認証サービスをイネーブルまたは   
ディセーブルにします。

mac-list 初回一致の検索を使用した MAC アドレスのリストを追加します。こ  
れは MAC ベースの認証を実行する FWSM によって使用されます。



第 2章      aaa accounting ～ accounting-server-group コマンド          
aaa proxy-limit

2-36
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

aaa proxy-limit
ユーザ 1 人に対して許可する同時プロキシ接続の最大数を設定するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで aaa proxy-limit コマンドを使用します。プロキシをディセーブルにするには、    
disable パラメータを使用します。ユーザ 1 人に対して 16 の同時プロキシ接続を許可するデフォル     
トのプロキシ制限値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa proxy-limit proxy_limit

aaa proxy-limit disable

no aaa proxy-limit

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのプロキシ制限値は、16 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 発信元アドレスがプロキシ サーバである場合は、その IP アドレスを認証の対象から除外するか、   
許容可能な未処理 AAA 要求の数を増やすことを検討してください。

例 次に、ユーザ 1 人に対して許可する未処理認証要求の最大数を設定する例を示します。

hostname(config)# aaa proxy-limit 6

関連コマンド

ディセーブル プロキシを許可しません。

proxy_limit ユーザ 1 人に対して許可する同時プロキシ接続の数（1 ～ 128）を指定し    
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa authentication aaa-server コマンドで指定されたサーバ上で、LOCAL、TACACS+、 
または RADIUS ユーザ認証をイネーブルまたはディセーブルに設  
定したり、表示したりします。または ASDM ユーザ認証をイネー  
ブルまたはディセーブルにしたり、表示したりします。

aaa authorization ユーザ許可サービスをイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa-server host AAA サーバを指定します。
clear configure aaa 設定した AAA アカウンティングの値を削除 /リセットします。
show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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aaa-server host
AAA サーバを設定したり、ホスト固有の AAA サーバのパラメータを設定したりするには、グロー   
バル コンフィギュレーション モードで aaa-server host コマンドを使用します。aaa-server host コマ       
ンドを使用する場合、AAA サーバ ホスト モードを開始します。このモードでは、ホスト固有の   
AAA サーバの接続データを設定および管理できます。ホストの設定を削除するには、このコマン 
ドの no 形式を使用します。

aaa-server server-tag [(interface-name)] host server-ip [key] [timeout seconds]

no aaa-server server-tag [(interface-name)] host server-ip [key] [timeout seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウト値は 10 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

(interface-name) 認証サーバが存在するネットワーク インターフェイス。このパラメータに 
は、カッコが必要です。

key （任意）127 文字までの英数字で構成されているキーワードで、RADIUS ま  
たは TACACS+ サーバ上のキーと同じ値にします。アルファベットの大文  
字と小文字は区別されます。127 文字を超えて入力された文字は無視され 
ます。このキーは、FWSM とサーバの間でやり取りするデータを暗号化す 
るために使用されます。キーは、FWSM システムとサーバ システムの両  
方で同じにする必要があります。キーにスペースは使用できませんが、そ

の他の特殊文字は使用できます。ホスト モードで key コマンドを使用し   
て、キーを追加したり、変更したりできます。

server-ip AAA サーバの IP アドレス
server-tag サーバ グループの記号名。他の AAA コマンドは、aaa-server コマンドの    

server-tag パラメータで定義された server-tag グループを参照します。
timeout seconds （任意）要求のタイムアウト間隔。この値は、FWSM がプライマリ AAA  

サーバへの要求を断念するまでの時間です。スタンバイ AAA サーバが存  
在する場合、FWSM はバックアップ サーバに要求を送信します。ホスト  
モードで timeout コマンドを使用して、タイムアウト間隔を変更できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) Authentication Authorization Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティ   
ング）設定に関する別の LOCAL 方式をサポートするように、このコマン  
ドが変更されました。
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使用上のガイドライン シングルモードでは最大 15 のグループ、マルチモードでは最大 4 つのグループを設定できます。各    
グループには、シングルモードの場合は最大 16 のサーバ、マルチモードの場合は最大 4 つのサー    
バを設定できます。ユーザがログインするときは、コンフィギュレーション内で指定されている最

初のサーバから順に、サーバが応答するまでこれらのサーバが 1 台ずつアクセスされます。

アカウンティングが有効になっている場合、aaa-server protocol コマンドで同時アカウンティング  
を指定している場合を除いて、アカウンティング情報はアクティブなサーバにだけ送信されます。

aaa-server コマンドはホスト単位のサーバ ポートの指定をサポートするように変更されたため、そ  
れぞれの動作が記述の内容のように変わり、これまでの FWSM で使用できた次のコマンド形式を  
徐々に廃止していくこととなりました。これは、RADIUS サーバを含むサーバ グループのみに適用  
されます。これらのコマンドは受け入れられますが、コンフィギュレーションには記述されません。

 • aaa-server radius-authport [auth-port] ― このコマンドは、すべての RADIUS サーバの default 認        
証ポートを制御します。これは、ホスト固有の認証ポートが指定されないと、このコマンドで

指定された値が使用されることを意味します。このコマンドで値が指定されないと、デフォル

トの RADIUS 認証ポート（1645）が使用されます。

 • aaa-server radius-acctport [acct-port] ― このコマンドは、前述の動作を RADIUS アカウンティ      
ング ポート（デフォルトの 1646）に適用します。

次に、すべてのホスト モードのコマンドを示します。使用できるのは、選択したサーバ グループ  
の AAA サーバ タイプに適用されるコマンドだけです。詳細については、各コマンドの説明を参照   
してください。

コマンド 適用可能な AAA サーバ タイプ デフォルト値

accounting-port RADIUS 1646

authentication-port RADIUS 1645

kerberos-realm Kerberos —

key1 RADIUS —

TACACS+ —

ldap-base-dn LDAP —

ldap-login-dn LDAP —

ldap-login-password LDAP —

ldap-naming-attribute LDAP —

ldap-scope LDAP —

nt-auth-domain-controller NT —

radius-common-pw RADIUS —

retry-interval Kerberos 10 秒
RADIUS 10 秒

sdi-pre-5-slave SDI —

sdi-version SDI sdi-5

server-port Kerberos 88

LDAP 389

NT 139

SDI 5500

TACACS+ 49

timeout2
すべて 10 秒

1. aaa-server コマンドで key パラメータを指定した場合、パラメータの効果は、ホスト モードで key コマンドを使      
用した場合と同じです。

2. aaa-server コマンドで timeout パラメータを指定した場合、パラメータの効果は、ホスト モードで timeout コマン      
ドを使用した場合と同じです。
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このリリースで aaa-server コマンドが変更されました。現在は、2 つの別個のコマンドに分かれて   
いて、aaa-server group-tag protocol コマンドでグループ モードを開始し、aaa-server host コマンド      
でホスト モードを開始します。

例 次に、[1.2.3.4] のホストに [svrgrp1] という名前の SDI AAA サーバ グループを設定し、タイムアウ       
ト間隔を 6 秒、再試行間隔を 7 秒に設定し、SDI バージョンをバージョン 5 に設定する例を示しま       
す。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol sdi
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 6
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-server-host)# sdi-version sdi-5
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server protocol グループに固有の AAA サーバのパラメータを設定します。
clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除しま   

す。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグ   
ループ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについ

て、AAA サーバの統計情報を表示します。
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aaa-server protocol
グループに固有で、すべてのホストに共通の AAA サーバのパラメータを設定するには、グローバ  
ル コンフィギュレーション モードで aaa-server protocol コマンドを使用して、AAA サーバ グルー       
プ モードを開始します。このモードでは、これらのグループのパラメータを設定できます。指定し 
たグループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa-server server-tag protocol server-protocol 

no aaa-server server-tag protocol server-protocol 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン シングルモードでは最大 15 のグループ、マルチモードでは最大 4 つのグループを設定できます。各    
グループには、シングルモードの場合は最大 16 のサーバ、マルチモードの場合は最大 4 つのサー    
バを設定できます。ユーザがログインするときは、コンフィギュレーション内で指定されている最

初のサーバから順に、サーバが応答するまでこれらのサーバが 1 台ずつアクセスされます。

AAA アカウンティングが有効になっている場合、同時アカウンティングを設定している場合を除 
いて、アカウンティング情報はアクティブなサーバにだけ送信されます。

次の 2 つのコマンドを使用して AAA サーバのコンフィギュレーションを制御します。aaa-server    
protocol を使用して、AAA サーバ グループ モードを開始し、aaa-server host を使用して、AAA サー       
バ ホスト モードを開始します。さらに、aaa-server protocol コマンドを指定して開始するグループ    
モードは、accounting-mode コマンドと reactivation-mode コマンドによるアカウンティング モード    
とサーバ再アクティブ化機能をサポートしています。

server-tag サーバ グループの記号名。他の AAA コマンドは、aaa-server コマンドの    
server-tag パラメータで定義された server-tag グループを参照します。

server-protocol グループ内のサーバがサポートする AAA プロトコル（kerberos、ldap、nt、  
radius、sdi、または tacacs+）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) Authentication Authorization Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティ   
ング）設定に関する別の LOCAL 方式をサポートするように、このコマン  
ドが変更されました。
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グループ モードでサポートされているコマンドは、次のとおりです。

 • accounting-mode {simultaneous | single}

 • no accounting-mode {simultaneous | single}

 • reactivation-mode [depletion [deadtime minutes] | timed]

 • no reactivation-mode [depletion [deadtime minutes] | timed]

 • max-failed-attempts number

 • no max-failed-attempts number

これらのコマンドの詳細については、各コマンドの説明を参照してください。

例 hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# accounting-mode simultaneous
hostname(config-aaa-server-group)# reactivation mode timed
hostname(config-aaa-server-group)# max-failed attempts 2
hostname(config-aaa-server-group)# exit
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host 特定の AAA サーバのパラメータを設定します。
accounting-mode アカウンティング メッセージを 1 つのサーバだけに送信する   

か（シングル モード）、グループ内のすべてのサーバに送信す 
るか（同時モード）を指定します。

reactivation-mode 障害が発生したサーバを再びアクティブにする方法を指定し

ます。

max-failed-attempts サーバ グループ内の個々のサーバが停止するまでに許容され 
る障害回数を指定します。

clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   

プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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absolute
時間範囲が有効なときに絶対時間を定義するには、時間範囲コンフィギュレーション モードで 
absolute コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使   
用します。

absolute [end time date] [start time date]

no absolute [end time date] [start time date]

シンタックスの説明

デフォルト 開始日時が指定されないと、permit または deny ステートメントが即座に有効になり、常に有効な状   
態になります。同様に、最大終了日時は、2035 年 12 月 31 日 23 時 59 分です。終了日時が指定され         
ないと、対応する permit または deny ステートメントが永久に有効になります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 時間ベースの ACL を実行するには、time-range コマンドを使用して、特定の時刻と曜日を定義しま   
す。さらに、access-list extended time-range コマンドを使用して、時間範囲を ACL にバインドします。

例 次に、ACL を 2006 年 1 月 1 日の午前 8 時にアクティブにする例を示します。

hostname(config-time-range)# absolute start 8:00 1 January 2006

Because no end time and date are specified, the associated ACL is in effect 
indefinitely.

関連コマンド

date 「日 月 年」形式の日付を指定します（例：1 January 2006）。有効な年範囲    
は、1993 ～ 2035 です。

time HH:MM の形式で時刻を指定します。たとえば、8:00 は午前 8 時、20:00 は     
午後 8 時です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

time-range コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list extended FWSM を介して IP トラフィックを許可または拒否するポリシーを   
設定します。

periodic 時間範囲機能をサポートする機能に、週単位の反復する時間範囲を

指定します。

time-range 時間に基づく FWSM のアクセス制御を定義します。
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accept-subordinates
Subordinate Certification Authority（SCA; 下位認証局）の証明書がデバイスにインストールされてい   
ない場合に、FWSM がフェーズ 1 の IKE 交換で配信される SCA の証明書を受け入れるように設定       
するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで accept-subordinates コマ      
ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

accept-subordinates 

no accept-subordinates 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は、オンの状態です（下位認証が受け入れられます）。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェーズ 1 の処理では、IKE ピアが下位認証と ID 証明書の両方を渡す場合があり、下位認証は、     
FWSM にインストールされないことがあります。このコマンドを使用すると、管理者は、確立され 
たすべてのトラストポイントの SCA の証明書をすべて受け入れることなく、デバイスにトラスト  
ポイントとして設定されていない SCA の証明書をサポートできます。つまり、このコマンドを使  
用すると、デバイスはローカルにすべてのチェーンをインストールすることなく、証明書チェーン

を認証できます。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始して、FWSM がトラストポイント central の下位認証を受け入れるようにする例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# accept-subordinates

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。
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access-group
アクセス リストをインターフェイスにバインドするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで access-group コマンドを使用します。インターフェイスからアクセス リストのマンバイン   
ドするには、このコマンドの no 形式を使用します。

access-group access-list {in | out} interface interface_name [per-user-override]

no access-group access-list {in | out} interface interface_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-group コマンドは、アクセス リストをインターフェイスにバインドします。アクセス リスト   
は、インターフェイスに着信するトラフィックに適用されます。access-list コマンド ステートメン  
トに permit オプションを入力した場合、FWSM はパケットの処理を続行します。access-list コマン    
ド ステートメントに deny オプションを入力した場合、FWSM はパケットを廃棄して、次の Syslog     
メッセージを生成します。

%hostname-4-106019: IP packet from source_addr to destination_addr, protocol 
protocol received from interface interface_name deny by access-group id

per-user-override オプションは、ダウンロードしたアクセス リストが、インターフェイスに適用さ  
れているアクセス リストを上書きできるようにします。per-user-override オプションの引数が指定  
されていない場合、FWSM は既存のフィルタリング動作を維持します。per-user-override が指定さ  
れている場合、FWSM は、ユーザに対応付けられたユーザ単位のアクセス リスト（ダウンロード  
されている場合）の permit または deny ステータスが、access-group コマンドに対応付けられたアク     
セス リストの permit または deny ステータスを上書きできるようにします。さらに、次のルールが     
適用されます。

access-list アクセス リストの id 
in 指定のインターフェイスで受信パケットをフィルタリングします。

interface interface-name ネットワーク インターフェイスの名前 
out 指定のインターフェイスで送信パケットをフィルタリングします。

per-user-override （任意）ダウンロード可能なユーザ アクセス リストが、インターフェイ  
スに適用されているアクセス リストを上書きできるようにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • パケットが到着するときに、パケットに対応付けられたユーザ単位のアクセス リストがない場 
合、インターフェイスのアクセス リストが適用されます。

 • ユーザ単位のアクセス リストは timeout コマンドの uauth オプションで指定されたタイムアウ     
ト値によって管理されていますが、ユーザ単位の AAA セッションのタイムアウト値で上書き  
できます。

 • 既存のアクセス リストのログ動作は、変わりません。たとえば、ユーザ単位のアクセス リス  
トによってユーザ トラフィックが拒否された場合、Syslog メッセージ 109025 が記録されます。    
ユーザ トラフィックが許可された場合、Syslog メッセージは生成されません。ユーザ単位のア  
クセス リストのログ オプションには、まったく影響がありません。

access-list コマンドを使用する場合は、必ず access-group コマンドと併せて使用してください。

access-group コマンドは、アクセス リストをインターフェイスにバインドします。in キーワードは、   
指定したインターフェイスのトラフィックにアクセス リストを適用します。out キーワードは、送  
信トラフィックにアクセス リストを適用します。

（注） 1 つまたは複数の access-group コマンドで参照されているアクセス リストから有効なエントリ 
（permit および deny ステートメント）をすべて削除すると、コンフィギュレーションから   

access-group コマンドが自動的に削除されます。access-group コマンドは、空白のアクセス リスト   
またはコメントだけが含まれるアクセス リストを参照できません。

no access-group コマンドは、アクセス リストをインターフェイス interface_name からアンバインド     
します。

show running config access-group コマンドは、インターフェイスにバインドされている現在のアク    
セス リストを表示します。

clear configure access-group コマンドは、インターフェイスからすべてのアクセス リストを削除し    
ます。

例 次に、access-group コマンドの使用例を示します。

hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.3 10.1.1.3
hostname(config)# access-list acl_out permit tcp any host 209.165.201.3 eq 80
hostname(config)# access-group acl_out in interface outside

この static コマンドでは、Web サーバ 10.1.1.3 にグローバル アドレス 209.165.201.3 を付与していま        
す。access-list コマンドでは、すべてのホストに対して、ポート 80 を使用してグローバル アドレス    
にアクセスすることを許可しています。access-group コマンドでは、外部インターフェイスに受信 
するトラフィックに access-list コマンド文を適用することを指定しています。

関連コマンド コマンド 説明

access-list extended アクセス リストを作成したり、ダウンロード可能なアクセス 
リストを使用します。

clear configure access-group すべてのインターフェイスからアクセス グループを削除し 
ます。

show running-config access-group コンテキスト グループのメンバーを表示します。
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access-list alert-interval
拒否フローの最大メッセージの時間間隔を指定するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで access-list alert-interval コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

access-list alert-interval secs

no access-list alert-interval

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは 300 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-list alert-interval コマンドは、Syslog メッセージ 106101 を生成する時間間隔を設定します。     
このメッセージは、FWSM が拒否フローの最大数に達したことを警告するものです。拒否フローの 
最大数に達したとき、前回の 106101 メッセージが生成されてから secs 秒以上経過していた場合は、    
さらに 106101 メッセージが生成されます。

生成される拒否フローの最大メッセージについては、access-list deny-flow-max コマンドを参照して  
ください。

例 次に、拒否フローの最大メッセージの時間間隔を指定する例を示します。

hostname(config)# access-list alert-interval 30

関連コマンド

secs 生成される拒否フローの最大メッセージの時間間隔を指定します。有効値

は 1～ 3600 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list deny-flow-max 同時に作成できる拒否フローの最大数を指定します。

access-list extended コンフィギュレーションにアクセス リストを追加し、それを 
FWSM を通過する IP トラフィックのポリシーの設定に使用しま   
す。

clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリアします。
show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
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access-list commit
manual-commit モードで、アクセス リストをコミットするには、グローバル コンフィギュレーショ   
ン モードで access-list commit コマンドを使用します。

access-list commit

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-list mode コマンドを manual-commit に設定する場合、FWSM で使用される前に、手動でアク     
セス リストをコミットする必要があります。

（注） manual-commit モードは、使用されていないアクセス リスト、または access-group コマンドで使用    
されているアクセス リストにだけ影響します。他のコンフィギュレーション コマンドで使用され  
ているアクセス リストは、常に自動的にコミットされます。ただし、ACL モードが手動に設定さ  
れている場合は別です。その場合は、コミットされていない ACL を、Commit 機能、NAT、AAA   
に使用することはできません。

例 次に、アクセス リストと他のルールをコミットする例を示します。

fwsm/context(config)# access-list commit

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
access-list extended コンフィギュレーションにアクセス リストを追加して、FWSM を  

通過する IP トラフィックのポリシーを設定します。
access-list mode manual-commit と auto-commit 間でアクセス リストのコミットメン    

ト モードを切り替えます。
clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
object-group コンフィギュレーションを最適化するのに使用できるオブジェク

ト グループを定義します。
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access-list deny-flow-max
作成できる同時拒否フローの最大数を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モード  
で access-list deny-flow-max コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

access-list deny-flow-max

no access-list deny-flow-max

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの値は、4096です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM で ACL 拒否フローの最大数 n に達すると、Syslog メッセージ 106101 が生成されます。

例 次に、作成できる同時拒否フローの最大数を指定する例を示します。

hostname(config)# access-list deny-flow-max 256

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list extended コンフィギュレーションにアクセス リストを追加し、それを 
FWSM を通過する IP トラフィックのポリシーの設定に使用   
します。

clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリア 

します。

show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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access-list ethertype
EtherType に基づいてトラフィックを制御するアクセス リストを設定するには、グローバル コン   
フィギュレーション モードで access-list ethertype コマンドを使用します。アクセス リストを削除     
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

access-list id ethertype {deny | permit} {ipx | bpdu | mpls-unicast | mpls-multicast | any | hex_number}

no access-list id ethertype {deny | permit} {ipx | bpdu | mpls-unicast | mpls-multicast | any | 
hex_number}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • アクセスを明確に許可しないかぎり、FWSM は発信元インターフェイスのパケットをすべて拒 
否します。

 • アクセス リスト ロギングでは、拒否された非 IP パケットについて Syslog メッセージ 106027       
が生成されます。拒否された非 IP パケットをロギングするには、必ず拒否非 IP パケットが表    
示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM は、16 ビットの 16 進数で識別される任意の EtherType を制御できます。EtherType のアクセ       
ス リストは、Ethernet V2 フレームをサポートしています。タイプ フィールドとは対照的な長さの    
フィールドを使用するため、アクセス リストは 802.3 形式のフレームを処理しません。アクセス リ    
ストで処理される BPDU は、唯一の例外です。BPDU は SNAP でカプセル化されています。また、     
FWSM は特別に BPDU を処理できるように設計されています。

any 任意の相手に対するアクセスを指定します。

bpdu Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）に       
対するアクセスを指定します。デフォルトでは、BPDU が拒否されていま 
す。

deny 条件に一致した場合、アクセスを拒否します。

hex_number EtherType を識別できる 0x600 以上の 16 ビット 16 進数
id アクセス リストの名前または番号 
ipx IPX に対するアクセスを指定します。
mpls-multicast MPLS マルチキャストに対するアクセスを指定します。
mpls-unicast MPLS ユニキャストに対するアクセスを指定します。
permit 条件に一致した場合、アクセスを許可します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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EtherType はコネクションレス型なので、トラフィックを双方向に流すためには、両方のインター 
フェイスにアクセス リストを適用する必要があります。

MPLS を許可する場合、FWSM に接続した両方の MPLS ルータが LDP または TDP セッション用の        
ルータ ID として FWSM インターフェイス上の IP アドレスを使用するように設定することによっ      
て、LDP および TDP TCP 接続が FWSM を介して確立されるようにする必要があります（LDP およ       
び TDP によって、MPLS ルータはパケット転送用ラベル［アドレス］のネゴシエーションができま   
す）。

インターフェイスの各方向に、各タイプ（拡張および EtherType）のアクセス リストを 1 つだけ適    
用できます。同じアクセス リストを複数のインターフェイスに適用することもできます。

（注） EtherType のアクセス リストが deny all に設定されている場合は、すべてのイーサネット フレーム      
が廃棄されます。たとえば、自動ネゴシエーションなど、物理的なプロトコル トラフィックは、引 
き続き許可されます。

例 次に、EtherType のアクセス リストを追加する例を示します。

hostname(config)# access-list ETHER ethertype permit ipx
hostname(config)# access-list ETHER ethertype permit bpdu
hostname(config)# access-list ETHER ethertype permit mpls-unicast
hostname(config)# access-group ETHER in interface inside

関連コマンド コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
clear access-list アクセス リストのカウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストを消去し 

ます。

show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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access-list extended
Access Control Entry（ACE; アクセス制御エントリ）を追加するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで access-list extended コマンドを使用します。アクセス リストは、同じアクセス リ      
ストの ID を使用した 1 つまたは複数の ACE からなり、ネットワーク アクセスを制御したり、実行       
する多種多様な機能のトラフィックを指定したりするのに使用します。ACE を削除するには、この 
コマンドの no 形式を使用します。すべてのアクセス リストを削除するには、clear configure    
access-list コマンドを使用します。

access-list id [line line-number] [extended] {deny | permit} 
{protocol | object-group protocol_obj_grp_id} 
{src_ip mask | interface ifc_name | object-group network_obj_grp_id}  
[operator port | object-group service_obj_grp_id] 
{dest_ip mask | interface ifc_name | object-group network_obj_grp_id} 
[operator port | object-group service_obj_grp_id | object-group icmp_type_obj_grp_id] 
[log [[level] [interval secs] | disable | default]] 
[inactive | time-range time_range_name]

no access-list id [line line-number] [extended] {deny | permit} {tcp | udp} 
{src_ip mask | interface ifc_name | object-group network_obj_grp_id}  
[operator port] | object-group service_obj_grp_id] 
{dest_ip mask | interface ifc_name | object-group network_obj_grp_id} 
[operator port | object-group service_obj_grp_id | object-group icmp_type_obj_grp_id] 
[log [[level] [interval secs] | disable | default]] 
[inactive | time-range time_range_name]

シンタックスの説明 default （任意）拒否された各パケットについてシステム ログ メッセージ 106023   
を送信するデフォルトのロギング動作を設定します。

deny 条件に一致した場合、パケットを拒否します。ネットワーク アクセスの場 
合（access-group コマンド）、このキーワードはパケットが FWSM を通過   
するのを防ぎます。アプリケーション検査をクラス マップに適用する場合 
（class-map コマンドと inspect コマンド）、このキーワードは検査からトラ   
フィックを除外します。NAT など、一部の機能では、拒否 ACE を使用で   
きません。アクセス リストを使用する各機能の詳細については、コマンド 
マニュアルを参照してください。

dest_ip パケット宛先のネットワークまたはホストの IP アドレスを指定します。IP  
アドレスの前に host キーワードを入力して、1 つのアドレスを指定しま   
す。この場合、マスクは入力しません。アドレスとマスクではなく、any
キーワードを入力して、アドレスを指定します。

disable （任意）この ACE のロギングをディセーブルにします。
icmp_type （任意）プロトコルが icmp の場合、ICMP タイプを指定します。
id アクセス リストの ID を、最長 241 文字の文字列または整数で指定します。     

ID は大文字と小文字を区別します。ヒント：すべての文字を大文字にす 
ると、コンフィギュレーションに表示されるアクセス リストの ID が見や   
すくなります。

inactive （任意）ACE をディセーブルにします。ACE を再イネーブルにするには、  
inactive キーワードを指定せずにすべての ACE を入力します。この機能   
は、ユーザがコンフィギュレーションに非アクティブの ACE のレコード  
を保持できるようにしているので、再イネーブルしやすくなっています。

interface ifc_name 送信元または宛先アドレスとしてインターフェイス アドレスを指定しま 
す。
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interval secs （任意）106100 のシステム ログ メッセージを生成するログ間隔を指定しま   
す。有効値は 1 ～ 600 秒です。デフォルトの値は、300です。

level （任意）106100 のシステム ログ メッセージ レベルを 0 ～ 7 の間で設定し        
ます。デフォルトのレベルは、6 です。

line line-num （任意）ACE を挿入する行番号を指定します。ライン番号を指定しなかっ 
た場合、ACE はアクセス リストの末尾に追加されます。行番号はコンフィ  
ギュレーションには保存されません。行番号は、ACE を挿入する場所を指 
定するためのものです。

log （任意）拒否 ACE がネットワーク アクセス（access-group コマンドで適用    
されたアクセス リスト）のパケットに一致する場合のロギング オプショ  
ンを設定します。引数を指定せずに log キーワードを入力した場合、デ  
フォルト間隔が 300 秒で、デフォルト レベルが 6 の、106100 のシステム      
ログ メッセージがイネーブルになります。log キーワードを入力しない場  
合、106023 のシステム ログ メッセージを使用した、デフォルトのロギン   
グが行われます。

mask IP アドレスのサブネット マスクネットワーク マスクを指定する場合、指   
定方法は、Cisco IOS ソフトウェアの access-list コマンドとは異なります。    
FWSM はネットワーク マスク（たとえば、Class C マスクの場合は    
255.255.255.0）を使用します。Cisco IOS マスクは、ワイルドカード ビッ   
ト（たとえば、0.0.0.255）を使用します。

object-group 
icmp_type_obj_grp_id

（任意）プロトコルが icmp の場合、ICMP タイプ オブジェクト グループ     
の識別子を指定します。オブジェクト グループを追加する場合は、 
object-group icmp-type コマンドを参照してください。

object-group 
network_obj_grp_id

ネットワーク オブジェクト グループの識別子を指定します。オブジェク  
ト グループを追加する場合は、object-group network コマンドを参照して   
ください。

object-group 
protocol_obj_grp_id

プロトコル オブジェクト グループの識別子を指定します。オブジェクト  
グループを追加する場合は、object-group protocol コマンドを参照してく  
ださい。

object-group 
service_obj_grp_id

（任意）プロトコルを tcp または udp に設定する場合、サービス オブジェ     
クト グループの識別子を指定します。オブジェクト グループを追加する  
場合は、object-group service コマンドを参照してください。

operator （任意）送信元または宛先で使用されるポート番号を照合します。使用で

きる演算子は、次のとおりです。

 • lt ― less than：より小さい

 • gt ― geater than：より大きい

 • eq ― equal to：等しい

 • neq ― not equal to：等しくない 

 • range ― 指定された値を含めた範囲。この演算子を使用する場合、た  
とえば、2 つのポート番号を指定します。
range 100 200

permit 条件に一致した場合、パケットを許可します。ネットワーク アクセスの場 
合（access-group コマンド）、このキーワードはパケットが FWSM を通過   
するのを許可します。アプリケーション検査をクラス マップに適用する場 
合（class-map コマンドと inspect コマンド）、このキーワードはパケット   
に検査を適用します。
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デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • ACE ロギングは、拒否されたパケットに対して、Syslog メッセージ 106023 を生成します。拒    
否されたパケットを記録する場合、必ず拒否 ACE が表示されます。

 • log キーワードを指定する場合、Syslog メッセージ 106100 のデフォルト レベルは 6（通知）に      
なり、デフォルトの間隔は 300 秒になります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 所定のアクセス リスト名に対して入力する各 ACE は、ACE に行番号を指定している場合を除いて、    
アクセス リストの末尾に追加されます。

ACE の順序は、重要です。FWSM がパケットを転送するか廃棄するかを判別する場合、FWSM は、   
エントリが表示されている順序に従って、各 ACE に対してパケットを照合します。一致したあと  
は、それ以上 ACE が確認されることはありません。たとえば、すべてのトラフィックを明示的に  
許可するアクセス リストの最初に ACE を作成した場合、それ以降のステートメントは確認されま   
せん。

暗黙の拒否ステートメントがアクセス リストの末尾に含まれているので、明示的に許可する場合を 
除いて、トラフィックは通過できません。たとえば、特定のアドレス以外のユーザ全員が FWSM を  
経由してネットワークにアクセスするようにするには、特定のアドレスを拒否してから、他のすべ

てのユーザを許可する必要があります。

port （任意）プロトコルを tcp または udp に設定する場合、TCP または UDP      
ポートの整数または名前を指定します。DNS、Discard、Echo、Ident、NTP、
RPC、SUNRPC、および Talk のそれぞれには、TCP および UDP それぞれ     
に対して 1 つの定義が必要です。TACACS+ には、TCP 上のポート 49 に      
対して 1 つの定義が必要です。

protocol IP プロトコルの名前または番号を指定します。たとえば、UDP は 17、TCP   
は 6、EGP は 47 です。

src_ip パケット送信元のネットワークまたはホストの IP アドレスを指定します。  
IP アドレスの前に host キーワードを入力して、1 つのアドレスを指定しま    
す。この場合、マスクは入力しません。アドレスとマスクではなく、any
キーワードを入力して、アドレスを指定します。

time-range 
time_range_name

（任意）ACE に時間範囲を適用して、特定の日および週の時間に各 ACE が   
アクティブになるようにスケジューリングします。時間範囲を定義する方

法については、time-range コマンドを参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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NAT を使用する場合、アクセス リストに指定する IP アドレスは、アクセス リストが属するイン     
ターフェイスによって決まります。インターフェイスに接続したネットワーク上で有効なアドレス

を使用する必要があります。この注意事項は、インバウンドおよびアウトバウンド アクセス グルー  
プの両方に適用されます。使用するアドレスは方向によって左右されません。アドレスを決定付け

るのはインターフェイスだけです。

TCP および UDP 接続では、リターン トラフィックを許可するためのアクセス リストを使用する必     
要はありません。FWSM は、確立済みの接続および双方向の接続でのすべてのリターン トラフィッ  
クを許可するからです。ただし、ICMP などのコネクションレス型プロトコルの場合は、FWSM が  
単一方向のセッションを確立するので、アクセス リストを使用して（送信元インターフェイスと宛 
先インターフェイスにアクセス リストを適用することによって）、双方向で ICMP を使用できるよ   
うにするか、ICMP インスペクション エンジンをイネーブルにする必要があります。ICMP インス   
ペクション エンジンは、ICMP セッションを双方向接続として扱います。

ICMP はコネクションレス型プロトコルなので、アクセス リストを使用して（送信元インターフェ  
イスと宛先インターフェイスにアクセス リストを適用することによって）、双方向で ICMP を使用   
できるようにするか、ICMP インスペクション エンジンをイネーブルにする必要があります。ICMP  
インスペクション エンジンは、ICMP セッションをステートフル接続として扱います。ping を制御   
するには、echo-reply（0）（FWSM からホストへ）または echo（8）（ホストから FWSM へ）を指定    
します。ICMP タイプのリストについては、表 2-1 を参照してください。

インターフェイスの各方向に、各タイプ（拡張および EtherType）のアクセス リストを 1 つだけ適    
用できます。同じアクセス リストを複数のインターフェイスに適用できます。インターフェイスに 
アクセス リストを適用する方法については、access-group コマンドを参照してください。

（注） アクセス リストのコンフィギュレーションを変更し、新しいアクセス リストの情報が使用される  
まで、既存の接続がタイムアウトするのを待機しない場合は、clear local-host コマンドを使用して、  
接続をクリアできます。

表 2-1に、使用される ICMP タイプの値を示します。

表 2-1 ICMP タイプのリテラル 

ICMP タイプ リテラル

0 echo-reply（エコー応答）
3 unreachable（到達不能）
4 source-quench（送信元抑制）
5 redirect（リダイレクト）
6 alternate-address（代替アドレス）
8 echo（エコー）
9 router-advertisement（ルータ アドバタイズメント）
10 router-solicitation（ルータ送信請求）
11 time-exceeded（時間超過）
12 parameter-problem（パラメータの問題）
13 timestamp-request（タイムスタンプ要求）
14 timestamp-reply（タイムスタンプ応答）
15 information-request（情報要求）
16 information-reply（情報応答）
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例 次のアクセス リストは、（アクセス リストが適用されるインターフェイス上の）すべてのホストに  
対して、FWSM の通過を許可します。

hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

次のアクセス リストの例では、192.168.1.0/24 のホストに対して、209.165.201.0/27 ネットワークへ   
のアクセスを禁止します。他のすべてのアドレスは許可されます。

hostname(config)# access-list ACL_IN extended deny tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 
209.165.201.0 255.255.255.224
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

一部のホストにアクセスを制限するには、制限を施した許可 ACE を入力します。デフォルトでは、  
明示的に許可されている場合を除いて、他のすべてのトラフィックが拒否されます。

hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 
209.165.201.0 255.255.255.224

次のアクセス リストは、（アクセス リストが適用されるインターフェイス上の）すべてのホストに  
対して、アドレスが 209.165.201.29 の Web サイトへのアクセスを制限します。他のすべてのトラ    
フィックは許可されます。

hostname(config)# access-list ACL_IN extended deny tcp any host 209.165.201.29 eq www
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any

オブジェクト グループを使用する次のアクセス リストは、内部ネットワーク上の一部のホストに  
対して、一部の Web サーバへのアクセスを制限します。他のすべてのトラフィックは許可されます。

hostname(config-network)# access-list ACL_IN extended deny tcp object-group denied 
object-group web eq www
hostname(config)# access-list ACL_IN extended permit ip any any
hostname(config)# access-group ACL_IN in interface inside

ネットワーク オブジェクト（A）の 1 つのグループからネットワーク オブジェクト（B）の別のグ    
ループへのトラフィックを許可するアクセス リストを一時的にディセーブルにする場合、次のよう 
になります。

hostname(config)# access-list 104 permit ip host object-group A object-group B 
inactive

17 mask-request（マスク要求）
18 mask-reply（マスク応答）
30 traceroute

31 conversion-error（変換エラー）
32 mobile-redirect（モバイル リダイレクト）

表 2-1 ICMP タイプのリテラル（続き）

ICMP タイプ リテラル
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時間ベースのアクセス リストを実装するには、time-range コマンドを使用して、特定の日および週  
の時間を定義します。次に、access-list extended コマンドを使用して、時間範囲をアクセス リスト   
にバインドします。次に、[Sales] という名前のアクセス リストを [New_York_Minute] という名前の    
時間範囲にバインドする例を示します。

hostname(config)# access-list Sales line 1 extended deny tcp host 209.165.200.225 host 
209.165.201.1 time-range New_York_Minute
hostname(config)# 

時間範囲を定義する方法については、time-range コマンドを参照してください。

関連コマンド コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストを消去しま 

す。

show access-list ACE を番号別に表示します。
show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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access-list mode
manual-commit と auto-commit 間でコミットメント モードを切り替えるには、グローバル コンフィ     
ギュレーション モードで access-list mode コマンドを使用します。

access-list mode {auto-commit | manual-commit}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは auto-commit です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクセス リストに ACE を追加すると、FWSM はネットワーク プロセッサにアクセス リストをコ      
ミットすることによって、アクセス リストをアクティブにします。auto-commit モードの場合、最  
後の access-list コマンドを入力したあと、FWSM は短い時間待ってから、アクセス リストをコミッ    
トします。コミットメントが開始してから ACE を入力した場合、FWSM はコミットメントを打ち   
切り、新たな短い待機期間のあと、アクセス リストを再コミットします。FWSM はアクセス リス   
トのコミット後に、次のようなメッセージを表示します。

Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%

約 60K の ACE で構成される大型アクセス リストの場合、サイズに応じて、コミットに 3 ～ 4 分か         
かることがあります。

管理アプリケーションまたはスクリプトがアクセス リスト コミットメントをモニタして、エラー  
メッセージがないかどうか確認する必要がある場合、手動でアクセス リストをコミットできます。 
コンフィギュレーション コマンドで生じたエラーをモニタできない管理アプリケーションもある 
ので、ACE を追加した場合、コミットメント エラーが発生しても、管理アプリケーションがエラー  
を受け取らない場合もあります。ただし、管理アプリケーションがモードを manual-commit に設定  
した場合は、access-list commit コマンド（ランタイム コマンド）で発生するエラーをモニタできま   
す。管理アプリケーションは、通常、このモードを自動的に manual-commit に設定します。

manual-commit をイネーブルにする場合、変更内容を追加するのか、削除するのかに関係なく、ア 
クセス リストに加える変更内容を必ず手動でコミットしなければなりません。また、手動でアクセ 
ス リストをコミットしてから、インターフェイスに割り当てる必要があります（access-group コマ  
ンド）。アクセス リストが存在しなければ、FWSM はインターフェイスにアクセス リストを割り当   
てることができません。

auto-commit ACE を追加するときに、アクセス リストを自動的にコミットします。
manual-commit auto-commit をディセーブルにします。access-list commit コマンドを使用   

して、アクセス リストを手動でコミットする必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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ACE を削除して、変更内容をまだコミットしていない場合、show running-config コマンドは、ACE   
に [uncommitted deletion] のテキストを表示します。ACE を追加した場合は、追加した ACE に      
[uncommitted addition] のテキストが表示されます。

（注） manual-commit モードは、使用されていないアクセス リスト、または access-group コマンドで使用    
されているアクセス リストにだけ影響します。他のコンフィギュレーション コマンドで使用され  
ているアクセス リストは、常に自動的にコミットされます。ただし、ACL モードが手動に設定さ  
れている場合は別です。その場合は、コミットされていない ACL を、Commit 機能、NAT、AAA   
に使用することはできません。

例 次の例では、manual-commit モードを使用してトラフィックを中断することなく既存のアクセス リ  
ストを変更します。

fwsm(config)# access-list mode manual-commit
fwsm(config)# clear configure access-list CHANGEME
fwsm(config)# access-list CHANGEME ...
! New ACE 1
fwsm(config)# access-list CHANGEME ...
! New ACE 2
fwsm(config)# ...
fwsm(config)# access-list CHANGEME ...
! New ACE N
fwsm(config)# access-list commit

次の例では、古いアクセス リストを削除して、別の名前の新しいアクセス リストを追加します。

fwsm(config)# access-list mode manual-commit
fwsm(config)# clear config access-list old-acl
fwsm(config)# access-list new-acl Ö. : New ACE1
fwsm(config)# access-list new-acl Ö. : New ACE2

fwsm(config)# ・ Ö.
fwsm(config)# access-list new-acl Ö. : New ACEn
fwsm(config)# access-list commit
fwsm(config)# access-group new-acl in interface old-interface

前の例では、古いインターフェイス上でトラフィックがわずかに中断されます。中断される時間は、

最後の 2 行のコマンド ラインでコミットを実行し、access-group コマンドを適用するのに必要な時    
間です。

次に、manual-commit モードの使用例を示します。

fwsm(config)# show access-list mode
ERROR: access-list <mode> does not exists
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode auto-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-list 1 permit ip any any
fwsm(config)# Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode auto-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
access-list 1; 1 elements
access-list 1 extended permit ip any any (hitcnt=0)
fwsm(config)# 
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fwsm(config)# access-list commit
ERROR: access-list mode set to auto-commit; command ignored
fwsm(config)# 
fwsm(config)# Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode auto-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-list mode manual-commit
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode manual-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-list 1 permit ip any any
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode manual-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
access-list 1; 1 elements
access-list 1 extended permit ip any any (hitcnt=0) (uncommitted addition)
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-group 1 in interface inside
ERROR: access-list not committed, ignoring command
fwsm(config)# access-list commit
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-group 1 in interface inside
fwsm(config)# show access-list
access-list mode manual-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
access-list 1; 1 elements
access-list 1 extended permit ip any any (hitcnt=0)
fwsm(config)# 
fwsm(config)# no access-list 1 permit ip any any
fwsm(config)# 
fwsm(config)# show access-list
access-list mode manual-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
access-list 1; 1 elements
access-list 1 extended permit ip any any (hitcnt=0) (uncommitted deletion)
fwsm(config)# 
fwsm(config)# access-list commit
Access Rules Download Complete: Memory Utilization: < 1%
fwsm(config)# #
fwsm(config)# show access-list
access-list mode manual-commit
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) 
alert-interval 300
fwsm(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

access-list commit manual-commit モードで、アクセス リストをコミットします。
access-list extended コンフィギュレーションにアクセス リストを追加して、FWSM を  

通過する IP トラフィックのポリシーを設定します。
clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
show access-list アクセス リストのカウンタを表示します。
show access-list mode システムのコンパイル モードを表示します。
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access-list remark
access-list extended コマンドの前後に追加するコメント テキストを指定するには、グローバル コン    
フィギュレーション モードで access-list remark コマンドを使用します。コメントを削除するには、    
このコマンドの no形式を使用します。

access-list id [line line-num] remark text

no access-list id [line line-num] remark text

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コメント テキストは、スペースと句読点を含めて最長 100 文字です。コメント テキストには、ス    
ペース以外の文字を 1 つ以上含める必要があります。空のコメントを入力することはできません。

コメントだけからなる ACL には access-group コマンドを使用できません。

例 次に、access-list コマンドの前後に追加するコメント テキストを指定する例を示します。

hostname(config)# access-list 77 remark checklist

関連コマンド

id アクセス リストの名前 
line line-num （任意）コメントまたは Access Control Element（ACE）を挿入する行番号
remark text access-list extended コマンドの前後に追加するコメント テキスト

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list extended コンフィギュレーションにアクセス リストを追加し、それを 
FWSM を通過する IP トラフィックのポリシーの設定に使用し   
ます。

clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリアし 

ます。

show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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access-list standard
アクセス リストを追加して、OSPF ルート（OSPF 再配布用のルート マップに使用可）の宛先 IP ア      
ドレスを特定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで access-list standard コマンド     
を使用します。アクセス リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

access-list id standard [line line-num] {deny | permit} {any | host ip_address | ip_address subnet_mask}

no access-list id standard [line line-num] {deny | permit} {any | host ip_address | ip_address 
subnet_mask}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • アクセスを明確に許可しないかぎり、FWSM は発信元インターフェイスのパケットをすべて拒 
否します。

 • ACL ロギングでは、拒否されたパケットについて Syslog メッセージ 106023 が生成されます。    
拒否されたパケットをロギングする場合、必ず拒否パケットが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-group コマンドとともに deny オプションを使用すると、パケットが FWSM を通過すること     
が禁止されます。デフォルトでは、個々のアクセスを明確に許可しないかぎり、FWSM は発信元イ 
ンターフェイスのパケットをすべて拒否します。

protocol を指定して、TCP および UDP を含むすべてのインターネット プロトコルに一致させる場     
合は、キーワード ip を使用します。

オブジェクト グループの設定方法については、object-group コマンドの項を参照してください。

アクセス リストをグループにまとめるには、object-group コマンドを使用します。

any 任意の相手に対するアクセスを指定します。

deny 条件に一致した場合、アクセスを拒否します。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

host ip_address ホストの IP アドレスに対するアクセスを指定します。
id アクセス リストの名前または番号 
ip_address ip_mask 特定の IP アドレスとサブネット マスクに対するアクセスを指定します。
line line-num （任意）ACE を挿入する行番号
permit 条件に一致した場合、アクセスを許可します。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。



第 2章      aaa accounting ～ accounting-server-group コマンド          
access-list standard

2-62
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

発信元アドレス、ローカル アドレス、または宛先アドレスを指定する場合の注意事項は、次のとお 
りです。

 • 32 ビットの 4 分割ドット付き 10 進数形式を使用してください。

 • アドレスとマスクを 0.0.0.0 0.0.0.0 にする場合は、短縮形の any キーワードを使用します。この     
キーワードを、IPSec で使用することは推奨しません。

マスクを 255.255.255.255 にする場合は、短縮形の host address を使用します。

例 次に、ファイアウォールを通過する IP トラフィックを拒否する例を示します。

hostname(config)# access-list 77 standard deny

次に、条件が一致した場合に、ファイアウォールを通過する IP トラフィックを許可する例を示し  
ます。

hostname(config)# access-list 77 standard permit

関連コマンド コマンド 説明

access-group コンフィギュレーションを最適化するのに使用できるオブ

ジェクト グループを定義します。
clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリアし 

ます。

show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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accounting-mode
アカウンティング メッセージが 1 つのサーバ（single モード）に送信されるか、グループ内のすべ    
てのサーバ（simultaneous モード）に送信されるかを指定するには、AAA サーバ グループ モード    
で accounting-mode コマンドを使用します。アカウンティング モードの指定を解除するには、この   
コマンドの no 形式を使用します。

accounting-mode simultaneous 

accounting-mode single

no accounting-mode

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は single モードです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 つのサーバにアカウンティング メッセージを送信するには、single キーワードを使用します。サー   
バ グループ内のすべてのサーバにアカウンティング メッセージを送信するには、simultaneous キー   
ワードを使用します。

このコマンドは、サーバ グループがアカウンティング（RADIUS または TACACS+）に対して使用   
される場合にのみ有効です。

例 次に、accounting-mode コマンドを使用して、グループ内のすべてのサーバにアカウンティング メッ  
セージを送信する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# accounting-mode simultaneous

simultaneous グループ内のすべてのサーバにアカウンティング メッセージを送信します。
single 1 つのサーバにアカウンティング メッセージを送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ グループ  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

accounting-port
このホストの RADIUS アカウンティングで使用されるポート番号を指定するには、AAA サーバ ホ    
スト モードで accounting-port コマンドを使用します。認証ポートの指定を解除するには、このコ   
マンドの no 形式を使用します。このコマンドは、アカウンティング レコードの送信先となる、リ   
モート RADIUS サーバ ホストの宛先 TCP/UDP ポート番号を指定します。

accounting-port port

no accounting-port

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、デバイスはポート 1646 で RADIUS アカウンティングを待ち受けます（RFC 2058     
に準拠）。ポートが指定されていない場合、RADIUS アカウンティングのデフォルト ポート番号  
（1646）が使用されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン RADIUS アカウンティング サーバが 1646 以外のポートを使用している場合、aaa-server コマンド     
で RADIUS サービスを起動する前に、FWSM に適切なポートを設定する必要があります。

ヒント RFC 2139 によって、RADIUS アカウンティングの標準ポートがポート 1813 に変更されました。

コマンド 説明

aaa accounting アカウンティング サービスをイネーブルまたはディセーブルに 
します。

aaa-server protocol AAA サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始し    
て、グループに固有で、グループ内のすべてのホストに共通の

AAA サーバのパラメータを設定できるようにします。
clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグループ   

内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA サー 
バの統計情報を表示します。

port RADIUS アカウンティングのポート番号（1 ～ 65535 の範囲）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) aaa-server radius-acctport コマンドに代わって、このコマンドが追加され  
ました。
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このコマンドは、RADIUS 用に設定されているサーバ グループでのみ有効です。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] に [svrgrp1] という名前の RADIUS AAA サーバを設定する例を示します。タ       
イムアウトを 9 秒、再試行間隔を 7 秒に設定し、アカウンティング ポート 2222 を設定します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 7
hostname(config-aaa-server-host)# accountinq-port 2222
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

aaa accounting ユーザがアクセスしたネットワーク サービスのレコードを保 
持します。

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し    
て、ホスト固有の AAA サーバのパラメータを設定できるよう  
にします。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションから AAA コマンド ステートメント   
をすべて削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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accounting-server-group
アカウンティング レコードを送信する AAA サーバ グループを指定するには、tunnel-group    
general-attributes コンフィギュレーション モードで accounting-server-group コマンドを使用します。    
デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

[no] accounting-server-group server-group

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドのデフォルト設定は、NONE です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのトンネルグループ タイプにこの属性を適用できます。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードで、IPSec LAN 間トンネル グループ xyz に対       
して、aaa-server123 という名前のアカウンティング サーバ グループを設定する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group xyz type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group xyz general
hostname(config-general)# accounting-server-group aaa-server123
hostname(config-general)# 

関連コマンド

 server-group AAA サーバ グループの名前を指定します。デフォルトは、NONE です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  

のトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明    

書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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3

activation-key ～  
auto-update timeout コマンド

activation-key
FWSM のアクティべーション キーを変更し、FWSM 上で運用されているアクティべーション キー    
を、FWSM のフラッシュ メモリに非表示のファイルとして保存されているアクティべーション  
キーと比較してチェックするには、グローバル コンフィギュレーション モードで activation-key コ    
マンドを使用します。

activation-key [activation-key-four-tuple| activation-key-five-tuple]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

activation-key-four-tuple アクティべーション キーを設定します。表記上の注意点については 
「使用上のガイドライン」を参照してください。

activation-key-five-tuple アクティべーション キーを設定します。表記上の注意点については 
「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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使用上のガイドライン 次のように、4 つの要素で構成される 16 進文字列で、各要素の間にスペースを 1 つ入れて  
activation-key-four-tuple を入力するか、5 つの要素で構成される 16 進文字列で、各要素の間にスペー    
スを 1 つ入れて activation-key-five-tuple を入力します。

0xe02888da 0x4ba7bed6 0xf1c123ae 0xffd8624e

先頭部分の 0x 指定子は省略できます。値はすべて 16 進数であるとみなされます。

キーはコンフィギュレーション ファイルには保管されません。キーはシリアル番号に関連付けられ 
ます。

例 次に、FWSM でアクティベーション キーを変更する例を示します。

hostname(config)# activation-key 0xe02888da 0x4ba7bed6 0xf1c123ae 0xffd8624e

関連コマンド コマンド 説明

show activation-key アクティベーション キーを表示します。
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address-pool
リモート クライアントにアドレスを割り当てるためのアドレス プールのリストを指定するには、  
tunnel-group general-attributes コンフィギュレーション モードで address-pool コマンドを使用しま     
す。アドレス プールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

address-pool [(interface name)] address_pool1 [...address_pool6]

no address-pool [(interface name)] address_pool1 [...address_pool6] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各インターフェイスにこれらのコマンドを複数入力できます。インターフェイスを指定しないと、

コマンドによって、明示的に言及していないすべてのインターフェイスにデフォルトが指定されま

す。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードで、IPSec リモート アクセス トンネル グルー      
プ xyz のリモート クライアントにアドレスを割り当てるために、アドレス プールのリストを指定    
する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group xyz
hostname(config)# tunnel-group xyz general
hostname(config-general)# address-pool (inside) addrpool1 addrpool2 addrpool3
hostname(config-general)# 

関連コマンド

address_pool ip local pool コマンドで設定したアドレス プールの名前を指定します。最    
大 6 つまでローカル アドレス プールを指定できます。

interface name （任意）アドレス プールで使用するインターフェイスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip local pool VPN リモート アクセス トンネルで使用する IP アドレス     
プールを設定します。

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  

のトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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admin-context
システム コンフィギュレーションの管理コンテキストを設定するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで admin-context コマンドを使用します。システムのコンフィギュレーションに   
は、ネットワーク インターフェイスまたはコンフィギュレーションのネットワーク設定が含まれて 
おらず、システムがネットワーク リソースにアクセスする必要がある場合（FWSM ソフトウェア  
をダウンロードする場合、または管理者のリモート管理を許可する場合）、管理コンテキストとし

て指定されているコンテキストの 1 つを使用します。

admin-context name

シンタックスの説明

デフォルト マルチ コンテキスト モードの新しい FWSM では、管理コンテキストが「管理者（admin）」と呼ば    
れます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンテキストのコンフィギュレーションが内部フラッシュ メモリに存在するかぎり、任意のコンテ 
キストを管理コンテキストに設定できます。

clear configure context コマンドを使用してすべてのコンテキストを削除する場合を除いて、現在の   
管理コンテキストを削除できません。

例 次に、管理コンテキストを [administrator] に設定する例を示します。

hostname(config)# admin-context administrator

name 名前として、32 文字までの長さのテキスト文字列を設定します。コンテキストを 
まだ定義していない場合は、まずこのコマンドを使用して管理コンテキストの名

前を指定します。そして、context コマンドを使用して追加する最初のコンテキ 
ストが指定した管理コンテキスト名である必要があります。

この名前は大文字と小文字が区別されるので、たとえば、[customerA] と 

[CustomerA] という名前の 2 つのコンテキストを設定できます。文字、数字、ま   
たはハイフンを使用できますが、ハイフンで名前を開始または終了することはで

きません。

[System] または [Null]（大文字または小文字）は予約名なので、使用できません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

alias
手動でアドレスを変換して、DNS 応答を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで alias コマンドを使用します。alias コマンドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し     
ます。このコマンドの機能は、dns キーワードを指定した nat コマンドと static コマンドを含む、外     
部 NAT コマンドに置き換えられています。alias コマンドではなく、外部 NAT を使用することを推     
奨します。

alias interface_name mapped_ip real_ip [netmask]

[no] alias interface_name mapped_ip real_ip [netmask]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、宛先アドレスのアドレス変換を実行する場合にも使用できます。たとえば、ホス

トがパケットを 209.165.201.1 に送信する場合は、alias コマンドを使用することで、トラフィック   
をほかのアドレス（209.165.201.30 など）にリダイレクトできます。

コマンド 説明

clear configure context システムのコンフィギュレーションからすべてのコンテキストを

削除します。

context システム コンフィギュレーションでコンテキストを設定し、コンテ 
キスト コンフィギュレーション モードを開始します。

show admin-context 現在の管理コンテキスト名を表示します。

interface_name マッピング IP アドレス宛てのトラフィックの入力側インターフェイス名  
（またはマッピング IP アドレスからのトラフィックの出力側インターフェ  
イス名）を指定します。

mapped_ip 実際の IP アドレスの変換先となる IP アドレスを指定します。
real_ip 実際の IP アドレスを指定します。
netmask （任意）両方の IP アドレスのサブネット マスクを指定します。ホスト マ    

スクには、255.255.255.255 を入力します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） alias コマンドが他のアドレスの変換ではなく、DNS の書き換えに使用される場合は、エイリアス  
対応のインターフェイスで proxy-arp をディセーブルにします。proxy-arp によって FWSM が一般     
的な NAT 処理でトラフィックを自身に引き寄せるのを避けるには、sysopt noproxyarp コマンドを    
使用します。

alias コマンドを変更または削除したら、clear xlate コマンドを使用します。

DNS ゾーン ファイルの中に、alias コマンドに含まれている [dnat] アドレスの A（アドレス）レコー      
ドが存在している必要があります。

alias コマンドには 2 つの使用方法があります。次にその概略を示します。

 • FWSM が mapped_ip 宛てのパケットを取得した場合に、alias コマンドを使用して、そのパケッ    
トを real_ip に送信するように設定できます。

 • FWSM が FWSM に戻された real_ip 宛ての DNS パケットを取得した場合に、alias コマンドを        
使用して DNS パケットを変更し、宛先ネットワークのアドレスを mapped_ip に変更するように    
設定できます。

alias コマンドは、ネットワーク上の DNS サーバと自動的に対話して、エイリアスが設定された IP    
アドレスへのドメイン名によるアクセスを透過的に処理します。

real_ip と mapped_ip  IP アドレスのネットワーク アドレスを使用すると、ネット エイリアスを指定       
できます。たとえば、alias 192.168.201.0 209.165.201.0 255.255.255.224 コマンドを実行すると、    
209.165.201.1 ～ 209.165.201.30 の各 IP アドレスのエイリアスが作成されます。

static コマンドおよび access-list コマンドで alias mapped_ip アドレスにアクセスするには、access-list      
コマンドの中で、許可されるトラフィック発信元アドレスとして mapped_ip アドレスを指定します。  
次に例を示します。

hostname(config)# alias (inside) 192.168.201.1 209.165.201.1 255.255.255.255
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.1 192.168.201.1 netmask 
255.255.255.255
hostname(config)# access-list acl_out permit tcp host 192.168.201.1 host 209.165.201.1 
eq ftp-data
hostname(config)# access-group acl_out in interface outside

内部アドレス 192.168.201.1 を宛先アドレス 209.165.201.1 にマッピングして、エイリアスを指定し    
ています。

内部ネットワーク クライアント 209.165.201.2 が example.com に接続すると、内部クライアントのク     
エリーに対する外部 DNS サーバからの DNS 応答は、FWSM によって 192.168.201.29 へと変更され       
ます。FWSM で 209.165.200.225 ～ 209.165.200.254 をグローバル プール IP アドレスとして使用して        
いる場合、パケットは FWSM に SRC=209.165.201.2 および DST=192.168.201.29 として送信されま      
す。FWSM は、アドレスを外部の SRC=209.165.200.254 および DST=209.165.201.29 に変換します。

例 次の例では、内部ネットワークに IP アドレス 209.165.201.29 が含まれています。このアドレスはイ    
ンターネット上にあり、example.com に属しています。内部のクライアントが example.com にアク   
セスしても、パケットは FWSM に到達しません。これは、クライアントが 209.165.201.29 がローカ    
ルの内部ネットワーク上にあると判断するためです。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド
alias

3-7
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

この動作を修正するには、alias コマンドを次のように使用します。

hostname(config)# alias (inside) 192.168.201.0 209.165.201.0 255.255.255.224

hostname(config)# show running-config alias
alias 192.168.201.0 209.165.201.0 255.255.255.224

次の例では、Web サーバが内部の 10.1.1.11 にあり、このサーバ用に作成した static コマンド文では     
209.165.201.11 を指定しています。発信元ホストは、外部のアドレス 209.165.201.7 にあります。外   
部の DNS サーバには、次に示すとおり、www.example.com のレコードが登録されています。

dns-server# www.example.com. IN  A 209.165.201.11

ドメイン名 www.example.com. の末尾のピリオドは必要です。

次に、alias コマンドの使用例を示します。

hostname(config)# alias 10.1.1.11 209.165.201.11 255.255.255.255

FWSM は、内部クライアント用のネームサーバ応答を 10.1.1.11 に変更して、Web サーバに直接接    
続できるようにします。

アクセスを可能にするには、次のコマンドも必要です。

hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.11 10.1.1.11

hostname(config)# access-list acl_grp permit tcp host 209.165.201.7 host 
209.165.201.11 eq telnet
hostname(config)# access-list acl_grp permit tcp host 209.165.201.11 eq telnet host 
209.165.201.7

関連コマンド コマンド 説明

access-list extended アクセス リストを作成します。
clear configure alias コンフィギュレーションからすべての alias コマンドを削除しま  

す。

show running-config alias オーバーラップするアドレスをデュアル NAT コマンドとともにコ  
ンフィギュレーション内に表示します。

static ローカル IP アドレスをグローバル IP アドレス、あるいはローカル    
ポートをグローバル ポートにマッピングして、1 対 1 のアドレス変    
換ルールを設定します。
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allocate-acl-partition
メモリ パーティションにコンテキストを割り当てるには、コンテキスト コンフィギュレーション  
モードで allocate-acl-partition コマンドを使用します。割り当てを解除するには、このコマンドの  
no 形式を使用します。

allocate-acl-partition partition_number

no allocate-acl-partition partition_number 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチコンテキスト モードでは、FWSM はルール コンフィギュレーションに割り当てるメモリを   
分割し、パーティションに各コンテキストを割り当てます。デフォルトで、コンテキストは 12 の  
パーティションの 1 つに割り当てられます。1 つのパーティションで、ACE、AAA ルールなどを含    
めて、最大 12,130 のルールを提供します。FWSM は、起動時にロードされた順序で、パーティショ   
ンにコンテキストを割り当てます。たとえば、12 のコンテキストがある場合、各コンテキストはそ 
れぞれ専用のパーティションに割り当てられ、1 つのコンテキストで 12,130 のルールを使用できま   
す。コンテキストをもう 1 つ追加すると、コンテキスト番号 1 と新しいコンテキスト番号 13 の両      
方がパーティション 1 に割り当てられ、12,130 のルールを分け合って使用できます。他の 11 のコ     
ンテキストは引き続き、それぞれ 12,130 のルールを使用できます。コンテキストを削除しても、  
パーティションのメンバーシップは変わらないので、リブートしないかぎり、分配が不平等になる

ことがあります。リブートすると、コンテキストが均等に分配されます。

（注） ルールは早いもの順に使用されるので、あるコンテキストが別のコンテキストより多くのルールを

使用する場合があります。

partition_number パーティション番号を 0 からパーティションの利用可能数から 1 を引いた    
整数の間で指定します。デフォルトは 12 で、指定できる範囲は 0 ～ 11 で      
す。メモリ パーティションの数を設定する方法については、resource 
acl-partition コマンドを参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。
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もう 1 つの方法として、allocate-acl-partition コマンドを使用して、手動でコンテキストをパーティ   
ションに割り当てることができます。また、resource acl-partition コマンドで設定したコンテキス  
ト数により近づくように、パーティション数減らすことができます。

コンテキストをパーティションに割り当てると、パーティションが排他的になります。排他的な

パーティションには、そのパーティションに明確に割り当てたコンテキストだけが含まれます。明

確に割り当てられたコンテキストがないパーティションは包括的で、ラウンド ロビン方法でコンテ 
キストが割り当てられます。

（注） すべてのパーティションにコンテキストを割り当てた場合、すべてが排他的になります。ただし、

パーティションに割り当てられていないコンテキストをあとで追加する場合は、デフォルトでパー

ティション 0 に割り当てられます。

例 次に、パーティション 0 にコンテキスト test を割り当てる例を示します。

hostname# context test
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition 0

関連コマンド コマンド 説明

context セキュリティ コンテキストを設定します。
resource acl-partition マルチ コンテキスト モードのメモリ パーティション数を判別しま   

す。

show resource acl-partition 各メモリ パーティションに割り当てられているコンテキストおよ 
び使用されているルール数を表示します。
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allocate-interface
セキュリティ コンテキストにインターフェイスを割り当てるには、コンテキスト コンフィギュ  
レーション モードで allocate-interface コマンドを使用します。コンテキストからインターフェイス   
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

allocate-interface vlannumber[-vlannumber] [map_name[-map_name]] [visible | invisible]

no allocate-interface vlannumber[-vlannumber]

シンタックスの説明

デフォルト マッピング名を設定した場合、デフォルトで show interface コマンドの出力に VLAN ID は表示され      
ません。

invisible （デフォルト）コンテキスト ユーザに対して、show interface コマンドのマッ   
ピング名（設定されている場合）だけを表示します。

map_name （任意）マッピング名を設定します。

map_name は、VLAN ID の代わりに、コンテキスト内で使用できるインター   
フェイスの英数字のエイリアスです。マッピング名を指定しないと、コンテ

キスト内で VLAN ID が使用されます。セキュリティ保護のため、コンテキス   
トの管理者にコンテキストが使用するインターフェイスを知らせたくない場

合があります。

マッピング名は文字で開始し、文字または数字で終了する必要があります。中

間の文字に使用できるのは、文字、数字、またはアンダースコアだけです。た

とえば、次の名前を使用できます。

int0

inta

int_0

マッピング名の範囲を指定できます。範囲に関する詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

visible （任意）マッピング名が設定されている場合でも、コンテキスト ユーザに対し 
て show interface コマンドの物理インターフェイスのプロパティを表示しま   
す。

vlannumber VLAN 番号（通常、2 ～ 1000、1025 ～ 4094）を設定します（サポートされて     
いる VLAN のスイッチ マニュアルを参照してください）。FWSM で現在設定    
されているすべてのインターフェイスを表示するには、show running-config 
interface コマンドまたは show interface コマンドを入力します。システムのコ    
ンフィギュレーションに存在するインターフェイスだけを割り当てることが

できます。デフォルトでは、スイッチが FWSM に割り当てるすべての VLAN   
がシステムのコンフィギュレーションに追加されます。手動で VLAN をシス  
テムのコンフィギュレーションに追加することもできますが、トラフィック

を流すためには、スイッチから割り当てる必要があります。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 異なる範囲を指定するのに、このコマンドを 2 回以上入力できます。マッピング名または参照でき  
る設定を変更するには、所定の VLAN ID のコマンドを再入力して、新しい値を設定します。no   
allocate-interface コマンドを入力して、もう一度やり直す必要はありません。allocate-interface コマ  
ンドを削除する場合、FWSM によってコンテキスト内のインターフェイスに関連したコンフィギュ 
レーションがすべて削除されます。

必要な場合、ルーテッド モードの複数のコンテキストに同じインターフェイスを割り当てることが 
できます。トランスペアレント モードでは、共有インターフェイスを使用できません。

VLAN ID の範囲を指定する場合には、マッピング名の一致範囲を指定できます。次の範囲に関する  
注意事項に従ってください。

 • マッピング名では、英字部分に続けて数字部分を記述する必要があります。範囲の両端を示す

マッピング名の英字部分は、一致している必要があります。たとえば、次の範囲を入力します。

int0-int10

 • マッピング名の数字部分には、vlanx-vlany ステートメントと同じ数の数字を指定する必要があ 
ります。次の例では、両方の範囲に 100 のインターフェイスが含まれています。
vlan100-vlan199 int1-int100

たとえば、vlan100-vlan199 int1-int15 または vlan100-vlan199 happy1-sad5 と入力すると、コマ     
ンドは有効になりません。

例 次に、コンテキストに割り当てられた 100、200、および 300 ～ 305 の VLAN の例を示します。マッ       
ピング名は、int1 ～ int8 です。

hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan100 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan200 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan300-vlan305 int3-int8

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

interface インターフェイスを設定し、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。

show context コンテキスト（システム実行スペース）リストまたは現在のコンテキスト

に関する情報を表示します。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。
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area
OSPF エリアを作成するには、ルータ コンフィギュレーション モードで area コマンドを使用しま     
す。エリアを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

area area_id

no area area_id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 作成するエリアには、パラメータが設定されていません。エリア パラメータを設定するには、関連 
するエリア コマンドを使用します。

例 次に、エリア ID 1 を使用して、OSPF エリアを作成する例を示します。

hostname(config-router)# area 1
hostname(config-router)#

関連コマンド

area_id 作成するエリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID を指定できます。有      
効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

area authentication OSPF エリアの認証をイネーブルにします。
area nssa エリアを NSSA として定義します。
area stub エリアをスタブ エリアとして定義します。
router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。
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area authentication
OSPF エリアの認証をイネーブルにするには、ルータ コンフィギュレーション モードで area    
authentication コマンドを使用します。エリアの認証をディセーブルにするには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

area area_id authentication [message-digest]

no area area_id authentication [message-digest]

シンタックスの説明

デフォルト エリアの認証は、ディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定した OSPF エリアが存在しない場合は、コマンドが入力されるときに作成されます。  
message-digest キーワードを指定せずに area authentication コマンドを入力すると、単純なパスワー    
ドの認証がイネーブルになります。message-digest キーワードを指定すると、MD5 認証がイネーブ  
ルになります。

例 次に、エリア 1 の MD5 認証をイネーブルにする例を示します。

hostname(config-router)# area 1 authentication message-digest
hostname(config-router)#

関連コマンド

area_id 認証をイネーブルにするエリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID を      
指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

message-digest （任意）area_id で指定されるエリアの Message Digest 5（MD5）認証をイ    
ネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド          
area default-cost

3-14
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

area default-cost
スタブまたは Not-So-Stubby-Area（NSSA）に送信されるデフォルト サマリー ルートのコストを指   
定するには、ルータ コンフィギュレーション モードで area default-cost コマンドを使用します。デ     
フォルトのコスト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

area area_id default-cost cost

no area area_id default-cost

シンタックスの説明

デフォルト cost のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したエリアが area コマンドで定義されていない場合、このコマンドは指定したパラメータを  
使用してエリアを作成します。

例 次に、スタブまたは NSSA に送信されるサマリー ルートのデフォルト コストを指定する例を示し    
ます。

hostname(config-router)# area 1 default-cost 5
hostname(config-router)#

関連コマンド

area_id デフォルトのコストを変更するスタブまたは NSSA の ID。10 進数または IP ア      
ドレスで ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

cost スタブまたは NSSA で使用するデフォルト サマリー ルートのコストを指定し    
ます。有効値は 0 ～ 65535 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

area nssa エリアを NSSA として定義します。
area stub エリアをスタブ エリアとして定義します。
router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド
area filter-list prefix  

3-15
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

area filter-list prefix
ABR の OSPF エリア間のタイプ 3 LSAでアドバタイズされたプレフィクスをフィルタリングするに     
は、ルータ コンフィギュレーション モードで area filter-list prefix コマンドを使用します。フィル      
タを変更またはキャンセルするには、このコマンドの no 形式を使用します。

area area_id filter-list prefix list_name {in | out}

no area area_id filter-list prefix list_name {in | out} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したエリアが area コマンドで定義されていない場合、このコマンドは指定したパラメータを  
使用してエリアを作成します。

フィルタリングできるのは、タイプ 3 の LSA だけです。ASBR がプライベート ネットワークに設      
定されている場合、プライベート ネットワークを記述するタイプ 5 の LSAを送信し、その LSA は      
公共エリアを含むすべての AS にフラッディングされます。

例 次に、他のエリアすべてからエリア 1 に送信されるプレフィクスをフィルタリングする例を示しま  
す。

hostname(config-router)# area 1 filter-list prefix-list AREA_1 in
hostname(config-router)#

関連コマンド

area_id フィルタリングを設定するエリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID     
を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

in 指定エリアに着信するアドバタイズされたプレフィクスに、設定済みプレ
フィクス リストを適用します。

list_name プレフィクス リストの名前を指定します。
out 指定エリアから発信されるアドバタイズされたプレフィクスに、設定済み

プレフィクス リストを適用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。
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area nssa
エリアを Not-So-Stubby-Area（NSSA）として設定するには、ルータ コンフィギュレーション モー   
ドで area nssa コマンドを使用します。エリアから NSSA の指定を解除するには、このコマンドの     
no 形式を使用します。

area area_id nssa [no-redistribution] [default-information-originate [metric-type {1 | 2}] [metric 
value]] [no-summary]

no area area_id nssa [no-redistribution] [default-information-originate [metric-type {1 | 2}] [metric 
value]] [no-summary]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • NSSA エリアは定義されていません。

 • metric-type は 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

area_id NSSA として指定するエリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID      
を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

default-information-originate NSSA エリアでのタイプ 7 デフォルトの生成に使用します。この   
キーワードは、NSSA ABR または NSSA ASBR でのみ有効です。

metric metric_value （任意）OSPF のデフォルト メトリック値を指定します。有効値は 0   
～ 16777214 です。

metric-type {1 | 2} （任意）デフォルト ルートの OSPF メトリック タイプ。有効値は、    
次のとおりです。

 • 1 ― タイプ 1

 • 2 ― タイプ 2

デフォルト値は 2 です。
no-redistribution （任意）ルータが NSSA ABR の場合に、redistribute コマンドを使用    

して NSSA エリアではなく、通常エリアだけにルートをインポート  
するときに使用します。

no-summary （任意）エリアを NSSA とし、サマリー ルートがインポートされな   
いようにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン 指定したエリアが area コマンドで定義されていない場合、このコマンドは指定したパラメータを  
使用してエリアを作成します。

エリアに 1 つのオプションを設定し、あとで別のオプションを指定する場合、両方のオプションが  
設定されます。たとえば、別々に次の 2 つのコマンドを入力すると、両方のオプションによる 1 つ    
のコマンドがコンフィギュレーションに設定されます。

area 1 nssa no-redistribution
area area_id nssa default-information-originate

例 次に、2 つのオプションを別々に入力し、コンフィギュレーションに 1 つのコマンドを設定する例   
を示します。

hostname(config-router)# area 1 nssa no-redistribution
hostname(config-router)# area 1 nssa default-information-originate
hostname(config-router)# exit
hostname(config-router)# show running-config router ospf 1
router ospf 1
 area 1 nssa no-redistribution default-information-originate

関連コマンド コマンド 説明

area stub エリアをスタブ エリアとして定義します。
router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。
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area range
エリアの境界でルートを統合し、集約するには、ルータ コンフィギュレーション モードで area   
range コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用   
します。

area area_id range address mask [advertise | not-advertise]

no area area_id range address mask [advertise | not-advertise]

シンタックスの説明

デフォルト アドレス範囲のステータスは、advertise に設定されています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したエリアが area コマンドで定義されていない場合、このコマンドは指定したパラメータを  
使用してエリアを作成します。

area range コマンドは、ABR でのみ使用されます。このコマンドは、エリアのルートを統合または   
集約する場合に使用されます。このコマンドを使用すると、ABR は 1 つのサマリー ルートを他の    
エリアにアドバタイズします。エリアの境界で、ルーティング情報が集約されます。エリア外では、

1 つのルートが各アドレス範囲にアドバタイズされます。この動作は、経路集約と呼ばれます。1 
つのエリアに対して、複数の area range コマンドを設定できます。このようにして OSPF は、多種     
多様なアドレス範囲のセットのアドレスを集約します。

no area area_id range ip_address netmask not-advertise コマンドは、not-advertise オプション キーワー         
ドだけを削除します。

address サブネット範囲の IP アドレス
advertise （任意）アドレス範囲ステータスを advertise に設定し、タイプ 3 の集約 Link-State     

Advertisement（LSA; リンク ステート アドバタイズ）を生成します。
area_id 範囲を設定するエリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID を指定できます。      

有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。
mask IP アドレスのサブネット マスク
not-advertise （任意）アドレス範囲ステータスを DoNotAdvertise に設定します。タイプ 3 の    

集約 LSA は抑制されていて、コンポーネント ネットワークは他のネットワー  
クから隠されたままです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ABR が 1 つのサマリー ルートを他のエリア（ネットワーク 10.0.0.0 の全サブネットおよび      
ネットワーク 192.168.110.0 の全ホストのエリア）にアドバタイズするように指定する例を示しま  
す。

hostname(config-router)# area 10.0.0.0 range 10.0.0.0 255.0.0.0
hostname(config-router)# area 0 range 192.168.110.0 255.255.255.0
hostname(config-router)# 

関連コマンド コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。
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area stub
エリアをスタブ エリアとして定義するには、ルータ コンフィギュレーション モードで area stub コ      
マンドを使用します。スタブ エリアの機能を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

area area_id [no-summary] 

no area area_id [no-summary]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの動作は、次のとおりです。

 • スタブ エリアは、定義されていません。

 • 集約リンク アドバタイズは、スタブ エリアに送信されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、スタブまたは Not-So-Stubby-Area（NSSA）に付属する ABR にのみ使用できます。

area stub コマンドと area default-cost コマンドの 2 つのスタブ エリア ルータ コンフィギュレー          
ション コマンドがあります。スタブ エリアに付属するすべてのルータおよびアクセス サーバでは、   
area stub コマンドを使用して、エリアがスタブ エリアとして設定されている必要があります。area   
default-cost コマンドは、スタブ エリアに付属する ABR でのみ使用します。area default-cost コマ      
ンドは、ABR が生成したサマリー デフォルト ルートのメトリックをスタブ エリアに提供します。

例 次に、指定したエリアをスタブ エリアとして設定する例を示します。

hostname(config-router)# area 1 stub
hostname(config-router)#

関連コマンド

area_id スタブ エリアの ID。10 進数または IP アドレスで ID を指定できます。有効な       
10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。

no-summary ABR が集約リンク アドバタイズをスタブ エリアに送信しないようにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

area default-cost スタブまたは NSSA に送信されるデフォルト サマリー ルートのコ    
ストを指定します。

area nssa エリアを NSSA として定義します。
router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。
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area virtual-link
OSPF 仮想リンクを定義するには、ルータ コンフィギュレーション モードで area virtual-link コマ      
ンドを使用します。オプションをリセットしたり、仮想リンクを削除したりするには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

area area_id virtual-link router_id [authentication [message-digest | null]] [hello-interval seconds] 
[retransmit-interval seconds] [transmit-delay seconds] [dead-interval seconds [[authentication-key 
key] | [message-digest-key key_id md5 key]]

no area area_id virtual-link router_id [authentication [message-digest | null]] [hello-interval seconds] 
[retransmit-interval seconds] [transmit-delay seconds] [dead-interval seconds [[authentication-key 
key] | [message-digest-key key_id md5 key]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • area_id：エリア ID は事前定義されていません。

 • router_id：ルータ ID は事前定義されていません。

 • hello-interval seconds：デフォルトの値は、10 秒です。

 • retransmit-interval seconds：デフォルトの値は、5 秒です。

 • transmit-delay seconds：1 秒

 • dead-interval seconds：デフォルトの値は、40 秒です。

area_id 仮想リンクに対する中継エリアのエリア ID。10 進数または IP アド    
レスで ID を指定できます。有効な 10 進値の範囲は、0 ～ 4294967295      
です。

authentication （任意）認証タイプを指定します。

authentication-key key （任意）近接するルーティング デバイスで使用する OSPF 認証パス   
ワードを指定します。

dead-interval seconds （任意）近接するルーティング デバイスがダウンしていることを宣 
言するまでの Hello メッセージの待機時間を設定します。有効値は  
1 ～ 65535 秒です。

hello-interval seconds （任意）インターフェイス上で送信される Hello パケットの間隔を指  
定します。有効値は 1～ 65535 秒です。

md5 key （任意）最大 16 バイトの英数字キーを指定します。
message-digest （任意）メッセージ ダイジェスト認証を使用することを指定します。
message-digest-key key_id （任意）Message Digest 5（MD5）認証をイネーブルにし、認証鍵 ID   

番号を指定します。有効値は 1 ～ 255 です。
null （任意）認証を使用しないことを指定します。パスワードまたはメッ

セージ ダイジェスト認証が OSPF エリアに設定されていても、無効   
になります。

retransmit-interval seconds （任意）インターフェイスに属する隣接ルータの LSA 再送信の間隔  
を指定します。有効値は 1 ～ 65535 秒です。

router_id 仮想リンクのネイバーに関連付けられたルータ ID。ルータ ID は各   
ルータが、インターフェイスの IP アドレスから内部的に取得しま  
す。この値は、IP アドレスの形式で入力する必要があります。デ 
フォルトはありません。

transmit-delay seconds （任意）OSPF がトポロジ変更を受信してから、Shortest Path First   
（SPF）の計算を開始するまでの遅延時間（0 ～ 65535 秒）を指定し   
ます。デフォルトは 5 秒です。
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 • authentication-key key：鍵は事前定義されていません。

 • message-digest-key key_id md5 key：鍵は事前定義されていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF では、すべてのエリアがバックボーン エリアに接続されている必要があります。バックボー  
ンへの接続が失敗した場合は、仮想リンクを確立して修正できます。

Hello 間隔が小さいほど、トポロジの変更は短時間で検出されますが、ルーティング トラフィック  
量が増大します。

不要な再送信が発生しないように、再送信間隔を慎重に設定する必要があります。シリアル回線ま

たは仮想リンクには、値を大きくしてください。

送信遅延の値には、インターフェイスの送信遅延と伝播遅延が考慮されている必要があります。

指定した認証鍵は、area area_id authentication コマンドでバックボーンの認証をイネーブルにして   
いる場合にだけ使用できます。

2 つの認証方式である、単純なテキスト認証と MD5 認証は、相互に排他的です。どちらも指定し   
ないか、どちらか一方を指定することが可能です。authentication-key key または message-digest-key   
key_id md5 key のあとに指定したキーワードと引数は、無視されます。したがって、このようなキー   
ワードと引数の組み合わせの前にオプションの引数を指定してください。

インターフェイスに認証タイプが指定されていない場合、インターフェイスはエリアに指定されて

いる認証タイプを使用します。エリアに認証タイプが指定されていない場合、エリアのデフォルト

はヌル認証になります。

（注） 各仮想リンクのネイバーには、中継エリアの ID が含まれ、仮想リンクの対応する仮想リンク近接  
ルータ ID が正確に設定されている必要があります。ルータ ID を表示するには、show ospf コマン      
ドを使用します。

仮想リンクからオプションを削除するには、削除するオプションを指定してこのコマンドの no 形  
式を使用します。仮想リンクを削除するには、no area area_id virtual-link コマンドを使用します。

例 次に、MD5 認証を使用して、仮想リンクを確立する例を示します。

hostname(config-router)# area 10.0.0.0 virtual-link 10.3.4.5 message-digest-key 3 md5 
sa5721bk47

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

arp
ARP テーブルにスタティック ARP エントリを追加するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで arp コマンドを使用します。スタティック エントリを削除するには、このコマンドの no    
形式を使用します。スタティック ARP エントリは、MAC アドレスを IP アドレスにマッピングし、     
ホストが経由して到達したインターフェイスを特定します。スタティック ARP エントリはタイム  
アウトしないので、ネットワーク問題を解決するのに役立つ場合があります。トランスペアレント

ファイアウォール モードでは、スタティック ARP テーブルが ARP 検査で使用されます     
（arp-inspection コマンドを参照）。

arp interface_name ip_address mac_address [alias]

no arp interface_name ip_address mac_address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

area authentication OSPF エリアの認証をイネーブルにします。
router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。

alias （任意）このマッピングのプロキシ ARP をイネーブルにします。FWSM が   
指定した IP アドレスの ARP 要求を受信すると、FWSM の MAC アドレス       
を使用して応答します。FWSM が IP アドレスに属するホスト宛てのトラ   
フィックを受信すると、FWSM は、このコマンドで指定するホストの MAC  
アドレスにトラフィックを転送します。このキーワードは、たとえば、ARP
を実行しないデバイスがある場合に役立ちます。

トランスペアレント ファイアウォール モードでは、このキーワードが無  
視されます。FWSM は、プロキシ ARP を実行しません。

interface_name ホストのネットワークに接続されたインターフェイス

ip_address ホストの IP アドレス
mac_address ホストの MAC アドレス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド          
arp

3-24
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

使用上のガイドライン ホストは IP アドレスでパケットの宛先を特定しますが、イーサネット上の実際のパケット配信は、  
イーサネット MAC アドレスに依存します。ルータまたはホストが直接接続されたネットワークで  
パケットを配信する場合、IP アドレスに関連付けられた MAC アドレスを問い合わせる ARP 要求を     
送信して、その ARP 応答による MAC アドレスにパケットを配信します。ホストまたはルータは    
ARP テーブルを保持するので、配信するすべてのパケットに対して ARP 要求を送信する必要はあ   
りません。ARP 応答がネットワーク上に送信されるときは常に ARP テーブルが動的に更新され、   
エントリが一定期間使用されなかった場合は、タイムアウトします。エントリが正しくない場合

（たとえば、MAC アドレスが所定の IP アドレスに変わる場合）、更新される前にエントリがタイム   
アウトします。

（注） トランスペアレント ファイアウォール モードでは、管理トラフィックなど FWSM を行き来するト    
ラフィックにダイナミック ARP エントリが使用されます。

例 次に、MAC アドレス 0009.7cbe.2100 を持つ外部インターフェイスに 10.1.1.1 のスタティック ARP      
エントリを作成する例を示します。

hostname(config)# arp outside 10.1.1.1 0009.7cbe.2100

関連コマンド コマンド 説明

arp timeout FWSM が ARP テーブルを再構築するまでの時間を設定します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
show arp ARP テーブルを表示します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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arp timeout
FWSM が ARP テーブルを再構築するまでの時間を設定するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで arp timeout コマンドを使用します。デフォルトのタイムアウト値に戻すには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。ARP テーブルの再構築では、新しいホスト情報が自動的に更   
新され、古いホスト情報が削除されます。ホスト情報は頻繁に変わるので、タイムアウト値を小さ

くする必要がある場合があります。

arp timeout seconds 

no arp timeout seconds

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は、14,400 秒（4 時間）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ARP タイムアウトを 5000 秒に変更する例を示します。

hostname(config)# arp timeout 5000

関連コマンド

seconds ARP テーブルを再構築する秒単位の間隔（60 ～ 4294967）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP  

スプーフィングを防止するために ARP パケットを検査しま  
す。

show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp timeout ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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arp-inspection
トランスペアレント ファイアウォール モードの ARP 検査をイネーブルにするには、グローバル コ     
ンフィギュレーション モードで arp-inspection コマンドを使用します。ARP 検査をディセーブルに    
するには、このコマンドの no 形式を使用します。ARP 検査は、スタティック ARP エントリに対し     
てすべての ARP パケットを比較し（arp コマンドを参照）、一致しなかったパケットをブロックし   
ます。この機能は、ARP スプーフィングを防止します。

arp-inspection interface_name enable [flood | no-flood]

no arp-inspection interface_name enable 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべてのインターフェイスで ARP 検査がディセーブルにされています。すべて  
の ARP パケットは、FWSM を通過できます。ARP 検査をイネーブルにすると、デフォルトが、一    
致しない ARP パケットをフラッディングさせる動作になります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ARP 検査をイネーブルにする前に、arp コマンドを使用して、スタティック ARP エントリを設定    
します。

ARP 検査をイネーブルにすると、FWSM は、すべての ARP パケットの MAC アドレス、IP アドレ       
ス、および送信元インターフェイスを ARP テーブルのスタティック エントリと比較して、次のア   
クションを実行します。

 • IP アドレス、MAC アドレス、および送信元インターフェイスが ARP エントリに一致した場合、    
パケットが通過します。

 • MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイス間で不一致が生じすると、FWSM はパ   
ケットを廃棄します。

enable ARP 検査をイネーブルにします。
flood （デフォルト）スタティック ARP エントリの要素に一致しないパケットが、発  

信元インターフェイス以外のすべてのインターフェイスにフラッディングさ

れるように指定します。MAC アドレス、IP アドレス、またはインターフェイ  
ス間で不一致が生じすると、FWSM はパケットを廃棄します。

interface_name ARP 検査をイネーブルにするインターフェイス
no-flood （任意）スタティック ARP エントリに完全に一致しないパケットを廃棄する  

ように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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 • スタティック ARP テーブルのエントリに ARP パケットが一致しない場合は、FWSM がすべて     
のインターフェイスにパケットを転送（フラッディング）するか、パケットを廃棄するかを設

定できます。

ARP 検査は、悪意のあるユーザが他のホストまたはルータになりすますのを防ぎます（別名、ARP 
スプーフィング）。ARP スプーフィングは、[man-in-the-middle] 攻撃を可能にします。たとえば、ホ  
ストが ARP 要求をゲートウェイ ルータに送信するとします。ゲートウェイ ルータはゲートウェイ    
ルータの MAC アドレスを返しますが、攻撃者は、ルータの MAC アドレスではなく、攻撃者の MAC     
アドレスでホストに別の ARP 応答を送信します。これにより、攻撃者は、すべてのホスト トラ   
フィックを傍受してから、ルータに転送することが可能になります。

正しい MAC アドレスと関連付けられた IP アドレスがスタティック ARP テーブルに存在する間は、      
ARP 検査により、攻撃者は攻撃者の MAC アドレスを使用して ARP 応答を送信することはできま     
せん。

（注） トランスペアレント ファイアウォール モードでは、管理トラフィックなど FWSM を行き来するト    
ラフィックにダイナミック ARP エントリが使用されます。

例 次に、外部インターフェイスの ARP 検査をイネーブルにして、スタティック ARP エントリに一致    
しない ARP パケットを廃棄するように FWSM を設定する例を示します。

hostname(config)# arp outside 209.165.200.225 0009.7cbe.2100
hostname(config)# arp-inspection outside enable no-flood

関連コマンド コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
clear configure arp-inspection ARP 検査の設定を消去します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド          
asdm disconnect

3-28
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

asdm disconnect
アクティブ ASDM セッションを終了するには、特権 EXEC モードで asdm disconnect コマンドを使       
用します。

asdm disconnect session

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブ ASDM セッションと対応付けられたセッション ID のリストを表示するには、show asdm     
sessions コマンドを使用します。特定のセッションを終了するには、asdm disconnect コマンドを使   
用します。

ある ASDM セッションを終了しても、残りのアクティブな ASDM セッションは、それぞれのセッ    
ション ID と関連付けられたままです。たとえば、0、1、2 のセッション ID を持つ 3 つのアクティ       
ブ ASDM セッションが存在する場合、セッション 1 を終了しても、残りのアクティブ ASDM セッ      
ションは 0 と 2 のセッション ID を保持したままです。このとき、次の新規 ASDM セッションには、        
セッション ID として 1 が割り当てられ、以降の新規セッションは、セッション ID 3 から始まりま       
す。

例 次の例では、セッション ID 0 の ASDM セッションを終了しています。show asdm sessions コマンド        
は、asdm disconnect コマンドが入力された前後のアクティブ ASDM セッションを表示します。

hostname# show asdm sessions

0 192.168.1.1
1 192.168.1.2
hostname# asdm disconnect 0
hostname# show asdm sessions

1 192.168.1.2

session 終了するアクティブ ASDM セッションのセッション ID。show asdm sessions     
コマンドを使用して、すべてのアクティブ ASDM セッションのセッション ID   
を表示できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) pdm disconnect コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが pdm disconnect コマンドから asdm disconnect コマンドに      

変更されました。
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関連コマンド

asdm disconnect log_session
アクティブ ASDM ロギング セッションを終了するには、特権 EXEC モードで asdm disconnect       
log_session コマンドを使用します。

asdm disconnect log_session session

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブ ASDM ロギング セッションと対応付けられたセッション ID のリストを表示するには、     
show asdm log_sessions コマンドを使用します。特定のロギング セッションを終了するには、asdm    
disconnect log_session コマンドを使用します。

各アクティブ ASDM セッションには、対応付けられた ASDM ロギング セッションが 1 つまたは複       
数あります。ASDM は、ロギング セッションを使用して、FWSM から Syslog メッセージを取得し     
ます。ログ セッションを終了すると、アクティブ ASDM セッションに悪影響を与える可能性があ   
ります。不要な ASDM セッションと対応付けられたログ セッションを終了するには、asdm   
disconnect コマンドを使用します。

（注） 各 ASDM セッションには最低 1 つの ASDM ロギング セッションがあるので、show asdm sessions         
と show asdm log_sessions の出力が同じになる場合があります。

コマンド 説明

show asdm sessions アクティブ ASDM セッションと対応付けられたセッション ID のリストを    
表示します。

session 終了するアクティブ ASDM ロギング セッションのセッション ID。show asdm     
log_sessions コマンドを使用して、すべてのアクティブ ASDM セッションの   
セッション ID を表示できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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ある ASDM ロギング セッションを終了しても、残りのアクティブな ASDM ロギング セッション      
は、それぞれのセッション ID と関連付けられたままです。たとえば、0、1、2 のセッション ID を     
持つ 3 つのアクティブ ASDM ロギング セッションが存在する場合、セッション 1 を終了しても、       
残りのアクティブ ASDM ロギング セッションは 0 と 2 のセッション ID を保持したままです。この         
とき、次の新規 ASDM ロギング セッションには、セッション ID として 1 が割り当てられ、以降の       
新規ロギング セッションは、セッション ID 3 から始まります。

例 次の例では、セッション ID 0 の ASDM セッションを終了しています。show asdm log_sessions コマ        
ンドは、asdm disconnect log_sessions コマンドが入力された前後のアクティブ ASDM セッションを     
表示します。

hostname# show asdm log_sessions

0 192.168.1.1
1 192.168.1.2
hostname# asdm disconnect 0
hostname# show asdm log_sessions

1 192.168.1.2

関連コマンド コマンド 説明

show asdm log_sessions アクティブ ASDM ロギング セッションと対応付けられたセッショ   
ン ID のリストを表示します。
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asdm group

注意 このコマンドは、手動で設定しないでください。ASDM は、asdm group コマンドを実行コンフィ   
ギュレーションに追加して、内部用途で使用します。このコマンドの説明は、情報として提供する

ことを目的としてこのマニュアルに含まれています。

asdm group real_grp_name real_if_name

asdm group ref_grp_name ref_if_name reference real_grp_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、手動で設定したり、削除したりしないでください。

real_grp_name ADSM オブジェクト グループの名前
real_if_name 指定されたオブジェクト グループが関連付けられているインターフェイ 

スの名前

ref_grp_name real_grp_name 引数で指定されたオブジェクト グループの変換 IP アドレス    
を含むオブジェクト グループの名前

ref_if_name インバウンド トラフィックの宛先 IP アドレスの変換元になるインター   
フェイスの名前 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) pdm group コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが pdm group コマンドから asdm group コマンドに変更され      

ました。
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asdm history enable
ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
asdm history enable コマンドを使用します。ASDM 履歴トラッキングをディセーブルにするには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

asdm history enable

no asdm history enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにしたことによって得られた情報は、ASDM 履歴バッファに  
保存されます。show asdm history コマンドを使用して、この情報を表示できます。ASDM は、デバ    
イスのモニタリングで履歴情報を使用します。

例 次に、ASDM 履歴トラッキングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# asdm history enable
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) pdm history enable コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが pdm history enable コマンドから asdm history enable コマ        

ンドに変更されました。

コマンド 説明

show asdm history ASDM 履歴バッファの内容を表示します。
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asdm location

注意 このコマンドは、手動で設定しないでください。ASDM は、asdm location コマンドを実行コンフィ   
ギュレーションに追加して、内部通信で使用します。このコマンドの説明は、情報として提供する

ことを目的としてこのマニュアルに含まれています。

asdm location ip_addr netmask if_name

asdm location ipv6_addr/prefix if_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、手動で設定したり、削除したりしないでください。

ip_addr ネットワーク トポロジを定義するために ASDM が内部で使用する IP アド     
レス

netmask ip_addr のサブネット マスク
if_name ASDM にアクセスするためのインターフェイスの名前
ipv6_addr/prefix ネットワーク トポロジを定義するために ASDM が内部で使用する IPv6 ア     

ドレスとプレフィクス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) pdm location コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが pdm location コマンドから asdm location コマンドに変更      

されました。
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asr-group
非対称ルーティング インターフェイスのグループ ID を指定するには、インターフェイス コンフィ    
ギュレーション モードで asr-group コマンドを使用します。ID を削除するには、このコマンドの    
no 形式を使用します。

asr-group group_id

no asr-group group_id 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 場合によっては、セッションのリターン トラフィックが送信元とは別のインターフェイスでルー 
ティングされることがあります。フェールオーバー構成では、1 台の装置から発信された接続のリ 
ターン トラフィックが、ピア装置を介して戻される場合があります。これは通常、1 台の FWSM ま    
たはフェールオーバー ペア構成の 2 台の FWSM にある 2 つのインターフェイスが異なるサービス       
プロバイダーに接続されており、アウトバウンド接続が NAT アドレスを使用しない場合に発生し  
ます。デフォルトでは、トラフィックの接続情報がないため、FWSM がリターン トラフィックを  
廃棄します。

このようなことが発生しやすいインターフェイスに対して asr-group コマンドを使用して、リター  
ン トラフィックの廃棄を防ぐことができます。asr-group コマンドで設定したインターフェイスが、  
セッション情報を持たないパケットを受信すると、同じグループに存在する他のインターフェイス

のセッション情報を確認します。

（注） フェールオーバー構成では、スタンバイ装置またはフェールオーバー グループからアクティブ装 
置またはフェールオーバー グループに渡すセッション情報のステートフル フェールオーバーをイ  
ネーブルにする必要があります。

group_id 非対称ルーティングのグループ ID。有効値は、1 ～ 32 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  • —  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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一致しない場合は、パケットが廃棄されます。一致する場合は、次のいずれかのアクションが実行

されます。

 • 着信トラフィックがフェールオーバー構成のピア装置から発信されている場合、レイヤ 2 の  
ヘッダーの一部またはすべてが書き換えられ、相手装置にパケットがリダイレクトされます。

このリダイレクションは、セッションがアクティブな間、継続します。

 • 着信トラフィックが同じ装置の異なるインターフェイスから発信されている場合、レイヤ 2 の  
ヘッダーの一部またはすべてが書き換えられ、ストリームにパケットが再挿入されます。

（注） 非対称ルーティングのサポートを設定するのに asr-group コマンドを使用すると、nailed オプショ   
ンを指定して static コマンドを使用する場合より、セキュリティが高くなります。

show interface detail コマンドを使用して、ASR の統計情報を表示できます。これらの統計情報に    
は、インターフェイスに送信された ASR パケット数、インターフェイスで受信された ASR パケッ    
ト数、およびインターフェイスで廃棄された ASR パケット数が含まれます。

例 次に、選択したインターフェイスを非対称ルーティングのグループ 1 に割り当てる例を示します。

コンテキスト ctx1 のコンフィギュレーションは、次のとおりです。

hostname/ctx1(config)# interface Vlan101
hostname/ctx1(config-if)# nameif outside
hostname/ctx1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 standby 192.168.1.21
hostname/ctx1(config-if)# asr-group 1

コンテキスト ctx2 のコンフィギュレーションは、次のとおりです。

hostname/ctx2(config)# interface Vlan102
hostname/ctx2(config-if)# nameif outside
hostname/ctx2(config-if)# ip address 192.168.1.31 255.255.255.0 standby 192.168.1.41
hostname/ctx2(config-if)# asr-group 1

関連コマンド コマンド 説明

interface 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。
show interface インターフェイスの統計情報を表示します。
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authentication-port
このホストの RADIUS 認証で使用されるポート番号を指定するには、AAA サーバ ホスト モードで     
authentication-port コマンドを使用します。認証ポートの指定を解除するには、このコマンドの no  
形式を使用します。このコマンドは、認証機能の割り当て先となるリモート RADIUS サーバ ホス   
トの宛先 TCP/UDP ポート番号を指定します。

authentication-port port

no authentication-port

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、デバイスはポート 1645（RFC 2058 に準拠）で RADIUS を待ち受けます。ポート     
が指定されないと、RADIUS 認証のデフォルト ポート番号（1645）が使用されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン RADIUS 認証サーバが 1645 以外のポートを使用している場合、aaa-server コマンドで RADIUS サー      
ビスを起動する前に、FWSM に適切なポートを設定する必要があります。

ヒント RFC 2138 によって、RADIUS 認証の標準ポートがポート 1812 に変更されました。

このコマンドは、RADIUS 用に設定されているサーバ グループでのみ有効です。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] の [svrgrp1] という名前の RADIUS AAA サーバを設定する例を示します。タ       
イムアウトを 9 秒、再試行間隔を 7 秒に設定し、認証ポート 1650 を設定します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 7
hostname(config-aaa-server-host)# authentication-port 1650

port RADIUS 認証のポート番号（1 ～ 65535 の範囲）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) aaa-server radius-authport コマンドに代わって、このコマンドが追加され  
ました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication aaa-server コマンドで指定したサーバ上の LOCAL、  
TACACS+、または RADIUS ユーザ認証のほか、ASDM ユーザ   
認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し    
て、ホスト固有の AAA サーバのパラメータを設定できるよう  
にします。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションから AAA コマンド ステートメント   
をすべて削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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authentication-server-group
ユーザ認証で使用する AAA サーバ グループを指定するには、tunnel-group general-attributes モード     
で authentication-server-group コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマン  
ドの no 形式を使用します。

authentication-server-group [(interface name)] server group [LOCAL | NONE]

no authentication-server-group [(interface name)] server group

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドのデフォルト設定は、LOCAL です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性は、IPSec リモート アクセス トンネル グループ タイプにのみ適用できます。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードで、remotegrp という名前の IPSec リモート ア      
クセス トンネル グループに対して、aaa-server456 という名前の認証サーバ グループを設定する例    
を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)# authentication-server-group aaa-server456
hostname(config-general)# 

interface name （任意）IPSec トンネルが終端するインターフェイスを指定します。
LOCAL （任意）サーバ グループのすべてのサーバが通信障害によって無効にされ 

ている場合に、ローカル ユーザ データベースに対して実行する認証を指  
定します。サーバ グループ名が LOCAL または NONE の場合、ここで     
LOCAL キーワードを使用しないでください。

NONE （任意）サーバ グループ名がないことを指定します。認証が不要であるこ 
とを指定するには、NONE キーワードをサーバ グループ名として使用し  
ます。

server group AAA サーバ グループの名前を指定します。デフォルトは、LOCAL です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

authorization-dn-attributes
許可用のユーザ名にサブジェクト DN フィールドのどの部分を使用するかを指定するには、
tunnel-group ipsec-attributes コンフィギュレーション モードで authorization-dn-attributes コマンド
を使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

[no] authorization-dn-attributes {primary-attr [secondary-attr] | use-entire-name}

シンタックスの説明

デフォルト プライマリ属性のデフォルト値は、CN（一般名称）です。

セカンダリ属性のデフォルト値は、OU（組織ユニット）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバのパラメータを設定します。
clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  

のトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。

primary-attr 証明書から許可クエリーの名前を抽出するのに使用する属性を指定しま

す。

secondary-attr （任意）プライマリ属性が存在しない場合に、証明書から許可クエリーの

名前を抽出するのに使用する追加の属性を指定します。

use-entire-name FWSM が名前を抽出するのにすべてのサブジェクト DN（RFC 1779）を使   
用するように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group ipsec-attributes コ
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン この属性は、IPSec リモート アクセス トンネル タイプにのみ適用できます。

プライマリおよびセカンダリ属性の内容は、次のとおりです。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードで、remotegrp という名前のリモート アクセス ト     
ンネル グループ（ipsec_ra）を作成し、IPSec グループ属性を指定し、許可用のユーザ名に一般名称  
を使用するように定義する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# authorization-dn-attributes CN
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

属性 定義

CN Common Name（一般名称）：個人、システム、または他のエンティティの名前
OU Organizational Unit（組織ユニット）：組織（O）内のサブグループ
O Organization（組織）：企業、機関、代理店、アソシエーション、または他のエン

ティティの名前

L Locality（地名）：組織が所在する市区町村
SP State/Province（都道府県 /地域）：組織が所在する都道府県や地域
C Country（国）：2 文字の国名省略語。これらのコードは、ISO 3166 国名省略語に   

準拠しています。

EA E-mail Address（電子メール アドレス）
T Title（タイトル）
N Name
GN Given Name（ファーストネーム）
SN Surname（名字）
I Initials（イニシャル）
GENQ Generational Qualifier（一般的な修飾子）
DNQ Domain Name Qualifier（ドメイン名修飾子）
UID User Identifier（ユーザ識別子）

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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authorization-required
許可が行われ、ユーザがサーバに正常に接続できるようにするには、tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション モードで authorization-required コマンドを使用します。デフォルトの設定   
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

[no] authorization-required

デフォルト このコマンドのデフォルト設定は、ディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモートアクセス トンネルグループ タイプだけです。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードで、remotegrp という名前のリモート アクセス ト     
ンネル グループを介して接続するユーザに対してすべての DN に基づく許可を要求する例を示し   
ます。最初のコマンドは、ipsec_ra（IPSec リモート アクセス）として remotegrp という名前のリモー    
ト グループのトンネル グループ タイプを設定しています。次のコマンドは指定したトンネル グ    
ループの ipsec-attributes モードを開始しています。最後のコマンドは名前が付けられたトンネル グ   
ループで要求する許可を指定しています。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# authorization-required
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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authorization-server-group
ユーザの許可で AAA サーバ グループを指定するには、tunnel-group general-attributes モードで 
authorization-server-group コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

authorization-server-group server group

no authorization-server-group

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドのデフォルト設定は、no authorization-server-group です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性は、IPSec remote-access Tunnel-group タイプのみに適用できます。

VPN Authorization が LOCAL として定義されている場合、デフォルトのグループ ポリシーである     
DfltGrpPolicy に設定された属性が実装されます。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードで、[remotegrp] という名前の IPSec リモート ア      
クセス トンネル グループに対して、[aaa-server78] という名前の許可サーバ グループを設定する例    
を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec-ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)# authorization-server-group aaa-server78
hostname(config-general)# 

関連コマンド

server group AAA サーバ グループの名前を指定します。デフォルトは、none です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバのパラメータを設定します。
clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グルー  

プのトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けま  
す。
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auth-prompt
FWSM 経由のユーザ セッションの AAA チャレンジ テキストを指定したり、変更したりするには、     
グローバル コンフィギュレーション モードで auth-prompt コマンドを使用します。認証チャレン    
ジ テキストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

auth-prompt prompt [prompt | accept | reject] string

no auth-prompt prompt [ prompt | accept | reject]

シンタックスの説明

デフォルト 認証プロンプトを指定しない場合、ユーザがログインするときに表示されるプロンプトは、使用し

ているプロトコルに応じて次の内容が表示されます。

 • HTTP を使用してログインするユーザに表示されるプロンプト：HTTP Authentication

 • FTP を使用してログインするユーザに表示されるプロンプト：FTP Authentication

 • Telnet を使用してログインするユーザには、プロンプトが表示されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン TACACS+ または RADIUS サーバからユーザ認証を受ける必要がある場合、auth-prompt コマンド    
を使用すると、FWSM 経由の HTTP、FTP、および Telnet アクセスに対して AAA チャレンジ テキ       
ストを指定できます。このテキストの目的は主に外見上のもので、ユーザがログインするときに

ユーザに表示されるユーザ名とパスワードの上に表示されます。

ユーザ認証が Telnet から発生する場合は、accept オプションと reject オプションを使用すると、認     
証試行が AAA サーバで受け入れられたか拒否されたかに応じて、それぞれ異なるステータス プロ   
ンプトを表示できます。

AAA サーバがユーザを認証する場合、FWSM はユーザに対して auth-prompt accept テキスト（指     
定した場合）を表示します。それ以外の場合は、reject テキスト（指定した場合）を表示します。 
HTTP セッションと FTP セッションの認証では、プロンプト時にチャレンジ テキストだけを表示し    
ます。accept と reject テキストは表示されません。

accept Telnet 経由のユーザ認証が許可される場合、プロンプトの string を表示します。
prompt AAA チャレンジ プロンプト文字列がこのキーワードのあとに続きます。
reject Telnet 経由のユーザ認証が拒否される場合、プロンプトの string を表示します。
ストリング 235 文字または 31 単語（どちらか最初に達した方）までの英数字で構成される   

文字列。特殊文字、スペース、句読文字を使用できます。疑問符を入力するか、

Enter キーを押すと、文字列が終了します（疑問符は、文字列に表示されます）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） Microsoft Internet Explorer では、認証プロンプトで 37 文字まで表示されます。Netscape Navigator で       
は、120 文字まで表示されます。Telnet と FTP では、認証プロンプトで 235 文字まで表示されます。

例 次に、認証プロンプトを [Please enter your username and password] の文字列に設定する例を示します。

hostname(config)# auth-prompt prompt Please enter your username and password

コンフィギュレーションにこの文字列を追加すると、ユーザには次のプロンプトが表示されます。

Please enter your username and password
User Name:
Password:

Telnet ユーザの場合、たとえば、FWSM が認証試行を許可または拒否する場合に、別のメッセージ  
を表示させることもできます。

hostname(config)# auth-prompt reject Authentication failed. Try again.
hostname(config)# auth-prompt accept Authentication succeeded.

次に、正常な認証に対する認証プロンプトを [You are OK] という文字列に設定する例を示します。

hostname(config)# auth-prompt accept You are OK.

正常に認証されたら、次のメッセージがユーザに対して表示されます。

You are OK.

関連コマンド コマンド 説明

clear configure auth-prompt 以前に指定した認証プロンプト チャレンジ テキスト（存在  
する場合）を削除し、デフォルト値に戻します。

show running-config auth-prompt 現在の認証プロンプト チャレンジ テキストを表示します。



第 3章      activation-key ～ auto-update timeout コマンド
auto-update device-id 

3-45
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

auto-update device-id
Auto Update Server で使用する FWSM デバイスの ID を設定するには、グローバル コンフィギュレー        
ション モードで auto-update device-id コマンドを使用します。デバイスの ID を削除するには、こ      
のコマンドの no 形式を使用します。

auto-update device-id [hardware-serial | hostname | ipaddress [if_name] | mac-address [if_name] | 
string text]

no auto-update device-id [hardware-serial | hostname | ipaddress [if_name] | mac-address [if_name] 
| string text]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの ID は hostname です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、デバイスの ID をシリアル番号に設定する例を示します。

hostname(config)# auto-update device-id hardware-serial

hardware-serial FWSM のハードウェア シリアル番号を使用して、デバイスを一意に識別  
します。

hostname FWSM のホスト名を使用して、デバイスを一意に識別します。
ipaddress [if_name] FWSM の IP アドレスを使用して、FWSM を一意に識別します。デフォル    

トでは、Auto Update Server との通信に使用されるインターフェイスを   
FWSM が使用します。別の IP アドレスを使用する場合は、 if_name を指定     
します。

mac-address [if_name] FWSM の MAC アドレスを使用して、FWSM を一意に識別します。デフォ    
ルトでは、Auto Update Server との通信に使用される MAC アドレスを     
FWSM が使用します。別の MAC アドレスを使用する場合は、 if_name を指     
定します。

string text Auto Update Server に対するデバイスを一意に識別するテキスト文字列を   
指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度     
を設定します。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
auto-update timeout Auto Update Server がタイムアウト期間アクセスされていな   

い場合に、FWSM を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
show running-config auto-update Auto Update Server のコンフィギュレーションを表示します。
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auto-update poll-period
FWSM が Auto Update Server からの更新を確認する頻度を設定するには、グローバル コンフィギュ      
レーション モードで auto-update poll-period コマンドを使用します。パラメータをデフォルト値に    
リセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

auto-update poll-period poll_period [retry_count [retry_period]]

no auto-update poll-period poll_period [retry_count [retry_period]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのポーリング間隔は 720 分（12 時間）です。

最初の試行が失敗した場合に、Auto Update Server に再接続するデフォルトの試行回数は 0 です。

デフォルトの接続試行間隔は 5 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ポーリング間隔を 360 分に、再試行回数を 1 回、再試行間隔を 3 分に設定する例を示します。

hostname(config)# auto-update poll-period 360 1 3

関連コマンド

poll_period Auto Update Server をポーリングする頻度（分数）を指定します（1 ～    
35791）。デフォルトは 720 分（12 時間）です。

retry_count 最初の試行が失敗した場合、Auto Update Server に再接続する試行回数を指   
定します。デフォルトの値は、0です。

retry_period 接続試行間隔を分数で指定します（1 ～ 35791）。デフォルトは 5 分です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM デバイス ID を設定し       
ます。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
auto-update timeout Auto Update Server がタイムアウト期間アクセスされていな   

い場合に、FWSM を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
show running-config auto-update Auto Update Server のコンフィギュレーションを表示します。
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auto-update server
Auto Update Server を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで auto-update      
server コマンドを使用します。サーバを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。FWSM   
は、コンフィギュレーション、OS（オペレーティング システム）、および ASDM の更新を確認す   
るために、Auto Update Server に定期的にアクセスします。

auto-update server url [verify-certificate]

no auto-update server url [verify-certificate]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定できるサーバ数は、1 つだけです。

例 次に、Auto Update Server の URL を設定する例を示します。

hostname(config)# auto-update server http://10.1.1.1:1741/

関連コマンド

url 次の構文を使用して、Auto Update Server の場所を指定します。
http[s]:[[user:password@]location [:port ]] / pathname

verify_certificate Auto Update Server から戻された証明書を確認します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM デバイス ID を設定し       
ます。

auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度     
を設定します。

auto-update timeout Auto Update Server がタイムアウト期間アクセスされていな   
い場合に、FWSM を通過するトラフィックを停止します。

clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
show running-config auto-update Auto Update Server のコンフィギュレーションを表示します。
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auto-update timeout
Auto Update Server のアクセスに関するタイムアウト期間を設定するには、グローバル コンフィギュ    
レーション モードで auto-update timeout コマンドを使用します。Auto Update Server がタイムアウ       
ト期間アクセスされていない場合、FWSM は FWSM を通過するすべてのトラフィックを停止しま   
す。タイムアウトを設定して、FWSM のイメージとコンフィギュレーションを最新の状態に保ちま 
す。タイムアウトを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

auto-update timeout period

no auto-update timeout [period]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは 0 です。この値は、FWSM がタイムアウトしないように設定します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン タイムアウトの状態は、システム ログ メッセージ 201008 で報告されます。

例 次に、タイムアウトを 24 時間に設定する例を示します。

hostname(config)# auto-update timeout 1440

関連コマンド

period タイムアウト期間を分数で指定します（1 ～ 35791）。デフォルト は 0 で     
す。この値は、タイムアウトがないことを示します。タイムアウトを 0 に  
設定することはできません。タイムアウトを 0 にリセットするには、この  
コマンドの no 形式を使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM デバイス ID を設定し       
ます。

auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度     
を設定します。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
show running-config auto-update Auto Update Server のコンフィギュレーションを表示します。
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4

backup-servers ～  
bridge-group コマンド

backup-servers
バックアップ サーバを設定するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで    
backup-servers コマンドを使用します。バックアップ サーバを削除するには、このコマンドの no   
形式を使用します。実行コンフィギュレーションからバックアップ サーバの属性を削除するには、 
引数を指定せずにこのコマンドの no 形式を使用します。これにより、別のグループ ポリシーから   
バックアップ サーバの値が継承されるようになります。

プライマリ FWSM を利用できない場合、IPSec バックアップ サーバを利用することにより、VPN    
クライアントは中央サイトに接続できます。バックアップ サーバを設定すると、IPSec トンネルが  
確立されたときに、FWSM がクライアントにサーバ リストをプッシュします。

backup-servers {server1 server2.. . . server10 | clear-client-config | keep-client-config}

no backup-servers [server1 server2.. . . server10 | clear-client-config | keep-client-config]

シンタックスの説明

デフォルト バックアップ サーバは、ユーザがクライアントまたはプライマリ FWSM のいずれかに設定するま   
で存在しません。

clear-client-config クライアントがバックアップ サーバを使用しないように指定しま 
す。FWSM は、ヌル サーバ リストをプッシュします。

keep-client-config FWSM がクライアントにバックアップ サーバ情報を送信しないよ  
うに指定します。独自のバックアップ サーバ リストを設定している  
場合、クライアントはそのリストを使用します。

server1 server 2.... server10 プライマリ FWSM を利用できない場合、VPN クライアントが使用す   
るスペースで区切られたプライオリティ順のサーバ リストを提供し 
ます。IP アドレスまたはホスト名でサーバを指定します。リストの 
最大長は 500 文字ですが、含めることができるエントリ数は 10 個だ    
けです。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン クライアントまたはプライマリ FWSM のいずれかにバックアップ サーバを設定します。FWSM に    
バックアップ サーバを設定した場合、FWSM はグループ内のクライアントにバックアップ サーバ   
ポリシーをプッシュし、クライアントのバックアップ サーバ リストがすでに設定されている場合  
は、それを置き換えます。

（注） ホスト名を使用している場合、プライマリ DNS と WINS サーバとは別のネットワークにバック    
アップ DNS と WINS サーバを置くことが賢明です。そうしないと、ハードウェア クライアントの     
背後にあるクライアントが DHCP 経由でハードウェア クライアントから DNS と WINS 情報を取得       
した場合に、プライマリ サーバに対する接続が失敗して、バックアップ サーバの DNS と WINS 情      
報が別の情報になると、DHCP リース期限が切れるまで、クライアントが更新されません。さらに、 
ホスト名を使用している場合に、DNS サーバを利用できないと、大幅な遅延が生じることがあり 
ます。

例 次に、［FirstGroup］ という名前のグループ ポリシーに対して、10.10.10.1 と 192.168.10.14 の IP アド       
レスを使用するバックアップ サーバを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# backup-servers 10.10.10.1 192.168.10.14

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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banner
セッション バナー、ログイン バナー、または MoTD（Message-of-The-Day）バナーを設定するには、   
グローバル コンフィギュレーション モードで banner コマンドを使用します。no banner コマンド      
は、指定したバナー キーワードのすべての行を削除します（exec、login、または motd）。

banner {exec | login | motd text}

[no] banner {exec | login | motd [text]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、ログイン バナー、セッション バナー、および MoTD バナーは表示されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン banner コマンドは、キーワードで指定したバナーを表示するように設定します。text 文字列は、最  
初の空白文字（スペース）のあとに続く、行末（CR [復帰 ] または LF [改行 ]）までのすべての文    
字で構成されます。テキスト内にあるスペースはそのまま表示されます。ただし、CLI ではタブは 
入力できません。

先にバナーを消去しないかぎり、後続の text エントリは既存バナーの末尾に追加されます。

（注） $(domain) および $(hostname) のトークンを使用すると、それぞれ FWSM のドメイン名とホスト名     
に置き換えられます。コンテキストの設定で $(system) トークンを使用すると、コンテキストはシ  
ステム コンフィギュレーションで設定されたバナーを使用します。

バナーを複数行にするには、追加する 1 行ごとに banner コマンドを新しく入力します。入力した行    
は、既存バナーの末尾に付加されていきます。RAM およびフラッシュ メモリの容量による限界を  
除いて、バナーの長さに制限はありません。

exec イネーブル プロンプトを表示する前に、バナーを表示するようにシステムを設定 
します。

login ユーザが Telnet を使用して FWSM にアクセスしたときに、パスワード ログイン     
プロンプトを表示する前にバナーを表示するようにシステムを設定します。

motd MoTD バナーを表示するようにシステムを設定します。
text 表示するメッセージ テキストの行 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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Telnet または SSH で FWSM にアクセスする場合、バナー メッセージの処理に必要なシステム メモ       
リが十分にないときや、TCP 書き込みエラーが発生したときは、セッションが閉じます。SSH での  
FWSM に対するアクセスは、exec および motd バナーのみでサポートされています。login バナー     
は、SSH をサポートしていません。

バナーを置き換えるには、no banner コマンドを使用してから、新しい行を追加します。

キーワードで指定したバナーに含まれている行をすべて削除するには、no banner {exec | login |     
motd} コマンドを使用します。

no banner コマンドでは、テキスト文字列の一部だけを削除できません。このため、no banner コマ    
ンドの末尾に入力した text はすべて無視されます。

例 次に、exec、login、および motd の各バナーを設定する例を示します。

hostname(config)# banner motd Think on These Things
hostname(config)# banner exec Enter your password carefully
hostname(config)# banner login Enter your password to log in
hostname(config)# show running-config banner
exec:
Enter your password carefully

login:
Enter your password to log in

motd:

次に、motd バナーに 2 行めを追加する例を示します。

hostname(config)# banner motd and Enjoy Today
hostname(config)# show running-config banner motd

関連コマンド コマンド 説明

clear configure banner すべてのバナーを削除します。

show running-config banner すべてのバナーを表示します。
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banner (group-policy)
リモート クライアントが接続されるときに、リモート クライアントにバナーまたは初期メッセー  
ジ テキストを表示するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで banner コマン      
ドを使用します。バナーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このオプション  
によって、別のグループ ポリシーからバナーを継承できるようになります。バナーを継承できない 
ようにするには、banner none コマンドを使用します。

banner {value banner_string | none}

no banner

（注） VPN グループ ポリシーで複数のバナーを設定し、いずれかのバナーを削除すると、すべてのバナー  
が削除されます。

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのバナーはありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、[FirstGroup] という名前のグループ ポリシーにバナーを作成する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# banner value Welcome to Cisco Systems 7.0.

none バナーが使用されないように、バナーにヌル値を設定します。デフォルト

または指定したグループ ポリシーからバナーを継承できないようにしま 
す。

value banner_string バナー テキストを構成します。文字列の最大サイズは、500 文字です。[\n]  
シーケンスを使用して、CR（復帰）を挿入します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 4章      backup-servers ～ bridge-group コマンド         
blocks

4-6
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

blocks
show blocks コマンドで表示される診断をブロックするための追加のメモリを割り当てるには、特  
権 EXEC モードで blocks コマンドを使用します。値をデフォルトに戻すには、このコマンドの no     
形式を使用します。割り当てられるメモリ量は、最大 150 KB になりますが、空きメモリ量は 50%    
以上になりません。状況に応じて、手動でメモリ サイズを指定できます。

blocks queue history enable [memory_size]

no blocks queue history enable [memory_size]

シンタックスの説明

デフォルト ブロック診断をトラッキングするために割り当てられたデフォルト メモリは、2136 バイトです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 現在割り当てられているメモリを表示するには、show blocks queue history コマンドを入力します。

FWSM をリロードすると、メモリ割り当てがデフォルトに戻ります。

例 次に、ブロック診断用にメモリ サイズを拡張する例を示します。

hostname# blocks queue history enable

次に、メモリ サイズを 3000 バイトに拡張する例を示します。

hostname# blocks queue history enable 3000

次の例では、メモリ サイズを 3000 バイトに拡張しようとしていますが、値が空きメモリを超えて   
います。

hostname# blocks queue history enable 3000
ERROR: memory size exceeds current free memory

次の例では、メモリ サイズを 3000 バイトに拡張していますが、値が空きメモリの 50% を超えてい     
ます。

hostname# blocks queue history enable 3000
WARNING: memory size exceeds 50% of current free memory

memory_size （任意）ダイナミック値を適用するのではなく、ブロック診断用にバイト単位

でメモリ サイズを設定します。空きメモリよりこの値が大きいと、エラー 
メッセージが表示され、値が受け入れられません。この値が空きメモリの 50% 
を超えると、警告メッセージが表示されますが、値は受け入れられます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

7.0(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド

bridge-group
トランスペアレント ファイアウォール モードのブリッジ グループにインターフェイスを割り当て   
るには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで bridge-group コマンドを使用します。    
インターフェイスの割り当てを解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。トランスペ  
アレント ファイアウォールは、内部インターフェイスと外部インターフェイスとで同一ネットワー 
クを接続します。インターフェイスの各ペアは、ブリッジ グループに属します。

bridge-group number

no bridge-group number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 2 つのインターフェイスのそれぞれに最大 8 つのブリッジ グループを設定できます。ブリッジ グ     
ループに割り当てることができるのは、2 つのインターフェイスだけです。同じインターフェイス 
を複数のブリッジ グループに割り当てることはできません。

interface bvi コマンドのあとに ip address コマンドを使用して、ブリッジ グループに管理 IP アドレ        
スを割り当てます。

ブリッジ グループごとに異なるネットワークに接続します。ブリッジ グループのトラフィックは、  
他のブリッジ グループから切り離されます。したがって、FWSM 内部の別のブリッジ グループに   
トラフィックがルーティングされることはありません。また、FWSM からいったん出なければ、外 
部ルータで FWSM 内部の別のブリッジ グループにルーティングすることはできません。

コマンド 説明

clear blocks システム バッファ統計情報を消去します。
show blocks システム バッファの利用率を表示します。

number 1 ～ 100 の整数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

—  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 4章      backup-servers ～ bridge-group コマンド         
bridge-group

4-8
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

セキュリティ コンテキストのオーバーヘッドを防ぐ場合、またはセキュリティ コンテキストの使  
用を最大限に引き出す場合は、複数のブリッジ グループを使用する必要がある場合もあります。ブ 
リッジング機能は各ブリッジ グループで別個のものですが、その他の多数の機能はすべてのブリッ 
ジ グループで共有されています。たとえば、すべてのブリッジ グループは Syslog サーバまたは    
AAA サーバのコンフィギュレーションを共有します。セキュリティ ポリシーを完全に分離するに  
は、各コンテキストの 1 つのブリッジ グループでセキュリティ コンテキストを使用します。

例 次に、ブリッジ グループ 1 に VLAN 100 を割り当てる例を示します。

hostname(config)# interface vlan 100
hostname(config-if)# bridge-group 1

関連コマンド コマンド 説明

interface bvi 管理 IP アドレスを設定できるように、ブリッジ グループについてイン   
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。

interface インターフェイスを設定します。

ip address ブリッジ グループの管理 IP アドレスを設定します。
nameif インターフェイス名を設定します。

security-level インターフェイスのセキュリティ レベルを設定します。
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5

cache-time ～ clear capture コマンド

cache-time
CRL を失効とみなすまでのキャッシュ内の CRL の有効期間を分数で指定するには、ca-crl コンフィ    
ギュレーション モードで cache-time コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマン   
ドの no 形式を使用します。

cache-time refresh-time

no cache-time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は 60 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ca-crl コンフィギュレーション モードを開始し、トラストポイント central に対して、キャッ    
シュ時間のリフレッシュ値を 10 分に指定する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# cache-time 10
hostname(ca-crl)# 

refresh-time キャッシュ内の CRL の有効期間を分数で指定します。範囲は、1 ～ 1440    
分です。CRL に NextUpdate フィールドが表示されない場合、CRL はキャッ    
シュされません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ca-crl コンフィギュレーション  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

call-agent
コール エージェント グループを指定するには、MGCP マップ コンフィギュレーション モードで     
call-agent コマンドを使用します。このモードには、mgcp-map コマンドを使用してアクセスできま  
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

call-agent ip_address group_id 

no call-agent ip_address group_id 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 つまたは複数のゲートウェイを管理できるコール エージェント グループを指定するには、   
call-agent コマンドを使用します。コール エージェント グループ情報は、グループ（ゲートウェイ   
がコマンドを送信するグループ以外のグループ）内のコール エージェントの接続を開始して、任意 
のコール エージェントが応答を送信できるようにする場合に使用します。group_id が同じコール 
エージェントは、同じグループに属します。コール エージェントは複数のグループに属すことがで 
きます。group_id オプションは、0 ～ 4294967295 の数値になります。ip_address オプションは、コー     
ル エージェントの IP アドレスを指定します。

コマンド 説明

crl configure crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
enforcenextupdate 証明書の NextUpdate CRL フィールドの処理方法を指定します。

ip_address ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
group_id コール エージェント グループの ID を 0 ～ 217483647 の範囲で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

MGCP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、コール エージェント 10.10.11.5 および 10.10.11.6 でゲートウェイ 10.10.10.115 を制御し、コー       
ル エージェント 10.10.11.7 および 10.10.11.8 で 2 つのゲートウェイ 10.10.10.116 および 10.10.10.117          
を制御するように設定する例を示します。

hostname(config)# mgcp-map mgcp_inbound
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.5 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.6 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.7 102
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.8 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.115 101
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.116 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.117 102

関連コマンド コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報を表示できるようにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show mgcp MGCP の設定およびセッション情報を表示します。
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capture
パケット キャプチャ機能をイネーブルにして、パケットのスニフィングやネットワーク障害を検出 
するには、capture コマンドを使用します。パケット キャプチャ機能をディセーブルにするには、  
このコマンドの no 形式を使用します。

capture capture_name [type {asp-drop [drop-code] | raw-data }] access-list access_list_name 
interface interface_name [buffer buf_size] [ethernet-type type] [packet-length bytes] 
[circular-buffer]

no capture capture-name [type {asp-drop [drop-code] | raw-data }] [access-list access_list_name] 
[interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • デフォルトの type は、raw-data です。

 • デフォルトの buffer size は、512 KB です。

 • デフォルトのイーサネット タイプは、IP です。

access-list 
access_list_name

アクセス リストに一致するトラフィックをキャプチャします。マルチ コ  
ンテキスト モードでは、このキャプチャはコンテキスト内でのみ有効で 
す。このキーワードは、type asp-drop を指定した場合を除き、必須です。

asp-drop [drop-code] （任意）高速セキュリティ パスが廃棄したパケットをキャプチャします。 
drop-code は、高速セキュリティ パスが廃棄したトラフィック タイプを指   
定します。廃棄コードのリストについては、show asp drop frame コマンド    
を参照してください。drop-code 引数を入力しない場合は、廃棄されたす 
べてのパケットがキャプチャされます。

このキーワードは、packet-length、circular-buffer、および buffer と組み  
合わせて指定できますが、interface、access-list 、または ethernet と組み   
合わせて指定することはできません。

buffer buf_size （任意）パケットの保存に使用するバッファのサイズをバイト単位で定義

します。バッファが一杯になると、パケットのキャプチャが停止します。

capture_name パケット キャプチャの名前を指定します。トラフィックの複数のタイプを 
キャプチャするには、複数の capture ステートメントに同一名を使用しま  
す。show capture コマンドを使用してキャプチャのコンフィギュレーショ  
ンを表示する場合、すべてのオプションが 1 行にまとめられます。

circular-buffer （任意）バッファが一杯になったときに、先頭部分からバッファを上書き

していきます。

ethernet-type type （任意）キャプチャするイーサネット タイプを選択します。デフォルトは、 
IP パケットです。

interface 
interface_name

パケット キャプチャに使用するインターフェイスの名前を設定します。 
キャプチャする任意のパケットのインターフェイスを設定する必要があ

ります。同一名の複数の capture コマンドを使用して、複数のインター  
フェイスを設定できます。このキーワードは、type asp-drop を指定した場  
合を除き、必須です。

packet-length bytes （任意）キャプチャ バッファに保存する各パケットの最大サイズ（バイト 
数）を設定します。

raw-data （任意）1 つまたは複数のインターフェイスのインバウンド パケットとア  
ウトバウンド パケットをキャプチャします。この設定は、デフォルトです。

type （任意）キャプチャされるデータ タイプを指定できます。
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 • デフォルトの packet-length は、68 バイトです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 接続障害のトラブルシューティングや不審な動作を監視する際に、パケットのキャプチャは有効で

す。複数のキャプチャを作成できます。パケット キャプチャを表示するには、show capture name   
コマンドを使用します。ファイルにキャプチャを保存するには、copy capture コマンドを使用しま  
す。

FWSM は、自身の内部を通過するすべての IP トラフィックをトラッキングできます。また、FWSM   
に対するすべての管理用トラフィック（SSH や Telnet トラフィックなど）も含め、FWSM 宛てのす    
べての IP トラフィックをキャプチャすることもできます。

キャプチャ バッファを削除せずにキャプチャを停止するには、no capture コマンドに access-list と     
interface  キーワードを指定して入力します。キャプチャを停止し、バッファを削除するには、キー  
ワードを何も指定せずに、no capture name と入力します。

（注） capture コマンドはコンフィギュレーションには保存されません。また、capture コマンドはフェー  
ルオーバー中にスタンバイ装置にコピーされることもありません。

例 次の例では、外部ホスト 171.71.69.234 から内部 HTTP サーバへのトラフィックがキャプチャされま    
す。

hostname(config)# access-list http permit tcp host 10.120.56.15 eq http host 
171.71.69.234
hostname(config)# access-list http permit tcp host 171.71.69.234 host 10.120.56.15 eq 
http
hostname(config)# capture captest access-list http packet-length 74 interface inside

[captest] という名前のキャプチャの内容を Web ブラウザで表示するには、次のアドレスを入力しま   
す。

https://171.69.38.95/capture/captest/pcap

Internet Explorer や Netscape Navigator などの Web ブラウザで使用される libpcap ファイルをローカル         
マシンにダウンロードするには、次のアドレスを入力します。

https://171.69.38.95/capture/http/pcap

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) 汎用プロセッサを通過するトラフィックだけでなく、すべてのトラフィッ

クをキャプチャする機能が追加されました。
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関連コマンド

cd
現在の作業ディレクトリを指定したディレクトリに変更するには、特権 EXEC モードで cd コマン    
ドを使用します。

cd [flash:] [path]

シンタックスの説明

デフォルト ディレクトリを指定しない場合、ディレクトリはルート ディレクトリに変更されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、[config] ディレクトリに変更する例を示します。

hostname# cd flash:/config/

関連コマンド

コマンド 説明

clear capture キャプチャ バッファを消去します。
copy capture キャプチャ ファイルをサーバにコピーします。
show capture オプションが指定されていない場合に、キャプチャのコンフィギュレー

ションを表示します。

flash: 内部フラッシュ メモリを、コロンを付けて指定します。
path （任意）変更するディレクトリの絶対パス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。
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certificate
指定した証明書を追加するには、crypto ca 証明書チェーン モードで certificate コマンドを使用しま     
す。このコマンドを使用する場合、FWSM は、コマンドによって入力されたデータを 16 進表記の   
証明書として解釈します。quit 文字列は、証明書の末尾を示します。

証明書を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

certificate {ca | ra-encrypt | ra-sign | ra-general} certificate-serial-number

no certificate certificate-serial-number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン CA は、セキュリティ証明書とメッセージ暗号化用の公開鍵を発行および管理するネットワーク内 
の機関です。Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）の一部として、デジタル   
証明書の要求者によって提供された情報を RA でチェックします。RA によって要求者の情報が確   
認されると、CA が証明書を発行します。

certificate-serial-number 証明書のシリアル番号を 16 進表記で指定します。最後に quit の文字を    
入力します。

ca 証明書が CA から発行された証明書であることを指定します。
ra-encrypt 証明書が SCEP で使用される Registration Authority（RA; 登録局）鍵暗号     

化証明書であることを指定します。

ra-general 証明書が SCEP メッセージングのデジタル署名および鍵の暗号化で使用  
される RA 証明書であることを指定します。

ra-sign 証明書が SCEP メッセージングで使用される RA デジタル署名の証明書    
であることを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca 証明書チェーン コン   
フィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、central という名前のトラストポイントの ca トラストポイント モードを開始してから、central    
の crypto ca 証明書チェーン モードを開始し、シリアル番号が 29573D5FF010FE25B45 の CA 証明書        
を追加する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crypto ca certificate chain central 
hostname(ca-cert-chain)# certificate ca 29573D5FF010FE25B45
  30820345 308202EF A0030201 02021029 572A3FF2 96EF854F D0D6732F E25B4530
  0D06092A 864886F7 0D010105 05003081 8F311630 1406092A 864886F7 0D010901
  16076140 622E636F 6D310B30 09060355 04061302 55533116 30140603 55040813
  0D6D6173 73616368 75736574 74733111 300F0603 55040713 08667261 6E6B6C69
  6E310E30 0C060355 040A1305 63697363 6F310F30 0D060355 040B1306 726F6F74
  6F75311C 301A0603 55040313 136D732D 726F6F74 2D736861 2D30362D 32303031
  301E170D 30313036 32363134 31313430 5A170D32 32303630 34313430 3133305A
  30818F31 16301406 092A8648 86F70D01 09011607 6140622E 636F6D31 0B300906
  03550406 13025553 31163014 06035504 08130D6D 61737361 63687573 65747473
  3111300F 06035504 07130866 72616E6B 6C696E31 0E300C06 0355040A 13056369
  73636F31 0F300D06 0355040B 1306726F 6F746F75 311C301A 06035504 0313136D
  732D726F 6F742D73 68612D30 362D3230 3031305C 300D0609 2A864886 F70D0101
  01050003 4B003048 024100AA 3EB9859B 8670A6FB 5E7D2223 5C11BCFE 48E6D3A8
  181643ED CF7E75EE E77D83DF 26E51876 97D8281E 9F58E4B0 353FDA41 29FC791B
  1E14219C 847D19F4 A51B7B02 03010001 A3820123 3082011F 300B0603 551D0F04
  04030201 C6300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604
  14E0D412 3ACC96C2 FBF651F3 3F66C0CE A62AB63B 323081CD 0603551D 1F0481C5
  3081C230 3EA03CA0 3A86386C 6461703A 2F2F7732 6B616476 616E6365 64737276
  2F436572 74456E72 6F6C6C2F 6D732D72 6F6F742D 7368612D 30362D32 3030312E
  63726C30 3EA03CA0 3A863868 7474703A 2F2F7732 6B616476 616E6365 64737276
  2F436572 74456E72 6F6C6C2F 6D732D72 6F6F742D 7368612D 30362D32 3030312E
  63726C30 40A03EA0 3C863A66 696C653A 2F2F5C5C 77326B61 6476616E 63656473
  72765C43 65727445 6E726F6C 6C5C6D73 2D726F6F 742D7368 612D3036 2D323030
  312E6372 6C301006 092B0601 04018237 15010403 02010130 0D06092A 864886F7
  0D010105 05000341 0056221E 03F377B9 E6900BF7 BCB3568E ADBA146F 3B8A71F3
  DF9EB96C BB1873B2 B6268B7C 0229D8D0 FFB40433 C8B3CB41 0E4D212B 2AEECD77
  BEA3C1FE 5EE2AB6D 91
  quit

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップのコンフィギュレーションをすべて

クリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。

crypto ca certificate chain crypto ca 証明書チェーン モードを開始します。
crypto ca trustpoint ca トラストポイント モードを開始します。
show running-config crypto map すべての暗号マップのコンフィギュレーションをすべて

表示します。
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chain
証明書チェーンの送信をイネーブルにするには、tunnel-group ipsec-attributes コンフィギュレーショ  
ン モードで chain コマンドを使用します。この送信アクションには、ルート証明書と Subordinate    
Certification Authority（SCA; 下位認証局）の証明書が含まれます。デフォルトの設定に戻すには、  
このコマンドの no 形式を使用します。

chain

no chain 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドのデフォルト設定はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのトンネルグループ タイプにこの属性を適用できます。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードにおいて、209.165.200.225 の IP アドレスで IPSec      
LAN 間トンネル グループのチェーンの送信（ルート証明書と SCA の証明書を含む）をイネーブル    
にする例を示します。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# chain
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された    

証明書マップ エントリにトンネル グループを対応付け  
ます。
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changeto
各セキュリティ コンテキスト間およびシステムとの切り替えを行うには、特権 EXEC モードで   
changeto コマンドを使用します。

changeto {system | context name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システムの実行スペースまたは管理コンテキストにログインした場合、コンテキストを変更し、各

コンテキスト内でコンフィギュレーションを実行して、タスクを監視できます。コンフィギュレー

ション モードで編集する「実行」コンフィギュレーション、または copy あるいは write コマンド     
で使用されている「実行」コンフィギュレーションは、ユーザが作業している実行スペースによっ

て異なります。システム実行スペースで作業している場合、実行コンフィギュレーションはシステ

ム コンフィギュレーションのみで構成されます。コンテキスト実行スペースで作業している場合、 
実行コンフィギュレーションはコンテキストのみで構成されます。たとえば、show running-config 
コマンドを入力して、すべての実行コンフィギュレーション（システムおよびすべてのコンテキス

ト）を表示することはできません。現在のコンフィギュレーションだけが表示されます。

例 次に、特権 EXEC モードで、コンテキストからシステム、システムからコンテキストに変更する例  
を示します。

hostname/admin# changeto system
hostname# changeto context customerA
hostname/customerA#

次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードで、システムから管理コンテキストに変  
更する例を示します。実行スペースを変更するときにコンフィギュレーション モードを開始してい 
る場合、モードは新しい実行スペースのグローバル コンフィギュレーション モードに変わります。

hostname(config-if)# changeto context admin
hostname/admin(config)#

context name 指定した名前のコンテキストに変更します。

system システムの実行スペースに変更します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。



第 5章      cache-time ～ clear capture コマンド
changeto

5-11
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

関連コマンド コマンド 説明

admin-context コンテキストを管理コンテキストに設定します。

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

show context コンテキスト（システム実行スペース）リストまたは現在のコンテキスト

に関する情報を表示します。
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checkheaps
チェックヒープ検証間隔を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  
checkheaps コマンドを使用します。値をデフォルトに設定するには、このコマンドの no 形式を使   
用します。チェックヒープは、ヒープ メモリ バッファの妥当性（動的メモリはシステム ヒープ メ    
モリ領域から割り当てられます）、およびコード領域の整合性を検証する定期的なプロセスです。

checkheaps {check-interval | validate-checksum} seconds

no checkheaps {check-interval | validate-checksum} [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの間隔は、それぞれ 60 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、バッファ割り当ての間隔を 200 秒に、コード スペースのチェックサム間隔を 500 秒に設定す     
る例を示します。

hostname(config)# checkheaps check-interval 200
hostname(config)# checkheaps validate-checksum 500

関連コマンド

check-interval バッファの検証間隔を設定します。バッファ検証プロセスは、ヒープの健

全性（割り当てられたメモリ バッファ、解放されたメモリ バッファ）を  
チェックします。各プロセスの呼び出しで、FWSM はヒープ全体をチェッ 
クし、各メモリ バッファを検証します。不一致が生じると、FWSM は、  
「割り当てバッファエラー」または「空きバッファエラー」のどちらかを

発行します。エラーが発生すると、FWSM は、可能であればトレースバッ 
ク情報をダンプし、リロードします。

validate-checksum コード スペースのチェックサム検証間隔を設定します。FWSM の初回起  
動時に、FWSM がすべてのコードのハッシュを計算します。その後の定期 
的なチェックの際に、FWSM は新しいハッシュを生成し、最初のハッシュ 
と比較します。不一致が生じると、FWSM は「テキスト チェックサム  
チェックヒープ エラー」を発行します。エラーが発生すると、FWSM は、  
可能であればトレースバック情報をダンプし、リロードします。

seconds 間隔（秒単位）を 1 ～ 2147483 で設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show checkheaps チェックヒープの統計情報を表示します。
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check-retransmission
TCP 再送信攻撃を防止するには、tcp-map コンフィギュレーション モードで check-retransmission コ     
マンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

check-retransmission

no check-retransmission

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトは、ディセーブルにされています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン tcp-map コマンドは、モジュラ ポリシー フレームワーク基盤で使用します。class-map コマンドを    
使用してトラフィック クラスを定義し、tcp-map コマンドを使用して TCP 検査をカスタマイズし    
ます。policy-map コマンドを使用して、新しい TCP マップを適用します。service-policy コマンド    
を使用して、TCP 検査をアクティブにします。

tcp-map コンフィギュレーション モードを開始するには、tcp-map コマンドを使用します。エンド   
システムの矛盾した再送信の解釈によって発生する TCP 再送信スタイルの攻撃を防止するには、  
tcp-map コンフィギュレーション モードで check-retransmission コマンドを使用します。

例 次に、すべての TCP フローの TCP チェック再送信機能をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# access-list TCP extended permit tcp any any
hostname(config)# tcp-map tmap
hostname(config-tcp-map)# check-retransmission
hostname(config-tcp-map)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match access-list TCP
hostname(config-cmap)# policy-map pmap
hostname(config-pmap)# class cmap
hostname(config-pmap)# set connection advanced-options tmap
hostname(config-pmap)# service-policy pmap global

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tcp-map コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

class
セキュリティ コンテキストを割り当てるリソース クラスを作成するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで class コマンドを使用します。クラスを削除するには、このコマンドの no    
形式を使用します。

class name

no class name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、コンテキスト別の最大限度が適用される場合を除き、あらゆるセキュリティ コン 
テキストが FWSM のリソースに無制限にアクセスできます。ただし、1 つまたは複数のコンテキス   
トがリソースを多く使用しすぎていて、他のコンテキストの接続が拒否される場合など、リソース

管理を設定してコンテキストごとのリソースの使用を制限できます。

FWSM は、リソース クラスにコンテキストを割り当てることによってリソースを管理します。各  
コンテキストは、クラスによって設定されたリソース限度を使用します。

（注） FWSM はコンテキストごとに帯域幅制限を行いません。ただし、FWSM を搭載したスイッチは、  
VLAN 単位で帯域幅を制限できます。詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。

コマンド 説明

class トラフィックを分類するためのクラス マップを指定します。
policy-map トラフィック クラスと 1 つ以上のアクションを関連付けたものであるポ   

リシーを設定します。

set connection 接続値を設定します。

tcp-map TCP マップを作成し、tcp-map コンフィギュレーション モードにアクセス   
できるようにします。

name 名前として、20 文字までの長さのテキスト文字列を指定します。デフォル 
ト クラスの制限を設定する場合は、名前として default と入力します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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クラスを作成する場合、FWSM はクラスに割り当てられた各コンテキスト用にリソースの一部を確 
保しないで、コンテキストに最大限のリソースを設定します。FWSMリソースをオーバースクライ
ブさせた場合、または一部のリソースを無制限にした場合は、少数のコンテキストでこれらのリ

ソースを使い果たしてしまい、他のコンテキストのサービスが悪影響を受ける可能性があります。

クラスのリソースを設定する場合は、limit-resource コマンドを参照してください。

特定のクラスに割り当てないかぎり、すべてのコンテキストはデフォルト クラスに所属するため、 
コンテキストをデフォルト クラスに割り当てる操作は不要です。

コンテキストがデフォルト クラス以外のクラスに所属する場合、そのクラスの設定値によってデ 
フォルト クラスの設定値が上書きされます。ただし、別のクラスで設定が定義されていない場合に 
は、メンバー コンテキストはデフォルト クラスの制限を使用します。たとえば、すべての同時接  
続に関して 2% の制限を持ち、他に制限のないクラスを作成した場合、その他の制限はすべてデフォ  
ルト クラスから継承されます。逆に、すべてのリソースに対して 2% の制限を持つクラスを作成す   
ると、そのクラスはデフォルト クラスの設定を使用しません。

デフォルトでは、デフォルト クラスはすべてのコンテキストのリソースに対して無制限のアクセス 
を提供しています（次の制限のようにデフォルトで各コンテキストで許容される最大限のリソース

が設定されている場合は除きます）。

 • Telnet セッション ― 5 セッション

 • SSH セッション ― 5 セッション

 • IPSec セッション ― 5 セッション

 • MAC アドレス ― 65,535 エントリ

例 次に、conns のデフォルト クラス限度を無制限ではなく、10% に設定する例を示します。

hostname(config)# class default
hostname(config-class)# limit-resource conns 10%

その他のすべてのリソースは無制限のままです。

fixups だけは 10% に設定し、それ以外のリソースはすべて 5% に設定して、gold というクラスを追      
加する場合、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# class gold
hostname(config-class)# limit-resource all 5%
hostname(config-class)# limit-resource fixups 10%

Syslog メッセージだけは 500/秒に設定し、それ以外のリソースはすべて 3% に設定して、silver と     
いうクラスを追加する場合、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# class silver
hostname(config-class)# limit-resource all 3%
hostname(config-class)# limit-resource rate syslogs 500

関連コマンド コマンド 説明

clear configure class クラス設定を消去します。

context セキュリティ コンテキストを設定します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

member リソース クラスにコンテキストを割り当てます。
show class クラスに割り当てられたコンテキストを表示します。
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class (policy-map)
トラフィックの分類用にクラス マップをポリシーに割り当てるには、ポリシー マップ モードで   
class コマンドを使用します。ポリシー マップのクラス マップ指定を解除するには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

class classmap-name

no class classmap-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、常に [class class-default] がポリシー マップの末尾に割り当てられます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン class-default を含む、最大 63 のクラス コマンドをポリシー マップに設定できます。

[class-default] の名前は、デフォルト クラスに対して予約された名前で、常に割り当てられます。つ  
まり、コンフィギュレーションにこの名前を加えることは可能ですが、CLI を使用して再設定した 
り、削除したりすることはできません。詳細については、class-map コマンドの説明を参照してく 
ださい。

クラス モードを開始するには、class コマンドを使用します。このモードでは、次のコマンドを入  
力できます。

 • set connection

 • inspect

 • ips

詳細については、個々のコマンドの項を参照してください。

classmap-name クラス マップの名前。名前の最大長は 40 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ポリシー マップ  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 5章      cache-time ～ clear capture コマンド
class (policy-map) 

5-17
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

例 次は、HTTP サーバに対する接続数を最大 256 に制限する接続ポリシーに対して、class コマンドを    
使用した場合の policy-map コマンドの例です。

hostname(config)# access-list myhttp permit tcp any host 10.1.1.1
hostname(config)# class-map myhttp

hostname(config-cmap)# match access-list myhttp
hostname(config-cmap)# exit

hostname(config)# policy-map global-policy
hostname(config-pmap)# description This policy map defines a policy concerning 
connection to http server.
hostname(config-pmap)# class myhttp
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 256

関連コマンド コマンド 説明

clear configure policy-map service-policy コマンドで使用されているポリシー マップを  
除いて、すべてのポリシー マップのコンフィギュレーション 
を削除します。

policy-map 1 つまたは複数のトラフィック クラスを 1 つまたは複数のア    
クションに関連付けることによって、ポリシーを設定しま

す。

show running-config policy-map 現在のすべてのポリシー マップ コンフィギュレーションを  
表示します。
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class-map
Modular Policy Framework を使用してセキュリティ機能を設定する際に、インターフェイスのトラ   
フィックを分類するには、グローバル コンフィギュレーション モードで class-map コマンドを使用    
します。クラス マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

class-map class_map_name

no class-map class_map_name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト クラスである class-default は、常に割り当てられ、CLI を使用して設定したり、削除し    
たりすることはできません。ポリシー マップで使用される場合、デフォルト クラスは、「他のトラ  
フィックすべて」です。class-default の定義は、次のとおりです。

class-map class-default
match any

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Modular Policy Framework を使用してセキュリティ機能を設定する場合、class-map コマンドを使用    
してトラフィック クラスを定義できます。Modular Policy Framework は、Cisco IOS ソフトウェア      
QoS CLI と同じような方法で FWSM 機能を設定するための一貫性と柔軟性がある方法を提供しま    
す。Modular Policy Framework を使用してセキュリティ機能を設定するには、class-map、policy-map、   
および service-policy 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。

class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義し    
ます。次に、policy-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィック   
クラスを 1 つまたは複数のアクションに関連付けてポリシー マップを作成します。最後に、   
service-policy コマンドを使用して、ポリシー マップを 1 つまたは複数のインターフェイスに関連付    
けてセキュリティ ポリシーを作成します。

class_map_name クラス マップ名のテキスト。テキストの最大長は 40 文字です。クラス   
マップの名前スペースは、セキュリティ コンテキストに対してローカルで 
す。したがって、同一名が複数のセキュリティ コンテキストで使用される 
場合があります。セキュリティ コンテキスト当たりの最大クラス マップ  
数は 255 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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トラフィック クラス マップには、多くても 1 つの match コマンドが含まれます 
（match default-inspection-traffic コマンドを除く）。match コマンドは、トラフィック クラスに含ま    
れているトラフィックを特定します。パケットがクラス マップに対して照合される場合、照合の結 
果は match または no match のいずれかになります。

クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始するには、class-map コマンドを使用します。    
クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、クラ     
スに含めるトラフィックを定義できます。クラス マップ コンフィギュレーション モードで使用で   
きるコマンドは、次のとおりです。

例 次に、クラス マップを使用して、宛先がポート 21 であるすべての TCP トラフィックのトラフィッ     
ク クラスを定義する例を示します。

hostname(config)# class-map ftp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 21

関連コマンド

description クラス マップの記述を指定します。
match access-list 一致条件として使用する ACL の名前を指定します。パケットが  

ACL のエントリと一致しなかった場合、照合結果は no-match に   
なります。パケットが ACL のエントリと一致し、なおかつ許可  
エントリだった場合、照合結果は match になります。拒否の ACL   
エントリと一致した場合の照合結果は、no-match になります。

match port TCP/UDP 宛先ポートを使用して、トラフィックを照合するよう 
に指定します。

match precedence IP ヘッダー内の TOS バイトで表された優先順位値を照合する   
ように指定します。

match dscp IP ヘッダー内の IETF 定義の DSCP 値を照合するように指定し     
ます。

match rtp RTP ポートを照合するように指定します。
match default-inspection-traffic inspect コマンドのデフォルト トラフィックを照合するように  

指定します。

コマンド 説明

clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
policy-map トラフィック クラスを 1 つまたは複数のアクションに関連   

付けることによって、ポリシー マップを作成します。
service-policy ポリシー マップを 1 つまたは複数のインターフェイスに関   

連付けることによって、セキュリティ ポリシーを作成しま 
す。

show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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clear aaa local user fail-attempts
ユーザのロックアウト ステータスを変更することなく、ユーザ認証試行の失敗回数をゼロにリセッ 
トするには、特権 EXEC モードで clear aaa local user fail-attempts コマンドを使用します。

clear aaa local user authentication fail-attempts {username name | all}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、たとえば、設定が最近変更された場合など、ユーザが数回認証に失敗しても、カ

ウンタをゼロにリセットする場合に使用します。

失敗した認証試行が設定数に達すると、ユーザはシステムからロックアウトされ、システム管理者

がユーザ名のロックを解除するか、システムが再起動されるまで、正常にログインできません。

ユーザが正常に認証されるか、FWSM が再起動されると、失敗試行回数がゼロにリセットされ、 
ロックアウト ステータスが No にリセットされます。

ユーザ名がロックされるか、ロック解除されると、Syslog メッセージが生成されます。

特権レベルが 15 のシステム管理者は、ロックアウトされません。

例 次に、clear aaa local user authentication fail-attempts コマンドを使用して、ユーザ名が anyuser の失        
敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットする例を示します。

hostname(config)# clear aaa local user authentication fail-attempts username anyuser
hostname(config)#

次に、clear aaa local user authentication fail-attempts コマンドを使用して、すべてのユーザの失敗      
試行カウンタをゼロ（0）にリセットする例を示します。

hostname(config)# clear aaa local user authentication fail-attempts all
hostname(config)#

all すべてのユーザの失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットします。
name 失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットする特定のユーザ名を指定しま

す。

username 後続のパラメータが、失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットするユー
ザ名であることを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa local authentication attempts max-fail ユーザ認証試行の失敗許可数を設定します。

clear aaa local user lockout ユーザのロックアウト ステータスを変更すること 
なく、ユーザ認証試行の失敗回数をゼロにリセット

します。

show aaa local user [locked] 現在ロックされているユーザ名のリストを表示し

ます。
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clear aaa local user lockout
指定したユーザのロックアウト ステータスをクリアし、失敗試行カウンタをゼロ（0）に設定する 
には、特権 EXEC モードで clear aaa local user lockout コマンドを使用します。

clear aaa local user lockout {username name | all}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン username オプションで特定のユーザを指定することも、または all オプションですべてのユーザを   
指定することもできます。

このコマンドが作用するのは、ロックアウトされているユーザのステータスだけです。

装置から管理者をロックアウトすることはできません。

ユーザ名がロックされるか、ロック解除されると、Syslog メッセージが生成されます。

例 次に、clear aaa local user lockout コマンドを使用して、ロックアウトの状態をクリアし、ユーザ名     
が anyuser の失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットする例を示します。

hostname(config)# clear aaa local user lockout username anyuser
hostname(config)#

関連コマンド

all すべてのユーザの失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットします。
name 失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットする特定のユーザ名を指定しま

す。

username 後続のパラメータが、失敗試行カウンタをゼロ（0）にリセットするユー
ザ名であることを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa local authentication attempts max-fail ユーザ認証試行の失敗許可数を設定します。

clear aaa local user fail-attempts ユーザのロックアウト ステータスを変更することな 
く、ユーザ認証試行の失敗回数をゼロにリセットし

ます。

show aaa local user [locked] 現在ロックされているユーザ名のリストを表示しま

す。
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clear aaa-server statistics
AAA サーバの統計情報をリセットするには、特権 EXEC モードで clear aaa-server statistics コマン       
ドを使用します。

clear aaa-server statistics [LOCAL | groupname [host hostname] | protocol protocol]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのグループの AAA サーバ統計情報を削除します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次のコマンドは、グループ内の特定サーバの AAA 統計情報をリセットする方法を示します。

hostname(config)# clear aaa-server statistics svrgrp1 host 1.2.3.4

次のコマンドは、サーバ グループすべての AAA 統計情報をリセットする方法を示します。

hostname(config)# clear aaa-server statistics svrgrp1

次のコマンドは、すべてのサーバ グループの AAA 統計情報をリセットする方法を示します。

hostname(config)# clear aaa-server statistics

次のコマンドは、特定のプロトコル（この場合、TACACS+）の AAA 統計情報をリセットする方法  
を示します。

hostname(config)# clear aaa-server statistics protocol tacacs+

LOCAL （任意）LOCAL ユーザ データベースの統計情報をクリアします。
groupname （任意）グループ内のサーバの統計情報をクリアします。

host hostname （任意）グループ内の特定サーバの統計情報をクリアします。

protocol protocol （任意）指定したプロトコルのサーバの統計情報をクリアします。

 • kerberos

 • ldap

 • nt

 • radius

 • sdi

 • tacacs+

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa-server protocol AAA サーバ接続データのグループ化を指定し、管理します。
clear configure aaa-server 非デフォルトのすべての AAA サーバ グループを削除する   

か、指定したグループをクリアします。

show aaa-server AAA サーバの統計情報を表示します。
show running-config aaa-server 現在の AAA サーバのコンフィギュレーション値を表示しま  

す。
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clear access-list
アクセス リストのカウンタをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear    
access-list コマンドを使用します。

clear access-list [id counters]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのアクセス リストのカウンタがクリアされます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン id を指定せずに clear access-list コマンドを入力すると、すべてのアクセス リストのカウンタがクリ     
アされます。

例 次に、特定のアクセス リストのカウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear access-list inbound counters

関連コマンド

id counters （任意）アクセス リストの名前または番号 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list extended 設定にアクセス リストを追加し、ファイアウォールを通過する 
IP トラフィックのポリシーを設定します。

access-list standard アクセス リストを追加して、OSPF ルートの宛先 IP アドレスを    
特定します。OSPF ルートは、OSPF 再配布用のルート マップ   
に使用できます。

clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストを消去しま 
す。

show access-list アクセス リスト エントリを番号別に表示します。
show running-config access-listt FWSM で稼働中のアクセス リストのコンフィギュレーション  

を表示します。
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clear arp
ダイナミック ARP エントリまたは ARP の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear       
arp コマンドを使用します。

clear arp [statistics]

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての ARP の統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear arp statistics

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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clear asp drop
高速セキュリティ パスの廃棄の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear asp drop コ       
マンドを使用します。

clear asp drop [flow type | frame type]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、このコマンドがすべての廃棄の統計情報をクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

flow （任意）廃棄されたフローの統計情報をクリアします。

frame （任意）廃棄されたパケットの統計情報をクリアします。

type （任意）特定のプロセスで廃棄されたフローまたはパケットの統計情報を

クリアします。タイプのリストについては、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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使用上のガイドライン プロセス タイプには、次の内容が含まれます。

acl-drop
audit-failure
closed-by-inspection
conn-limit-exceeded
fin-timeout
flow-reclaimed
fo-primary-closed
fo-standby
fo_rep_err
host-removed
inspect-fail
ips-fail-close
ips-request
ipsec-spoof-detect
loopback
mcast-entry-removed
mcast-intrf-removed
mgmt-lockdown
nat-failed
nat-rpf-failed
need-ike
no-ipv6-ipsec
non_tcp_syn
out-of-memory
parent-closed
pinhole-timeout
recurse
reinject-punt
reset-by-ips
reset-in
reset-oout
shunned
syn-timeout
tcp-fins
tcp-intecept-no-response
tcp-intercept-kill
tcp-intercept-unexpected
tcpnorm-invalid-syn
tcpnorm-rexmit-bad
tcpnorm-win-variation
timeout
tunnel-pending
tunnel-torn-down
xlate-removed

例 次に、すべての廃棄の統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear asp drop

関連コマンド コマンド 説明

show asp drop 廃棄されたパケット数を示す高速セキュリティ パスのカウンタを 
表示します。
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clear blocks
最低水準点および履歴情報などのパケット バッファ カウンタをリセットするには、特権 EXEC   
モードで clear blocks コマンドを使用します。

clear blocks

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最低水準点のカウンタを各プールで現在利用できるブロックにリセットします。直前のバッファ割

り当ての失敗時に保存された履歴情報もクリアします。

例 次に、ブロックをクリアする例を示します。

hostname# clear blocks

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

blocks ブロック診断に割り当てるメモリを増加させます。

show blocks システム バッファの利用率を表示します。
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clear capture
キャプチャ バッファを消去するには、clear capture capture_nameコマンドを使用します。

clear capture capture_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのパケット キャプチャが誤って消去されることを防ぐため、clear capture（cl cap や clear cap      
など）の短縮形はサポートされていません。

例 次に、キャプチャ バッファ [trudy] のキャプチャ バッファをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear capture trudy

関連コマンド

capture_name パケット キャプチャの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権モード  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

capture パケット キャプチャ機能をイネーブルにして、パケット スニフィングお  
よびネットワーク障害検出を有効にします。

show capture オプションが指定されていない場合に、キャプチャのコンフィギュレー

ションを表示します。



C H A P T E R

6-1
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

6

clear configure ～  
clear configure virtual コマンド

clear configure
実行コンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで 
clear configure コマンドを使用します。

clear configure {primary | secondary | all | command}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

command 指定したコマンドのコンフィギュレーションをクリアします。詳細について

は、clear configure command コマンドに対するこのマニュアルの各エントリ   
を参照してください。

primary 次のコマンドを含む、接続に関連するコマンドをクリアします。

 • tftp-server

 • shun

 • route

 • ip address

 • mtu

 • failover

 • monitor-interface

 • boot
secondary primary キーワードを使用してクリアされた接続に関連しないコマンドをク 

リアします。

all すべての実行コンフィギュレーションをクリアします。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン セキュリティ コンテキストにこのコマンドを入力すると、コンテキストのコンフィギュレーション 
だけがクリアされます。システムの実行スペースにこのコマンドを入力した場合、システムの実行

コンフィギュレーションのほか、すべてのコンテキストの実行コンフィギュレーションがクリアさ

れます。システム コンフィギュレーションのすべてのコンテキスト エントリをクリアしたため  
（context コマンドを参照）、コンテキストが稼働しなくなり、コンテキストの実行スペースに変更 
できなくなります。

コンフィギュレーションをクリアする前に、boot config コマンド（スタートアップ コンフィギュ   
レーションの場所を指定します）に対する変更内容がスタートアップ コンフィギュレーションに保 
存されていることを確認します。実行コンフィギュレーションだけでスタートアップ コンフィギュ 
レーションの場所を変更している場合は、再起動すると、デフォルトの場所からコンフィギュレー

ションがロードされます。

例 次に、すべての実行コンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure all

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが各コマンドのコンフィギュレーションをクリアできるよ

うに変更されました。

コマンド 説明

configure http 指定した HTTP（HTTPS）URL のコンフィギュレーション ファイ   
ルを実行コンフィギュレーションにマージします。

configure memory スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー 
ションをマージします。

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実行    
コンフィギュレーションをマージします。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。
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clear configure aaa
AAA のコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
clear configure aaa コマンドを使用します。clear configure aaa コマンドは、コンフィギュレーショ      
ンから AAA コマンドのステートメントを削除します。

clear configure aaa

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン また、このコマンドは、AAA パラメータ（存在する場合）をデフォルト値にリセットします。

例 hostname(config)# clear configure aaa

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear aaa コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear aaa から変更されました。

コマンド 説明

aaa accounting アカウンティングをイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa authentication ユーザ認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa authorization ユーザ許可をイネーブルまたはディセーブルにします。

show running-config aaa AAA のコンフィギュレーションを表示します。
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clear configure aaa-server
すべての AAA サーバ グループを削除するか、指定したグループをクリアするには、グローバル コ    
ンフィギュレーション モードで clear configure aaa-server コマンドを使用します。

clear configure aaa-server [server-tag]

clear configure aaa-server [server-tag] host server-ip

シンタックスの説明

デフォルト すべての AAA サーバ グループを削除します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定の AAA サーバ グループを指定するか、デフォルトですべての AAA サーバ グループを指定で      
きます。

サーバ グループ内の特定のサーバを指定するには、host キーワードを使用します。

また、このコマンドは、AAA サーバのパラメータ（存在する場合）をデフォルト値にリセットします。

例 次に、コンフィギュレーションの例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol sdi
hostname(config)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server)# timeout 9
hostname(config-aaa-server)# retry 7
hostname(config-aaa-server)# sdi-version sdi-5
hostname(config-aaa-server)# exit

次に、コマンドを使用した場合の例をいくつか紹介します。

次のコマンドは、グループから特定のサーバを削除する方法を示します。

hostname(config)# clear config aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4

次のコマンドは、サーバ グループを削除する方法を示します。

hostname(config)# clear config aaa-server svrgrp1

server-ip AAA サーバの IP アドレス
server-tag （任意）クリアするサーバ グループの記号名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) clear aaa-server コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear aaa-server から変更されました。
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次のコマンドは、すべてのサーバ グループを削除する方法を示します。

hostname(config)# clear config aaa-server

関連コマンド

clear configure access-group
すべてのインターフェイスからアクセス グループを削除するには、clear configure access-group コ    
マンドを使用します。

clear configure access-group

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべてのアクセス グループを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure access-group

関連コマンド

コマンド 説明

aaa-server host ホスト固有の AAA サーバ接続データを指定し、管理します。
aaa-server protocol このコマンドを使用すると、グループに固有で、すべてのホストに

共通の AAA サーバのパラメータを設定できます。
show running-config aaa 各ユーザで使用できる同時プロキシ接続の現在の最大数を、その他

の AAA のコンフィギュレーション値と一緒に表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear access-group から変更されました。

コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
show running-config access-group 現在のアクセス グループのコンフィギュレーションを表 

示します。
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clear configure access-list
実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリアするには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで clear configure access list コマンドを使用します。

clear configure access-list [id]

シンタックスの説明

デフォルト 実行コンフィギュレーションからすべてのアクセス リストがクリアされます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、実行コンフィギュレーションからアクセス リストをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure access-list

関連コマンド

id （任意）アクセス リストの名前または番号 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list extended 設定にアクセス リストを追加し、ファイアウォールを通過す 
る IP トラフィックのポリシーを設定します。

access-list standard アクセス リストを追加して、OSPF ルートの宛先 IP アドレス    
を特定します。OSPF ルートは、OSPF 再配布用のルート マッ   
プに使用できます。

clear access-list アクセス リストのカウンタをクリアします。
show access-list アクセス リストのカウンタを表示します。
show running-config access-list FWSM で稼働中のアクセス リストのコンフィギュレーショ  

ンを表示します。
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clear configure alias
コンフィギュレーションからすべての alias コマンドを削除するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで clear configure alias コマンドを使用します。

clear configure alias

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションからすべての alias コマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure alias

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear alias から変更されました。

コマンド 説明

alias 特定のアドレスを別のアドレスに変換します。

show running-config alias オーバーラップするアドレスをデュアル NAT コマンドとともにコ  
ンフィギュレーション内に表示します。
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clear configure arp
arp コマンドで追加したスタティック ARP エントリをクリアするには、グローバル コンフィギュ    
レーション モードで clear configure arp コマンドを使用します。

clear configure arp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションからスタティック ARP エントリをクリアする例を示します。

hostname# clear configure arp

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) configure キーワードが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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clear configure arp-inspection
ARP 検査のコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで clear configure arp-inspection コマンドを使用します。

clear configure arp-inspection

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ARP 検査のコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure arp-inspection

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear arp-inspection から変更されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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clear configure asdm
実行コンフィギュレーションからすべての asdm コマンドを削除するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure asdm コマンドを使用します。

clear configure asdm [location | group]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションの asdm コマンドを表示するには、show running-config asdm コマンド     
を使用します。

コンフィギュレーションから asdm location コマンドと asdm group コマンドをクリアすると、次回      
ASDM がアクセスされるときに ASDM がこれらのコマンドを再生成しますが、アクティブ ASDM    
セッションを中断させる可能性があります。

（注） マルチ コンテキスト モードで稼働している FWSM では、ユーザ コンテキストでのみ clear 
configure asdm group コマンドと clear configure asdm location コマンドを使用できます。

例 次に、実行コンフィギュレーションから asdm group コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure asdm group
hostname(config)#

group （任意）実行コンフィギュレーションから asdm group コマンドだけをクリ   
アします。

location （任意）実行コンフィギュレーションから asdm location コマンドだけをク   
リアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear pdm コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear pdm コマンドから clear configure asdm コマンドに       

変更されました。
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関連コマンド

clear configure auth-prompt
以前に指定した認証プロンプト チャレンジ テキストがある場合にそれを削除して、デフォルト値  
に戻すには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure auth-prompt コマンドを      
使用します。

clear configure auth-prompt

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 認証プロンプトをクリアすると、ユーザがログインするときに表示されるプロンプトは、使用して

いるプロトコルに応じて次の説明が表示されます。

 • HTTP を使用してログインするユーザに表示されるプロンプト：HTTP Authentication

 • FTP を使用してログインするユーザに表示されるプロンプト：FTP Authentication

 • Telnet を使用してログインするユーザには、プロンプトが表示されません。

例 次に、auth-prompt をクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure auth-prompt

関連コマンド

コマンド 説明

asdm group これは ASDM が使用するコマンドで、インターフェイスにオブジェ  
クト グループ名を関連付けます。

asdm location これは ASDM が使用するコマンドで、インターフェイスのアソシ  
エーションに IP アドレスを記録します。

show running-config asdm 実行コンフィギュレーション内に asdm コマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) clear auth-prompt コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear auth-prompt から変更されました。

auth-prompt ユーザ許可のプロンプトを設定します。

show running-config auth-prompt ユーザ許可のプロンプトを表示します。
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clear configure auto-update
Auto Update Server のコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーショ    
ン モードで clear configure auto-update コマンドを使用します。

clear configure auto-update

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ARP 検査のコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure auto-update

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM デバイス ID を設定し       
ます。

auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度     
を設定します。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
auto-update timeout Auto Update Server がタイムアウト期間アクセスされていな   

い場合に、FWSM を通過するトラフィックを停止します。
show running-config auto-update Auto Update Server のコンフィギュレーションを表示します。
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clear configure banner
すべてのバナーを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure    
banner コマンドを使用します。

clear configure banner

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、バナーをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure banner

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) clear banner コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear configure banner に変更されました。

コマンド 説明

banner セッション バナー、ログイン バナー、または MoTD
（Message-of-The-Day）バナーを設定します。

show running-config banner すべてのバナーを表示します。
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clear configure ca certificate map
すべての証明書マップ エントリまたは指定した証明書マップ エントリを削除するには、グローバ  
ル コンフィギュレーション モードで clear configure ca certificate map コマンドを使用します。

clear configure ca certificate map [sequence-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての証明書マップ エントリを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure ca certificate map
hostname(config)#

関連コマンド

sequence-number （任意）削除する証明書マップ ルールの番号を指定します。範囲は、1 ～  
65535 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
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clear configure class
クラスのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モード  
で clear configure class コマンドを使用します。

clear configure class

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、クラスのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure class

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear class から変更されました。

コマンド 説明

class リソース クラスを設定します。
context セキュリティ コンテキストを設定します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

member リソース クラスにコンテキストを割り当てます。
show class クラスに割り当てられたコンテキストを表示します。
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clear configure class-map
すべてのクラス マップを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear    
configure class-map コマンドを使用します。

clear configure class-map

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定のクラス マップ名のクラス マップをクリアするには、class-map コマンドの no 形式を使用し     
ます。

例 次に、設定したすべてのクラス マップをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure class-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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clear configure command-alias
非デフォルトのすべてのコマンド エイリアスを削除するには、グローバル コンフィギュレーショ  
ン モードで clear configure command-alias コマンドを使用します。

clear configure command-alias 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、非デフォルトのすべてのコマンド エイリアスを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure command-alias

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

command-alias コマンド エイリアスを作成します。
show running-config command-alias 非デフォルトのすべてのコマンド エイリアスを表示し 

ます。
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clear configure console
コンソール接続の設定をデフォルト値にリセットするには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで clear configure console コマンドを使用します。

clear configure console

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンソール接続の設定をデフォルト値にリセットする例を示します。

hostname(config)# clear configure console

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

console timeout FWSM とのコンソール接続のアイドル タイムアウトを設  
定します。

show running-config console timeout FWSM に対するコンソール接続のアイドル タイムアウト  
を表示します。
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clear configure context
システム コンフィギュレーションのすべてのコンテキスト コンフィギュレーションをクリアする  
には、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure context コマンドを使用します。

clear configure context [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、管理コンテキストを含む、すべてのコンテキストを削除できます。管

理コンテキストは、no context コマンドを使用して削除できませんが、clear configure context コマ     
ンドを使用して削除できます。

例 次に、削除の確認プロンプトを表示することなく、システム コンフィギュレーションからすべての 
コンテキストを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure context noconfirm

関連コマンド

noconfirm （任意）確認プロンプトを表示することなく、すべてのコンテキストを削

除します。このオプションは、自動化されたスクリプトで便利です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear context から変更されました。

コマンド 説明

admin-context admin コンテキストを設定します。
changeto コンテキストとシステム実行スペースを切り替えます。

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

mode コンテキスト モードをシングルまたはマルチに設定します。
show context コンテキスト（システム実行スペース）リストまたは現在のコンテキスト

に関する情報を表示します。
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clear configure crypto
IPSec、暗号マップ、ダイナミック クリプト マップ、CA トラストポイント、すべての証明書、証   
明書マップのコンフィギュレーション、ISAKMP を含む、すべての暗号コンフィギュレーションを 
削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure crypto コマンドを使      
用します。特定のコンフィギュレーションを削除するには、構文に表示されるように、キーワード

を指定してこのコマンドを使用します。このコマンドを使用する場合は、注意してください。

clear configure crypto [ca | dynamic-map | ipsec | iskamp | map]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、FWSM から暗号コンフィギュレーションを   
すべて削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure crypto
hostname(config)# 

関連コマンド

ca CA ポリシーを削除します。
dynamic-map ダイナミック クリプト マップのコンフィギュレーションを削除します。
ipsec IPSec のコンフィギュレーションを削除します。
isakmp ISAKMP のコンフィギュレーションを削除します。
map 暗号マップのコンフィギュレーションを削除します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map コンフィギュレーションからすべてのダイナミック クリプ 
ト マップまたは指定したダイナミック クリプト マップを   
クリアします。

clear configure crypto map コンフィギュレーションからすべての暗号マップまたは指

定した暗号マップをクリアします。

clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
show running-config crypto IPSec、暗号マップ、ダイナミック クリプト マップ、ISAKMP  

を含む、すべての暗号コンフィギュレーションを表示しま

す。
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clear configure crypto ca trustpoint
コンフィギュレーションからすべてのトラストポイントを削除するには、グローバル コンフィギュ 
レーション モードで clear configure crypto ca trustpoint コマンドを使用します。

clear configure crypto ca trustpoint

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、コンフィギュレーションからすべてのトラ  
ストポイントを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure crypto ca trustpoint
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint 指定されたトラストポイントのトラストポイント サブコンフィ 
ギュレーション レベルを開始します。
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clear configure crypto dynamic-map
コンフィギュレーションからすべてのダイナミック クリプト マップまたは指定したダイナミック  
クリプト マップを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure     
crypto dynamic-map コマンドを使用します。

clear configure crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、コンフィギュレーションからシーケンス番  
号が 3 のダイナミック クリプト マップ mymaps を削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure crypto dynamic-map mymaps 3
hostname(config)# 

関連コマンド

dynamic-map-name 特定のダイナミック クリプト マップの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック クリプト マップのシーケンス番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear crypto dynamic-map から変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップまたは指定した暗号マップのコ

ンフィギュレーションをクリアします。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック クリプト マップのアクティ  
ブ コンフィギュレーションを表示します。

show running-config crypto map すべての暗号マップのアクティブ コンフィギュレー 
ションを表示します。
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clear configure crypto map
コンフィギュレーションからすべての暗号マップまたは指定した暗号マップを削除するには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで clear configure crypto map コマンドを使用します。

clear configure crypto map map-name seq-num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、コンフィギュレーションからシーケンス番  
号が 3 の暗号マップ mymaps を削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure crypto map mymaps 3
hostname(config)# 

関連コマンド

map-name 特定の暗号マップの名前を指定します。

seq-num 暗号マップのシーケンス番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック クリプト マップまたは指定し  
たダイナミック クリプト マップのコンフィギュレー  
ションをクリアします。

crypto map interface インターフェイスに暗号マップを適用します。

show running-config crypto map すべての暗号マップのアクティブ コンフィギュレー 
ションを表示します。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック クリプト マップのアクティブ  
コンフィギュレーションを表示します。
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clear configure dhcpd
DHCP サーバ コマンド、バインディング、および統計情報をすべてクリアするには、グローバル コ   
ンフィギュレーション モードで clear configure dhcpd コマンドを使用します。

clear configure dhcpd

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure dhcpd コマンドは、dhcpd コマンド、バインディング、および統計情報をすべてク   
リアします。統計カウンタまたはバインディング情報だけをクリアするには、clear dhcpd コマンド  
を使用します。

例 次に、すべての dhcpd コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure dhcpd

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear dhcpd DHCP サーバのバインディングおよび統計カウンタをクリ 
アします。

show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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clear configure dhcprelay
DHCP リレーのコンフィギュレーションをすべてクリアするには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで clear configure dhcprelay コマンドを使用します。

clear configure dhcprelay

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure dhcprelay コマンドは、DHCP リレーの統計情報とコンフィギュレーションをクリア    
します。DHCP の統計カウンタだけをクリアするには、clear dhcprelay statistics コマンドを使用し    
ます。

例 次に、DHCP リレーのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure dhcprelay

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear dhcprelay statistics DHCP リレー エージェント統計情報カウンタをクリアします。
debug dhcprelay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
show dhcprelay statistics DHCPリレー エージェント統計情報を表示します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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clear configure dns
すべての DNS コマンドをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear     
configure dns コマンドを使用します。

clear configure dns

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての DNS コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure dns

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行する回数   

を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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clear configure established
確立されたすべてのコマンドを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear   
configure established コマンドを使用します。

clear configure established

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン established コマンドで作成し、確立されている接続を削除するには、clear local-hosts コマンドを入   
力します。

例 次に、確立されたコマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure established

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear established から変更されました。

コマンド 説明

established 確立された接続に基づくポートで、リターン接続を許可します。

show running-config established 確立された接続に基づいて許可された着信接続を表示します。

clear local-hosts 現在の接続をクリアします。
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clear configure failover
コンフィギュレーションから failover コマンドを削除して、デフォルト値に戻すには、グローバル  
コンフィギュレーション モードで clear configure failover コマンドを使用します。

clear configure failover

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、実行コンフィギュレーションからすべての failover コマンドをクリアして、デフォ  
ルト値に戻します。show running-config failover コマンドに all キーワードを使用すると、デフォル     
トのフェールオーバーのコンフィギュレーションが表示されます。

clear configure failover コマンドは、マルチ コンフィギュレーション モードのセキュリティ コンテ      
キストで使用できません。システムの実行スペースでコマンドを入力する必要があります。

例 次に、コンフィギュレーションからすべての failover コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure failover
hostname(config)# show running-configuration failover
no failover

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear failover コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear failover から clear configure failover に変更されまし       

た。

コマンド 説明

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示しま  
す。
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clear configure filter
URL、FTP、および HTTPS フィルタリングのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバ  
ル コンフィギュレーション モードで clear configure filter コマンドを使用します。

clear configure filter 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure filter コマンドは、URL、FTP、および HTTPS フィルタリングのコンフィギュレー     
ションをクリアします。

例 次に、URL、FTP、および HTTPS フィルタリングのコンフィギュレーションをクリアする例を示し  
ます。

hostname# clear configure filter

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear filter から変更されました。

コマンド 説明

filter ftp URL フィルタリング サーバでフィルタリングされる FTP（ファイ   
ル転送プロトコル）トラフィックを識別します。

filter https Websense サーバでフィルタリングされる HTTPS トラフィックを識   
別します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show running-config filter フィルタリングのコンフィギュレーションを表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     
す。
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clear configure firewall
ファイアウォール モードをデフォルトのルーテッド モードに設定するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure firewall コマンドを使用します。

clear configure firewall

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ファイアウォール モードをデフォルトに設定する例を示します。

hostname(config)# clear configure firewall

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) マルチ コンテキスト モードでは、コンテキスト内でのみこのコマンドを  
入力できます。以前は、システムの実行スペースに入力していました。ま

た、このコマンドが clear firewall から変更されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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clear configure fixup
フィックスアップのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーショ 
ン モードで clear configure fixup コマンドを使用します。

clear configure fixup 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure fixup コマンドは、フィックスアップのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、フィックスアップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure fixup

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear fixup コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear fixup から変更されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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clear configure fragment
すべての IP フラグメント再構成のコンフィギュレーションをデフォルト値にリセットするには、グ  
ローバル コンフィギュレーション モードで clear configure fragment コマンドを使用します。

clear configure fragment [interface]

シンタックスの説明

デフォルト interface を指定しない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます 

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure fragment コマンドは、すべての IP フラグメント再構成のコンフィギュレーションを     
デフォルト値にリセットします。さらに、chain、size、および timeout キーワードは、デフォルト  
値にリセットされます。説明は、次のとおりです。

 • chain は、24 パケットです。

 • size は、200 です。

 • timeout は、5 秒です。

例 次に、すべての IP フラグメント再構成のコンフィギュレーションをデフォルト値にリセットする  
例を示します。

hostname(config)# clear configure fragment

関連コマンド

interface （任意）FWSM インターフェイスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear fragment コマンドが追加されました。
3.1(1) configure キーワードとオプションの interface 引数が追加されました。ま   

た、このコマンドが 2 つのコマンド（clear fragment と clear configure      
fragment）に分かれ、運用データのクリアとコンフィギュレーション デー 
タのクリアが区別されるようになりました。

コマンド 説明

clear fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを消去します。
fragment パケット フラグメンテーションをさらに詳細に管理して、NFS 

との互換性を高めます。

show fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示します。
show running-config fragment IP フラグメント再構成設定を表示します。
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clear configure ftp
FTP のコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで 
clear configure ftp コマンドを使用します。

clear configure ftp 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure ftp コマンドは、FTP のコンフィギュレーションをクリアします。

例 次に、FTP のコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure filter

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

filter ftp URL フィルタリング サーバでフィルタリングされる FTP（ファイ   
ル転送プロトコル）トラフィックを識別します。

filter https Websense サーバでフィルタリングされる HTTPS トラフィックを識   
別します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show running-config filter フィルタリングのコンフィギュレーションを表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     
す。
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clear configure ftp-map
FTP マップのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで clear configure ftp-map コマンドを使用します。

clear configure ftp-map 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure ftp-map コマンドは、FTP マップのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、FTP マップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure ftp-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義し  
ます。

ftp-map FTP マップを定義し、FTP マップ コンフィギュレーション モード    
をイネーブルにします。

inspect ftp 特定の FTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにし  
ます。

request-command deny 禁止する FTP コマンドを指定します。
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clear configure global
コンフィギュレーションから global コマンドを削除するには、グローバル コンフィギュレーショ   
ン モードで clear configure global コマンドを使用します。

clear configure global

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションから global コマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure global

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear global から変更されました。

コマンド 説明

global グローバル アドレス プールからエントリを作成します。
show running-config global コンフィギュレーションの global コマンドを表示します。



第 6章      clear configure ～ clear configure virtual コマンド            
clear configure group-policy

6-36
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

clear configure group-policy
特定のグループ ポリシーのコンフィギュレーションを削除するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで clear configure group-policy コマンドを使用して、グループ ポリシーの名前を      
追加します。デフォルトのグループ ポリシー以外のすべてのグループ ポリシー コマンドをコン   
フィギュレーションから削除するには、引数を指定せずにこのコマンドを使用します。

clear configure group-policy [name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのグループ ポリシー以外のすべてのグループ ポリシー コマンドをコンフィギュレー   
ションから削除します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、FirstGroup という名前のグループ ポリシーのコンフィギュレーションをクリアする例を示し  
ます。

hostname(config)# clear configure group-policy FirstGroup

関連コマンド

name グループ ポリシーの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

group-policy グループ ポリシーを作成、編集、または削除します。
group-policy attributes グループポリシー属性モードを開始し、指定されたグループ

ポリシーの AVP を設定できるようにします。
show running-config group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシー  

の実行コンフィギュレーションを表示します。
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clear configure gtp-map
GTP マップのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで clear configure gtp-map コマンドを使用します。

clear configure gtp-map 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure gtp -map コマンドは、GTP マップのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、GTP マップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure gtp-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるよう  
にします。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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clear configure hostname
ホスト名をデフォルトにリセットするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear 
configure hostname コマンドを使用します。

clear configure hostname

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトのホスト名は FWSM です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ホスト名をクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure hostname

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) configure キーワードが追加されました。

コマンド 説明

banner ログイン、MoTD（Message of The Day）、またはイネーブル バナーを設定    
します。

domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

hostname FWSM のホスト名を設定します。
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clear configure http
HTTP サーバをディセーブルにして、設定されたホスト（HTTP サーバにアクセス可能なホスト）を  
削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure http コマンドを使用      
します。

clear configure http

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、HTTP のコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure http

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。

コマンド 説明

http IP アドレスおよびサブネット マスクを使用して HTTP サーバに    
アクセスできるホストを指定します。また、ホストが HTTP サー  
バにアクセスできる FWSM インターフェイスを指定します。

http authentication-certificate FWSM との HTTPS 接続を確立しているユーザからの証明書を   
介して、認証を要求します。

http server enable HTTP サーバをイネーブルにします。
show running-config http HTTP サーバがイネーブルであるかどうかに関係なく、HTTP 

サーバにアクセスできるホストを表示します。
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clear configure http-map
HTTP マップのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで clear configure http-map コマンドを使用します。

clear configure http-map 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure http-map コマンドは、HTTP マップのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、HTTP マップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure http-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug http-map HTTP マップに関連付けられたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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clear configure icmp
ICMP トラフィックに対して設定されたアクセス ルールをクリアするには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure icmp コマンドを使用します。

clear configure icmp 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure icmp コマンドは、ICMP トラフィックに対して設定されたアクセス ルールをクリア     
します。

例 次に、ICMP トラフィックに対して設定されたアクセス ルールをクリアする例を示します。

hostname# clear configure icmp

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear configure icmp ICMP 設定を消去します。
debug icmp ICMP のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
show icmp ICMP 設定を表示します。
timeout icmp ICMP のアイドル タイムアウトを設定します。
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clear configure interface
インターフェイスのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーショ 
ン モードで clear configure interface コマンドを使用します。

clear configure interface[mapped_name | interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しないと、FWSM がすべてのインターフェイスのコンフィギュレーション 
をクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム実行スペース内ではインターフェイス名を使用できません。nameif コマンドを使用できる 
のは、コンテキスト内のみです。同様に、allocate-interface コマンドを使用してマッピング名にイ 
ンターフェイス ID をマッピングした場合、このマッピング名を使用できるのはコンテキスト内の  
みです。

例 次に、インターフェイスのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure interface

次に、内部インターフェイスのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure interface inside

次に、コンテキスト内の int1 インターフェイスのコンフィギュレーションをクリアする例を示しま  
す。「int1」はマッピング名です。

hostname/contexta(config)# clear configure interface int1

次に、すべてのインターフェイスのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure interface

interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別します。
mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   

使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

clear configure interface bvi
ブリッジ仮想インターフェイスのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィ 
ギュレーション モードで clear configure interface bvi コマンドを使用します。

clear configure interface bvi bridge_group_number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ブリッジ グループ 1 のインターフェイスのコンフィギュレーションをクリアする例を示しま   
す。

hostname(config)# clear configure interface bvi 1

関連コマンド

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブインターフェ 
イスを割り当てます。

clear interface show interface コマンドのカウンタを消去します。
interface インターフェイスを設定し、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。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。

bridge_group_number ブリッジ グループ番号を 1 ～ 100 の整数で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

bridge-group トランスペアレント ファイアウォール インターフェイスを  
ブリッジ グループにグループ化します。

interface インターフェイスを設定します。

interface bvi 管理 IP アドレスを設定できるように、ブリッジ グループにつ   
い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。

ip address ブリッジ グループの管理 IP アドレスを設定します。
show running-config interface bvi ブリッジ仮想インターフェイスの設定を表示します。
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clear configure ip
ip address コマンドで設定したすべての IP アドレスをクリアするには、グローバル コンフィギュ     
レーション モードで clear configure ip コマンドを使用します。

clear configure ip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トランスペアレント ファイアウォール モードの場合、このコマンドはブリッジ グループの管理 IP    
アドレスをクリアします。

古い IP アドレスを使用する現在のすべての接続を停止するには、clear local-hosts コマンドを入力    
します。入力しない場合は、従来どおりに接続がタイムアウトします。

例 次に、すべての IP アドレスをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure ip

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

clear configure interface インターフェイスに対応するすべてのコンフィギュレーション

を消去します。

interface インターフェイスを設定し、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。

ip address インターフェイスの IP アドレスを設定します。
show running-config interface インターフェイスのコンフィギュレーションを表示します。
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clear configure ip local pool
IP アドレス プールを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure      
ip local pool コマンドを使用します。

clear ip local pool [poolname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、実行コンフィギュレーションからすべての IP アドレス プールを削除する例を示します。

hostname(config)# clear config ip local pool
hostname(config)# 

関連コマンド

poolname （任意）IP アドレス プールの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ip local pool すべての IP ローカル プールを削除します。
ip local pool IP アドレス プールを設定します。
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clear configure ip verify reverse-path
ip verify reverse-path のコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで clear configure ip verify reverse-path コマンドを使用します。

clear configure ip verify reverse-path

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべてのインターフェイスに対する ip verify reverse-path のコンフィギュレーションをクリ    
アする例を示します。

hostname(config)# clear configure ip verify reverse-path

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear ip verify reverse-path コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear configure ip verify reverse-path に変更されました。

コマンド 説明

clear ip verify statistics ユニキャスト Reverse Path Fowarding（RPF）統計情   
報を消去します。

ip verify reverse-path IP スプーフィングを防止するためにユニキャスト 
RPF 機能をイネーブルにします。

show ip verify statistics ユニキャスト RPF 統計情報を表示します。
show running-config ip verify reverse-path ip verify reverse-path のコンフィギュレーションを表   

示します。
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clear configure ipv6
実行コンフィギュレーションからグローバル IPv6 コマンドをクリアするには、グローバル コン   
フィギュレーション モードで clear configure ipv6 コマンドを使用します。

clear configure ipv6 [route | access-list]

シンタックスの説明

デフォルト キーワードを指定しない場合、このコマンドは実行コンフィギュレーションからすべての IPv6 コ  
マンドをクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、実行コンフィギュレーションからグローバル IPv6 コマンドだけをクリアします。  
インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力された IPv6 コマンドはクリアしません。

例 次に、静的に定義された IPv6 ルートを IPv6 ルーティング テーブルからクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure ipv6 route
hostname(config)#

関連コマンド

route （任意）IPv6 ルーティング テーブルのルートを静的に定義するコマンドを  
実行コンフィギュレーションからクリアします。

access-list （任意）実行コンフィギュレーションから IPv6 アクセス リストのコマンド   
をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルにスタティック ルートを定義します。
show ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示します。
show running-config ipv6 実行コンフィギュレーション内に IPv6 コマンドを表示します。



第 6章      clear configure ～ clear configure virtual コマンド            
clear configure isakmp

6-48
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

clear configure isakmp
ISAKMP のコンフィギュレーションをすべて削除するには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで clear configure isakmp コマンドを使用します。

clear configure isakmp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、FWSM から ISAKMP のコンフィギュレー     
ションをすべて削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure isakmp
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、   

ISAKMP ネゴシエーションをイネーブルにします。
show isakmp stats ランタイムの統計情報を表示します。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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clear configure isakmp policy
ISAKMP ポリシーのコンフィギュレーションをすべて削除するには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで clear configure isakmp policy コマンドを使用します。

clear configure isakmp policy priority

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、プライオリティ 3 の ISAKMP ポリシーをコンフィギュレーションから削除する例を示しま    
す。

hostname(config)# clear configure isakmp policy 3
hostname(config)# 

関連コマンド

priority クリアする ISAKMP プライオリティのプライオリティを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   
ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp stats ランタイムの統計情報を表示します。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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clear configure logging
ロギング コンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モード   
で clear configure logging コマンドを使用します。

clear configure logging [disabled | level] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config logging コマンドを使用して、すべてのロギング コンフィギュレーションの設    
定を表示できます。disabled または level キーワードを指定せずに clear configure logging コマンドを       
使用すると、すべてのロギング コンフィギュレーションの設定がクリアされます。

例 次に、ロギング コンフィギュレーションをクリアする例を示します。show logging コマンドの出力   
は、すべてのロギング機能がディセーブルにされていることを示します。

hostname(config)# clear configure logging
hostname(config)# show logging
Syslog logging: disabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: disabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: disabled
    History logging: disabled
    Device ID: disabled
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: disabled

ディセーブル （任意）ディセーブルにされたすべてのシステム ログ メッセージを再イ  
ネーブルにするように指定します。このオプションを使用する場合、他の

ロギング コンフィギュレーションはクリアされません。
level （任意）システム ログ メッセージの重大度の割り当てをデフォルト値にリ  

セットするように指定します。このオプションを使用する場合、他のロギ

ング コンフィギュレーションはクリアされません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

clear configure logging rate-limit
ロギング レート制限をデフォルトにリセットするには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで clear configure logging rate-limit コマンドを使用します。

clear configure logging rate-limit 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ロギング レート制限をリセットする例を示します。

hostname(config)# clear configure logging rate-limit

情報が消去されると、ホストが接続を再確立するまで何も表示されません。

関連コマンド

コマンド 説明

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 
す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging rate limit システム ログ メッセージが生成されるレートを制限し  
ます。

show running config logging rate-limit 現在のロギング レート制限の設定を表示します。
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clear configure mac-address-table
mac-address-table static と  mac-address-table aging-time コンフィギュレーションをクリアするに      
は、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure mac-address-table コマンドを使      
用します。

clear configure mac-address-table

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、mac-address-table static と  mac-address-table aging-time コンフィギュレーションをクリアす      
る例を示します。

hostname# clear configure mac-address-table

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エントリ   

のタイムアウトを設定します。

mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  
ク MAC アドレス エントリを追加します。

mac-learn インターフェイスの MAC アドレス ラーニングをディセーブルに   
します。

show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  
MAC アドレス テーブルを表示します。
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clear configure mac-learn
mac-learn コンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モード   
で clear configure mac-learn コマンドを使用します。

clear configure mac-learn

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、mac-learn コンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure mac-learn

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear mac-learn から変更されました。

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティック  

MAC アドレス エントリを追加します。
mac-learn インターフェイスの MAC アドレス ラーニングをディセーブルに   

します。

show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  
MAC アドレス テーブルを表示します。
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clear configure mac-list
指定した MAC アドレスのリスト（mac-list コマンドで以前に指定したリスト）を削除するには、グ   
ローバル コンフィギュレーション モードで clear configure mac-list コマンドを使用します。

 clear configure mac-list id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン MAC アドレスのリストを削除するには、clear mac-list コマンドを使用します。

例 次に、MAC アドレス リストをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure mac-list firstmaclist

関連コマンド

id MAC アドレスのリスト名 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

mac-list 初回一致の検索を使用した MAC アドレスのリストを追加します。
show running-config mac-list id 値で指定した MAC アドレス リストの MAC アドレスを表示し      

ます。
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clear configure management-access
FWSM の管理アクセスに対する内部インターフェイスのコンフィギュレーションを削除するには、 
グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure management-access コマンドを使用し      
ます。

clear configure management-access

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン management-access コマンドを使用すると、mgmt_if で指定されたファイアウォール インターフェ   
イスの IP アドレスを使用して、内部管理インターフェイスを定義することができます（インター  
フェイス名は nameif コマンドで定義され、show interface コマンドの出力では引用符 “ ” で囲まれ       
て表示されます）。clear configure management-access コマンドは、management-access コマンドで指    
定した内部管理インターフェイスのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、FWSM の管理アクセスに対する内部インターフェイスのコンフィギュレーションを削除する 
例を示します。

hostname(config)# clear configure management-access 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) configure キーワードが追加されました。

コマンド 説明

management-access 内部インターフェイスを管理アクセス用に設定しま

す。

show running-config management-access 管理アクセスに対して設定された内部インターフェイ

スの名前を表示します。
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clear configure mgcp-map
MGCP マップのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで clear configure mgcp-map コマンドを使用します。

clear configure mgcp-map 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure mgcp-map は、MGCP マップのコンフィギュレーションをクリアします。

例 次に、MGCP マップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure mgcp-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報をイネーブルにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

show mgcp FWSM を介して確立された MGCP セッションの情報を表示します。
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clear configure monitor-interface
実行コンフィギュレーションからすべての monitor-interface コマンドを削除して、デフォルトのイ  
ンターフェイス ヘルス モニタリングに戻すには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
clear configure monitor-interface コマンドを使用します。

clear configure monitor-interface

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、フェールオーバーで仮想インターフェイスが監視されません。clear 
monitor-interface コマンドは、実行コンフィギュレーションから monitor-interface コマンドをクリ
アします。実行コンフィギュレーションの monitor-interface コマンドを表示するには、show 
running-config monitor-interface コマンドを使用します。

例 次に、実行コンフィギュレーションから monitor-interface コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure monitor-interface
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

monitor-interface フェールオーバー用に指定されたインターフェイスの

ヘルス モニタリングをイネーブルにします。
show running-config monitor-interface 実行コンフィギュレーションに含まれている

monitor-interface コマンドを表示します。
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clear configure mroute
実行コンフィギュレーションから mroute コマンドを削除するには、グローバル コンフィギュレー   
ション モードで clear configure mroute コマンドを使用します。

clear configure mroute

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションから mroute コマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure mroute
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

mroute スタティック マルチキャスト ルートを設定します。
show mroute IPv4 マルチキャスト ルーティング テーブルを表示します。
show running-config mroute 設定されたマルチキャスト ルートを表示します。
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clear configure mtu
すべてのインターフェイス上に設定された Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）    
値をクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure mtu コマンド      
を使用します。

clear configure mtu

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト clear configure mtu コマンドを使用すると、すべてのイーサネット インターフェイスの MTU がデ      
フォルトの 1500 に設定されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべてのインターフェイス上の現在の MTU 値をクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure mtu

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

mtu インターフェイスに MTU を指定します。
show running-config mtu 現在の MTU ブロック サイズを表示します。
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clear configure multicast-routing
実行コンフィギュレーションから multicast-routing コマンドを削除するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure multicast-routing コマンドを使用します。

clear configure multicast-routing

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure multicast-routing コマンドは、実行コンフィギュレーションから multicast-routing を     
削除します。no multicast-routing コマンドでも、実行コンフィギュレーションから multicast-routing   
コマンドが削除されます。

例 次に、実行コンフィギュレーションから multicast-routing コマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure multicast-routing

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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clear configure name
コンフィギュレーションから名前のリストをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで clear configure name コマンドを使用します。

clear configure name

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、名前のリストをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure name

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear name コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear configure name に変更されました。

コマンド 説明

name IP アドレスに名前を関連付けます。
show running-config name IP アドレスに関連付けられた名前のリストを表示します。
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clear configure nat
NAT のコンフィギュレーションを削除するには、特権 EXEC モードで clear configure nat コマンド       
を使用します。

clear configure nat

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の内容は、トランスペアレント ファイアウォール モードに適用されます。

（注） トランスペアレント ファイアウォール モードの場合、有効な NAT ID は 0 だけです。

例 次に、NAT のコンフィギュレーションを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure nat

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。

3.1(1) このコマンドが clear nat から変更されました。

コマンド 説明

nat ネットワークにグローバル IP アドレスのプールを対応付けます。
show running-config nat ネットワークに対応付られているグローバル IP アドレス プールを   

表示します。
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clear configure object-group
コンフィギュレーションからすべての object group コマンドを削除するには、グローバル コンフィ    
ギュレーション モードで clear configure object-group コマンドを使用します。

clear configure object-group [{protocol | service | icmp-type | network}] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションからすべての object-group コマンドを削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure object-group

関連コマンド

icmp-type （任意）すべての ICMP グループをクリアします。
network （任意）すべてのネットワーク グループをクリアします。
protocol （任意）すべてのプロトコル グループをクリアします。
service （任意）すべてのサービス グループをクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear object-group から変更されました。

コマンド 説明

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   

ジェクトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを   

追加します。

show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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clear configure passwd
ログイン パスワードのコンフィギュレーションをクリアして、[cisco] のデフォルト設定に戻すに  
は、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure passwd コマンドを使用します。

clear configure {passwd | password}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ログイン パスワードをクリアして、[cisco] のデフォルトに戻す例を示します。

hostname(config)# clear configure passwd

関連コマンド

passwd | password どちらのコマンドも入力できます。表記が異なるだけで内容は同じです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear passwd コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear configure passwd に変更されました。

コマンド 説明

enable 特権 EXEC モードを開始します。
enable password イネーブル パスワードを設定します。
passwd ログイン パスワードを設定します。
show curpriv 現在ログインしているユーザ名およびユーザ特権レベルを表示

します。

show running-config passwd 暗号形式でログイン パスワードを表示します。
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clear configure pim
実行コンフィギュレーションからグローバル pim コマンドをすべてクリアするには、グローバル コ   
ンフィギュレーション モードで clear configure pim コマンドを使用します。

clear configure pim

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure pim コマンドは、実行コンフィギュレーションからすべての pim コマンドをクリア     
します。PIM トラフィックのカウンタとトポロジ情報をクリアするには、clear pim counters コマン    
ドと clear pim topology コマンドを使用します。

clear configure pim コマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードで入力された pim コマ       
ンドだけをクリアします。インターフェイス固有の pim コマンドはクリアしません。

例 次に、実行コンフィギュレーションからすべての pim コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure pim

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim topology PIM トポロジ テーブルをクリアします。
clear pim counters PIM トラフィック カウンタをクリアします。
show running-config pim 実行コンフィギュレーション内に pim コマンドを表示します。
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clear configure policy-map
コンフィギュレーションからポリシー マップの指定を解除するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで clear configure policy-map コマンドを使用します。

clear configure policy-map

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、clear configure policy-map コマンドの例を示します。

hostname(config)# clear configure policy-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

policy-map トラフィック クラスと 1 つ以上のアクションを関連付けたも   
のであるポリシーを設定します。

show running-config policy-map ポリシーのすべてのコンフィギュレーションを表示します。
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clear configure prefix-list
実行コンフィギュレーションから prefix-list コマンドを削除するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで clear configure prefix-list コマンドを使用します。

clear configure prefix-list [prefix-list-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure prefix-list コマンドは、実行コンフィギュレーションから prefix-list コマンドと     
prefix-list description コマンドを削除します。プレフィクス リスト名が指定されると、そのプレフィ   
クス リストの prefix-list コマンドと prefix-list description コマンド（存在する場合）だけが実行コ      
ンフィギュレーションから削除されます。

このコマンドは、実行コンフィギュレーションから no prefix-list sequence コマンドを削除しません。

例 次に、実行コンフィギュレーションから MyPrefixList という名前のプレフィクス リストのすべての   
prefix-list コマンドを削除する例を示します。

hostname# clear configure prefix-list MyPrefixList

関連コマンド

prefix-list-name （任意）プレフィクス リストの名前。プレフィクス リストの名前が指定さ  
れると、そのプレフィクス リストのコマンドだけがコンフィギュレーショ 
ンから削除されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) clear prefix-list コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear prefix-list から clear configure prefix-list に変更され       

ました。

コマンド 説明

show running-config prefix-list 実行コンフィギュレーションに含まれている prefix-list コマ  
ンドを表示します。
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clear configure privilege
コマンドに対して設定された特権レベルを削除するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで clear configure privilege コマンドを使用します。

clear configure privilege

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 元に戻す機能はありません。

例 次に、コマンドに対して設定された特権レベルをリセットする例を示します。

hostname(config)# clear configure privilege

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear privilege コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear privilege から変更されました。

コマンド 説明

privilege コマンドの特権レベルを設定します。

show curpriv 現在の特権レベルを表示します。

show running-config privilege コマンドの特権レベルを表示します。
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clear configure rip
実行コンフィギュレーションから rip コマンドをクリアするには、グローバル コンフィギュレー   
ション モードで clear configure rip コマンドを使用します。

clear configure rip 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure rip コマンドは、コンフィギュレーションからすべての rip コマンドを削除します。     
特定のコマンドをクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。

例 次に、実行コンフィギュレーションからすべての RIP コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure rip

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) clear rip コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear rip から clear configure rip に変更されました。

コマンド 説明

debug rip RIP のデバッグ情報を表示します。
rip 指定されたインターフェイスに RIP を設定します。
show running-config rip 実行コンフィギュレーションの RIP コマンドを表示します。
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clear configure route
コンフィギュレーションから connect キーワードを含まない route コマンドを削除するには、グロー    
バル コンフィギュレーション モードで clear configure route コマンドを使用します。

clear configure route [interface_name ip_address [netmask gateway_ip]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルト ルートを指定するには、0.0.0.0を使用します。0.0.0.0 の IP アドレスを 0 に、0.0.0.0 の       
netmask を 0 に省略できます。

例 次に、コンフィギュレーションから connect キーワードを含まない route コマンドを削除する例を    
示します。

hostname(config)# clear configure route

関連コマンド

gateway_ip （任意）ゲートウェイ ルータの IP アドレス（このルートのネクスト ホッ    
プ アドレス）を指定します。

interface_name （任意）内部または外部ネットワークのインターフェイス名

ip_address （任意）内部または外部ネットワークの IP アドレス 
netmask （任意）ip_address に適用するネットワーク マスクを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) clear route コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear route から clear configure route に変更されました。

コマンド 説明

route インターフェイスのスタティックまたはデフォルト ルートを指定 
します。

show route ルート情報を表示します。

show running-config route 設定されているルートを表示します。
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clear configure route-map
ルート マップのすべてを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear    
configure route-map コマンドを使用します。

clear configure route-map

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーション内のすべての route-map コマンドを削除するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure route-map コマンドを使用します。route-map コマンドは、      
あるルーティング プロトコルから別のルーティング プロトコルにルートを再配布する条件を設定  
するのに使用されます。

それぞれの route-map コマンドを削除するには、no route-map コマンドを使用します。

例 次に、あるルーティング プロトコルから別のルーティング プロトコルにルートを再配布する条件  
を削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure route-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) clear route-map コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear route-map から clear configure route-map に変更され       

ました。

コマンド 説明

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定 
義します。

show running-config route-map ルート マップの設定情報を表示します。
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clear configure router
実行コンフィギュレーションからすべてのルータ コマンドをクリアするには、グローバル コン  
フィギュレーション モードで clear configure router コマンドを使用します。

clear configure router [ospf id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、OSPF プロセス 1 に関連付けられたすべての OSPF コマンドを実行コンフィギュレーション     
からクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure router ospf 1
hostname(config)#

関連コマンド

id OSPF プロセス ID
ospf コンフィギュレーションから OSPF コマンドだけを削除するように指定し  

ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) clear router コマンドとして、このコマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear router から clear configure router に変更されました。

コマンド 説明

show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  
コマンドを表示します。
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clear configure service-policy
イネーブルにされたポリシーに対するサービス ポリシーのコンフィギュレーションをクリアする 
には、特権 EXEC モードで clear configure service-policy コマンドを使用します。

clear configure service-policy

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、clear service-policy コマンドの例を示します。

hostname(config)# clear configure service-policy

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show service-policy サービス ポリシーを表示します。
show running-config service-policy 実行コンフィギュレーションで設定されたサービス ポリ 

シーを表示します。

service-policy サービス ポリシーを設定します。
clear service-policy サービス ポリシーの統計情報を消去します。
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clear configure snmp-map
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）マップのコンフィギュレーションをクリアするには、
グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure snmp-map コマンドを使用します。

clear configure snmp-map

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure snmp-map コマンドは、SNMP マップのコンフィギュレーションを削除します。

例 次に、SNMP マップのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname# clear configure snmp-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
deny version 特定のバージョンの SNMP を使用してトラフィックを禁止します。
inspect snmp SNMP アプリケーション検査をイネーブルにします。
snmp-map SNMP マップを定義し、SNMP マップ コンフィギュレーション モードを    

イネーブルにします。
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clear configure snmp-server
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サーバをディセーブルにするには、グローバル コン 
フィギュレーション モードで clear configure snmp-server コマンドを使用します。

clear configure snmp-server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、SNMP サーバをディセーブルにする例を示します。

hostname #clear snmp-server

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server SNMP を介してセキュリティ アプライアンス イベント情報を提   
供します。

show snmp-server statistics SNMP サーバのコンフィギュレーションに関する情報を表示し 
ます。
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clear configure ssh
実行コンフィギュレーションからすべての SSH コマンドをクリアするには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure ssh コマンドを使用します。

clear configure ssh 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、コンフィギュレーションからすべての SSH コマンドをクリアします。特定のコマ  
ンドをクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。

例 次に、コンフィギュレーションからすべての SSH コマンドをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure ssh

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが clear ssh コマンドから clear configure ssh コマンドに変更       
されました。

コマンド 説明

show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを  
表示します。

ssh 指定されたクライアントまたはネットワークから FWSM への SSH   
接続を許可します。

ssh scopy enable FWSM 上でセキュアなコピー サーバをイネーブルにします。
ssh timeout アイドルな SSH セッションのタイムアウト値を設定します。
ssh version SSH Version 1 または SSH Version 2 を使用するように FWSM を制限         

します。
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clear configure static
コンフィギュレーションからすべての static コマンドを削除するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで clear configure static コマンドを使用します。

clear configure static 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションから static コマンドをすべて削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure static

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。

3.1(1) このコマンドが clear static から変更されました。

コマンド 説明

show running-config static コンフィギュレーション内にすべての static コマンドを表示しま  
す。

static ローカル IP アドレスをグローバル IP アドレスにマッピングして、1    
対 1 の永続的なアドレス変換ルールを設定します。
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clear configure sunrpc-server
FWSM からリモート プロセッサのコール サービスをクリアするには、グローバル コンフィギュ    
レーション モードで clear configure sunrpc-server コマンドを使用します。

clear configure sunrpc-server [active] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン sunrpc-server コマンドは、設定された router ospf コマンドを表示します。

（注） FWSM の最上位の IP アドレスがプライベート アドレスになっている場合、このアドレスは Hello     
パケットおよびデータベース定義内に格納されて送信されます。こうした動作を防ぐためには、

router-id ip_address をグローバル アドレスに設定します。

例 次に、FWSM から SunRPC サービスをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure sunrpc-server active

関連コマンド

active （任意）FWSM 上で現在アクティブな SunRPC サービスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

sunrpc-server SunRPC サービス テーブルを作成します。
show running-config sunrpc-server SunRPC の設定に関する情報を表示します。
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clear configure sysopt
すべての sysopt コマンドのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで clear configure sysopt コマンドを使用します。

clear configure sysopt

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての sysopt コマンドのコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure sysopt

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear sysopt から変更されました。

コマンド 説明

show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
sysopt connection permit-ipsec インターフェイスのアクセス リストを確認することなく、IPSec 

トンネルを経由してきたパケットを許可します。

sysopt connection tcpmss 最大 TCP セグメント サイズを上書きしたり、最大値が必ず指   
定サイズ以上となるようにします。

sysopt connection timewait 最後の標準 TCP 停止シーケンス後も、各 TCP 接続が短縮され    
た TIME_WAIT 状態にとどまるように設定します。

sysopt nodnsalias alias コマンドを使用する場合に、DNS A レコード アドレスの    
変更を禁止します。
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clear configure telnet
コンフィギュレーションから Telnet 接続およびアイドル タイムアウトを削除するには、グローバル   
コンフィギュレーション モードで clear configure telnet コマンドを使用します。

clear configure telnet

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、FWSM のコンフィギュレーションから Telnet 接続とアイドル タイムアウトを削除する例を    
示します。

hostname(config)# clear configure telnet

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) configure キーワードが追加されました。

コマンド 説明

show running-config telnet FWSM に対して Telnet 接続を使用することが許可された IP アドレ     
スの現在のリストを表示します。

telnet コンソールへの Telnet アクセスを追加し、アイドル タイムアウト   
を設定します。
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clear configure terminal
端末の表示幅の設定をクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear   
configure terminal コマンドを使用します。

clear configure terminal

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト表示幅は 80 カラムです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、表示幅をクリアする例を示します。

hostname# clear configure terminal

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) clear terminal コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear configure terminal に変更されました。

コマンド 説明

terminal 端末行パラメータを設定します。

terminal width 端末の表示幅を設定します。

show running-config terminal 現在の端末設定を表示します。
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clear configure time-range
すべての設定済み時間範囲をクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear   
configure time-range コマンドを使用します。

clear configure time-range

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての設定済み時間範囲をクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure time-range

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show time-range すべての時間範囲エントリを表示します。
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clear configure timeout
コンフィギュレーションのデフォルトのアイドル時間に戻すには、グローバル コンフィギュレー 
ション モードで clear configure timeout コマンドを使用します。

clear configure timeout

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションから最大アイドル時間を削除する例を示します。

hostname(config)# clear configure timeout

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear timeout から変更されました。

コマンド 説明

show running-config timeout 指定されたプロトコルのタイムアウト値を表示します。

timeout 最大アイドル期間を設定します。
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clear configure tunnel-group
コンフィギュレーションからすべてのトンネル グループまたは指定したトンネル グループを削除  
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear config tunnel-group コマンドを使用      
します。

clear config tunnel-group [name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、コンフィギュレーションから toengineering   
トンネル グループを削除する例を示します。

hostname(config)# clear config tunnel-group toengineering
hostname(config)# 

関連コマンド

name （任意）トンネル グループの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは選択したトンネル グ  
ループに関する情報を表示します。

tunnel-group 指定されたタイプの tunnel-group サブコンフィギュレー  
ション モードを開始します。
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clear configure url-block
URL 保留ブロック バッファと長い URL サポートのコンフィギュレーションをクリアするには、グ    
ローバル コンフィギュレーション モードで clear configure url-block コマンドを使用します。

clear configure url-block 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure url-block コマンドは、URL 保留ブロック バッファと長い URL サポートのコンフィ       
ギュレーションをクリアします。

例 次に、URL 保留ブロック バッファと長い URL サポートのコンフィギュレーションをクリアする例    
を示します。

hostname# clear configure url-block

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear url-block から変更されました。

コマンド 説明

clear url-block block statistics ブロック バッファ使用率カウンタを消去します。
show url-block N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機す    

る間に URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を    
表示します。

url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    

キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     

す。
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clear configure url-cache
URL キャッシュをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear configure     
url-cache コマンドを使用します。

clear configure url-cache 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure url-cache コマンドは、URL キャッシュをクリアします。

例 次に、URL キャッシュをクリアする例を示します。

hostname# clear configure url-cache

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear url-cache から変更されました。

コマンド 説明

clear url-cache statistics コンフィギュレーションから url-cache コマンドのステートメント  
を削除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-cache statistics N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機す    

る間に URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を    
表示します。

url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    
キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     
す。
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clear configure url-server
URL フィルタリング サーバのコンフィギュレーションをクリアするには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで clear configure url-server コマンドを使用します。

clear configure url-server 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear configure url-server コマンドは、URL フィルタリング サーバのコンフィギュレーションをク     
リアします。

例 次に、URL フィルタリング サーバのコンフィギュレーションの例を示します。

hostname# clear configure url-server

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが clear url-server から変更されました。

コマンド 説明

clear url-server URL フィルタリング サーバの統計情報を消去します。
show url-server N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間に    

URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を表示します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-block フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サーバ応   

答で使用する URL バッファを管理します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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clear configure username
ユーザ名のデータベースをクリアするには、clear configure username コマンドを使用します。特定   
のユーザのコンフィギュレーションをクリアするには、このコマンドを使用して、ユーザ名を追加

します。

clear configure username [name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 内部ユーザ認証データベースは、username コマンドで入力されたユーザで構成されています。login 
コマンドは、このデータベースを使用して認証します。

例 次に、anyuser というユーザ名のコンフィギュレーションをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear configure username anyuser

関連コマンド

name （任意）削除するユーザ名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) clear username コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear username から変更されました。

コマンド 説明

show running-config username 特定のユーザまたはすべてのユーザの実行コンフィギュレー

ションを表示します。

username FWSM データベースにユーザを追加します。
username attributes 特定のユーザに対応した AVP を設定できるようにします。
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clear configure virtual
コンフィギュレーションから認証仮想サーバを削除するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで clear configure virtual コマンドを使用します。

clear configure virtual

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 元に戻す機能はありません。

例 次に、clear configure virtual コマンドの例を示します。

hostname(config)# clear configure virtual

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) clear virtual コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear virtual から変更されました。

コマンド 説明

show running-config virtual 認証仮想サーバの IP アドレスを表示します。
virtual http 認証を FWSM と HTTP サーバから分離できるようにします。
virtual telnet FWSM が認証プロンプトを提供してないトラフィック タイプ  

の仮想 Telnet サーバを使用して、ユーザを認証します。
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7

clear console-output ～  
clear xlate コマンド

clear console-output
現在キャプチャされているコンソール出力を削除するには、特権 EXEC モードで clear console-output    
コマンドを使用します。

clear console-output

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM は、内部コンソール ポート宛ての出力を自動的にキャプチャします。シスコ TAC からの指    
示がないかぎり、内部コンソール ポートは使用しないでください。

例 次に、現在キャプチャされているコンソール出力を削除する例を示します。

hostname# clear console-output

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show console-output キャプチャ済みのコンソール出力を表示します。
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clear counters
プロトコル スタック カウンタをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで 
clear counters コマンドを使用します。

clear counters [all | context context-name | summary | top n ] [detail] 
[protocol protocol_name[:counter_name]] [threshold n]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM がすべてのカウンタをクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、プロトコル スタック カウンタをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear counters

関連コマンド

all （マルチ モードのみ）すべてのコンテキストのカウンタをクリアします。
context context-name （マルチ モードのみ）指定したコンテキスト名のカウンタをクリアしま 

す。

:counter_name （任意）指定したカウンタをクリアします。

detail （任意）カウンタの詳細をクリアします。

protocol protocol_name （任意）指定したプロトコルのカウンタをクリアします。
summary （マルチ モードのみ）すべてのコンテキストのカウンタをクリアします。
threshold n （任意）指定したしきい値以上のカウンタをクリアします。指定できる範

囲は 1 ～ 4294967295 です。
top n （マルチ モードのみ）カウンタの上位 n のユーザであるコンテキストの   

カウンタをクリアします。このオプションでは、カウンタ名を指定する

必要があります。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show counters プロトコル スタック カウンタを表示します。
show counters description プロトコル カウンタのリストを表示します。
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clear crashinfo
フラッシュ メモリのクラッシュ ファイルの内容を削除するには、特権 EXEC モードで clear     
crashinfo コマンドを入力します。

clear crashinfo

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには使用上の注意事項はありません。

例 次に、クラッシュ ファイルを削除する例を示します。

hostname# clear crashinfo

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

crashinfo force FWSM を強制的にクラッシュさせます。
crashinfo save disable フラッシュ メモリへのクラッシュ情報の書き込みを禁止します。
crashinfo test フラッシュ メモリ内のファイルにクラッシュ情報を保存する 

FWSM の機能をテストします。
show crashinfo フラッシュ メモリに格納されているクラッシュ ファイルの内容を  

表示します。
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clear crypto accelerator statistics
暗号アクセラレータ MIB からグローバルおよびアクセラレータ固有の統計情報をクリアするには、  
特権 EXEC モードで clear crypto accelerator statistics コマンドを使用します。

clear crypto accelerator statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、キーワードまたは変数はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力することが可能なモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号アクセラレータの統計情報を表示する  
例を示します。

hostname(config)# clear crypto accelerator statistics
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB のプロトコル固有の統計情報を消  
去します。

show crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB 内のグローバルおよびアクセラ  
レータ固有の統計情報を表示します。

show crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB のプロトコル固有の統計情報を表  
示します。
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clear crypto ca crls
指定したトラストポイントに関連付けられたすべての CRL の CRL キャッシュ、またはすべての    
CRL の CRL キャッシュを削除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear crypto       
ca crls コマンドを使用します。

clear crypto ca crls [trustpointname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、FWSM からすべての CRL の CRL キャッシュ       
を削除する例を示します。

hostname(config)# clear crypto ca crls
hostname(config)# 

関連コマンド

trustpointname （任意）トラストポイントの名前。名前を指定しない場合、このコマンド

はシステムでキャッシュされたすべての CRL をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca crl request トラストポイントの CRL のコンフィギュレーションに基づく CRL   
をダウンロードします。

show crypto ca crls キャッシュされたすべての CRL、または指定したトラストポイント 
でキャッシュされた CRL を表示します。
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clear crypto protocol statistics
暗号アクセラレータ MIB 内のプロトコル固有の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで    
clear crypto protocol statistics コマンドを使用します。

clear crypto protocol statistics protocol

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力することが可能なモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、すべての暗号アクセラレータの統計情報を  
クリアする例を示します。

hostname(config)# clear crypto protocol statistics all
hostname(config)# 

関連コマンド

protocol 統計情報をクリアするプロトコル名を指定します。選択できるプロトコル

は、次のとおりです。

ikev1 ― Internet Key Exchange バージョン 1

ipsec ― IP Security Phase-2 プロトコル

ssl ― Secure Sockets Layer（SSL）

other ― 新しいプロトコル用

all ― 現在サポートされているすべてのプロトコル

このコマンドのオンライン ヘルプでは、今後のリリースでサポートされる 
ことになる他のプロトコルが表示される場合があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB のグローバル統計情報およびアク  
セラレータ固有の統計情報を消去します。

show crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB のグローバル統計情報およびアク  
セラレータ固有の統計情報を表示します。

show crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB 内のプロトコル固有の統計情報を  
表示します。
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clear dhcprelay statistics
DHCP リレーの統計カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear dhcprelay statistics コマ       
ンドを使用します。

clear dhcprelay statistics 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear dhcprelay statistics コマンドは、DHCP リレーの統計カウンタだけをクリアします。DHCP リ     
レーのすべてのコンフィギュレーションをクリアするには、clear configure dhcprelay コマンドを使   
用します。

例 次に、DHCP リレーの統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear dhcprelay statistics
hostname# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
debug dhcprelay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
show dhcprelay statistics DHCPリレー エージェント統計情報を表示します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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clear dns-hosts cache
DNS キャッシュをクリアするには、特権 EXEC モードで clear dns-hosts cache コマンドを使用しま       
す。このコマンドは、name コマンドで追加したスタティック エントリをクリアしません。

clear dns-hosts cache

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、DNS キャッシュをクリアする例を示します。

hostname# clear dns-hosts cache

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行す   

る回数を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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clear failover statistics
フェールオーバーの統計カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear failover statistics コ      
マンドを使用します。

clear failover statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、show failover statistics コマンドで表示された統計情報と show failover コマンド出      
力の Stateful Failover Logical Update Statistics セクションのカウンタをクリアします。フェールオー      
バーのコンフィギュレーションを削除するには、clear configure failover コマンドを使用します。

例 次に、フェールオーバーの統計カウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear failover statistics
hostname# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug fover フェールオーバー デバッグ情報を表示します。
show failover フェールオーバー設定および運用統計の情報を表示します。
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clear fragment
IP フラグメント再構成モジュールの運用データをクリアするには、特権 EXEC モードで clear    
fragment コマンドを使用します。このコマンドは、再構成の待機中で、現在キューに格納されてい 
るフラグメント（queue キーワードが入力されている場合）をクリアするか、すべての IP フラグメ   
ント再構成の統計情報（statistics キーワードが入力されている場合）をクリアします。統計情報は、 
正常に再構成されたフラグメント チェーン数、再構成に失敗したチェーン数、最大サイズを超えて 
バッファのオーバーフローが生じた回数を示すカウンタです。

clear fragment {queue | statistics} [interface]

シンタックスの説明

デフォルト interface を指定しない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IP フラグメント再構成モジュールの運用データをクリアする例を示します。

hostname# clear fragment queue

関連コマンド

interface （任意）FWSM インターフェイスを指定します。
queue IP フラグメント再構成のキューをクリアします。
statistics IP フラグメント再構成の統計情報をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが 2 つのコマンド（clear fragment と clear configure fragment）       
に分かれ、運用データのクリアとコンフィギュレーション データのクリア 
が区別されるようになりました。

コマンド 説明

clear configure fragment IP フラグメント再構成設定を消去し、デフォルトにリセットし 
ます。

fragment パケット フラグメンテーションをさらに詳細に管理して、NFS 
との互換性を高めます。

show fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示します。
show running-config fragment IP フラグメント再構成設定を表示します。
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clear gc
ガーベッジ収集処理の統計情報を削除するには、特権 EXEC モードで clear gc コマンドを使用しま     
す。

clear gc

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ガーベッジ収集処理の統計情報を削除する例を示します。

hostname# clear gc

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show gc ガーベッジ収集処理の統計情報を表示します。
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clear igmp counters
すべての IGMP カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear igmp counters コマンドを使        
用します。

clear igmp counters [if_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IGMP 統計カウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear igmp counters

関連コマンド

if_name nameif コマンドで指定されたインターフェイス名。このコマンドを使用し 
てインターフェイス名を入力すると、指定したインターフェイスのカウン

タだけがクリアされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear igmp group IGMP グループ キャッシュから検出されたグループをクリアします。
clear igmp traffic IGMP トラフィック カウンタをクリアします。
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clear igmp group
IGMP グループ キャッシュから検出されたグループをクリアするには、特権 EXEC モードで clear     
igmp コマンドを使用します。

clear igmp group [group | interface name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン グループまたはインターフェイスを指定しない場合、すべてのインターフェイスからすべてのグ

ループがクリアされます。グループを指定すると、そのグループのエントリだけがクリアされます。

インターフェイスを指定すると、そのインターフェイスのすべてのグループがクリアされます。グ

ループとインターフェイスの両方を指定すると、指定したインターフェイスの指定のグループがク

リアされます。

このコマンドは、静的に設定されたグループをクリアしません。

例 次に、IGMP グループ キャッシュから検出されたすべての IGMP グループをクリアする例を示しま    
す。

hostname# clear igmp

関連コマンド

group IGMP グループ アドレス。特定のグループを指定することによって、  
キャッシュから指定したグループを削除します。

interface name nameif コマンドで指定されたインターフェイス名。指定すると、インター 
フェイスに関連付けられたすべてのグループが削除されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear igmp counters すべての IGMP カウンタをクリアします。
clear igmp traffic IGMP トラフィック カウンタをクリアします。
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clear igmp traffic
IGMP トラフィックのカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear igmp traffic コマンド       
を使用します。

clear igmp traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IGMP 統計トラフィックのカウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear igmp traffic

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear igmp group IGMP グループ キャッシュから検出されたグループをクリアしま  
す。

clear igmp counters すべての IGMP カウンタをクリアします。
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clear interface
インターフェイスの統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear interface コマンドを使     
用します。

clear interface [mapped_name | interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、このコマンドがすべてのインターフェイスの統計情報をクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear interface コマンドは、入力バイト数以外のすべてのインターフェイス統計情報をクリアしま  
す。インターフェイスの統計情報に関する詳細については、show interface コマンドを参照してく  
ださい。

インターフェイスがコンテキスト間で共有されている場合に、コンテキスト内でこのコマンドを入

力すると、FWSM は現在のコンテキストの統計情報だけをクリアします。システムの実行スペース 
にこのコマンドを入力した場合、FWSM は統合された統計情報をクリアします。

システム実行スペース内ではインターフェイス名を使用できません。nameif コマンドを使用できる 
のは、コンテキスト内のみです。同様に、allocate-interface コマンドを使用してマッピング名にイ 
ンターフェイス ID をマッピングした場合、このマッピング名を使用できるのはコンテキスト内の  
みです。

例 次に、すべてのインターフェイスの統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear interface

関連コマンド

interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別します。
mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   

使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure interface インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定し、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。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を 
表示します。

show running-config interface インターフェイスのコンフィギュレーションを表示します。
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clear ip verify statistics
Unicast RPF の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear ip verify statistics コマンドを        
使用します。Unicast RPF をイネーブルにする場合は、ip verify reverse-path コマンドを参照してく     
ださい。

clear ip verify statistics [interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、Unicast RPF の統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear ip verify statistics

関連コマンド

interface interface_name Unicast RPF の統計情報をクリアするインターフェイスを設定しま  
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ip verify reverse-path ip verify reverse-path 設定を消去します。
ip verify reverse-path IP スプーフィングを防止するためにユニキャスト 

RPF 機能をイネーブルにします。
show ip verify statistics ユニキャスト RPF 統計情報を表示します。
show running-config ip verify reverse-path ip verify reverse-path  のコンフィギュレーションを    

表示します。
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clear ipsec sa
IPSec SA を全体でクリアするか、指定されたパラメータに基づいてクリアするには、特権 EXEC   
モードで clear ipsec sa コマンドを使用します。代わりに、clear crypto ipsec sa の形式を使用するこ        
ともできます。

clear ipsec sa [counters | entry peer-addr protocol spi | peer peer-addr | map map-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての IPSec SA カウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear ipsec sa counters
hostname# 

関連コマンド

counters （任意）すべてのカウンタをクリアします。

entry （任意）指定した IPSec ピア、プロトコル、および SPI の IPSec SA をクリ       
アします。

map map-name （任意）指定した暗号マップの IPSec SA をクリアします。
peer （任意）指定したピアの IPSec SA をクリアします。
peer-addr IPSec ピアの IP アドレスを指定します。
protocol IPSec プロトコル（esp または ah）を指定します。
spi IPSec SPI を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ipsec sa 指定したパラメータに基づいて IPSec SA を表示します。
show ipsec stats IPSec フロー MIB からグローバル IPSec の統計情報を表示します。
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clear ipv6 access-list counters
IPv6 アクセス リストの統計カウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear ipv6 access-list       
counters コマンドを使用します。

clear ipv6 access-list id counters 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IPv6 アクセス リスト 2 の統計データをクリアする例を示します。

hostname# clear ipv6 access-list 2 counters
hostname# 

関連コマンド

id IPv6 アクセス リストの識別子

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ipv6 現在のコンフィギュレーションから ipv6 access-list コマンドをクリ   
アします。

ipv6 access-list IPv6 アクセス リストを設定します。
show ipv6 access-list 現在のコンフィギュレーション内に ipv6 access-list コマンドを表示   

します。
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clear ipv6 neighbors
IPv6 ネイバー検出キャッシュをクリアするには、特権 EXEC モードで clear ipv6 neighbors コマン       
ドを使用します。

clear ipv6 neighbors

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、キャッシュから検出されたすべての IPv6 ネイバーを削除します。スタティック  
エントリは削除しません。

例 次に、IPv6 ネイバー検出キャッシュからスタティック エントリ以外のすべてのエントリを削除す  
る例を示します。

hostname# clear ipv6 neighbors
hostname#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 neighbor IPv6 検出キャッシュにスタティック エントリを設定します。
show ipv6 neighbor IPv6 ネイバー キャッシュ情報を表示します。
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clear ipv6 traffic
IPv6 トラフィックのカウンタをリセットするには、特権 EXEC モードで clear ipv6 traffic コマンド       
を使用します。

clear ipv6 traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、show ipv6 traffic コマンドによる出力のカウンタをリセットします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、IPv6 トラフィックのカウンタをリセットする例を示します。ipv6 traffic コマンドによる出力   
には、カウンタがリセットされていることが示されます。

hostname# clear ipv6 traffic
hostname# show ipv6 traffic
IPv6 statistics:
  Rcvd:  1 total, 1 local destination
         0 source-routed, 0 truncated
         0 format errors, 0 hop count exceeded
         0 bad header, 0 unknown option, 0 bad source
         0 unknown protocol, 0 not a router
         0 fragments, 0 total reassembled
         0 reassembly timeouts, 0 reassembly failures
  Sent:  1 generated, 0 forwarded
         0 fragmented into 0 fragments, 0 failed
         0 encapsulation failed, 0 no route, 0 too big
  Mcast: 0 received, 0 sent

ICMP statistics:
  Rcvd: 1 input, 0 checksum errors, 0 too short
        0 unknown info type, 0 unknown error type
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        0 router solicit, 0 router advert, 0 redirects
        0 neighbor solicit, 1 neighbor advert
  Sent: 1 output
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        0 router solicit, 0 router advert, 0 redirects
        0 neighbor solicit, 1 neighbor advert

UDP statistics:
  Rcvd: 0 input, 0 checksum errors, 0 length errors
        0 no port, 0 dropped
  Sent: 0 output

TCP statistics:
  Rcvd: 0 input, 0 checksum errors
  Sent: 0 output, 0 retransmitted

関連コマンド コマンド 説明

show ipv6 traffic IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。
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clear isakmp sa
IKE ランタイム SA データベースをすべて削除するには、特権 EXEC モードで clear isakmp sa コマ        
ンドを使用します。

clear isakmp sa 

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンフィギュレーションから IKE ランタイム SA データベースを削除する例を示します。

hostname(config)# clear isakmp sa 
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp stats ランタイムの統計情報を表示します。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
show running-config isakmp アクティブな ISAKMP 設定をすべて表示します。
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clear local-host
ネットワーク接続を削除するには、特権 EXEC モードで clear local-host コマンドを使用します。

clear local-host [ip_address] [all]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、10.1.1.15 からのすべての接続をクリアする例を示します。

hostname# clear local-host 10.1.1.15

関連コマンド

all （任意）FWSM への、または FWSM からの直接接続を除く、すべての接続   
をクリアします。

ip_address （任意）接続をクリアするホスト IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show local-host ローカル ホストのネットワーク状態を表示します。
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clear logging asdm
ASDM ロギング バッファをクリアするには、特権 EXEC モードで clear logging asdm コマンドを使        
用します。

clear logging asdm

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ASDM システム ログ メッセージは、FWSM システム ログ メッセージとは別のバッファに格納され      
ています。ASDM ロギング バッファをクリアすると、ASDM システム ログ メッセージだけがクリ     
アされ、FWSM システム メッセージはクリアされません。ASDM システム ログ メッセージを表示     
するには、show asdm log コマンドを使用します。

例 次に、ASDM ロギング バッファをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear logging asdm 
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが show pdm logging コマンドから show asdm log コマンドに        
変更されました。

コマンド 説明

show asdm log sessions ASDM ロギング バッファの内容を表示します。
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clear logging buffer
ロギング バッファをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モードで clear logging     
buffer コマンドを使用します。

clear logging buffer

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、内部ログ バッファからすべてのシステム ログ メッセージを削除する例を示します。

hostname #clear logging buffer

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファに発生したイ  
ベント メッセージを書き込めるようにします。

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示します。
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clear mac-address-table
ダイナミック MAC アドレス テーブルのエントリをクリアするには、特権 EXEC モードで clear      
mac-address-table コマンドを使用します。

clear mac-address-table [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ダイナミック MAC アドレス テーブルのエントリをクリアする例を示します。

hostname# clear mac-address-table

関連コマンド

interface_name （任意）選択したインターフェイスの MAC アドレス テーブルのエントリ   
をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エント   

リのタイムアウトを設定します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show mac-address-table MAC アドレス テーブル エントリを表示します。
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clear memory delayed-free-poisoner
delayed free-memory poisoner ツールのキューおよび統計情報をクリアするには、特権 EXEC モード     
で  clear memory delayed-free-poisoner  コマンドを使用します。

clear memory delayed-free-poisoner

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear memory delayed-free-poisoner  コマンドは、 delayed free-memory poisoner ツールのキューに登録        
されているすべてのメモリを検証せずにシステムに戻し、関連統計カウンタをクリアします。

例 次に、delayed free-memory poisoner ツールのキューおよび統計情報を消去する例を示します。

hostname# clear memory delayed-free-poisoner

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

memory delayed-free-poisoner enable delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにしま   
す。

memory delayed-free-poisoner validate delayed free-memory poisoner ツールのキューに登録され   
ているメモリを検証します。

show memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューの使用状況   
について要約を表示します。
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clear memory profile
メモリ プロファイリング機能が保持しているメモリ バッファをクリアするには、特権 EXEC モー    
ドで clear memory profile コマンドを使用します。

clear memory profile [peak]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、現在「使用中」のプロファイル バッファをクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear memory profile コマンドは、プロファイリング機能が保持するメモリ バッファを解放するので、    
プロファイリングを停止してから、クリアする必要があります。

例 次に、プロファイリング機能が保持するメモリ バッファをクリアする例を示します。

hostname# clear memory profile

関連コマンド

peak （任意）ピーク時のメモリ バッファの内容をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

memory profile enable メモリ使用率（メモリ プロファイリング）のモニタリングをイネー 
ブルにします。

memory profile text プロファイリングするメモリのテキスト範囲を設定します。

show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示します。
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clear mfib counters
MFIB ルータ パケットのカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear mfib counters コマ        
ンドを使用します。

clear mfib counters [group [source]]

シンタックスの説明

デフォルト 引数を指定しないでこのコマンドを使用する場合、すべてのルートのルート カウンタがクリアされ 
ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべての MFIB ルート カウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear mfib route counters

関連コマンド

group （任意）マルチキャスト グループの IP アドレスです。
source （任意）マルチキャスト ルート送信元の IP アドレスです。このアドレス   

は、4 つに区切られたドット付き 10 進表記のユニキャスト IP アドレスで     
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib count MFIB ルートとパケット カウント データを表示します。
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clear ospf
OSPF プロセス情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear ospf コマンドを使用します。

clear ospf [pid] {process | counters [neighbor [neighbor-intf] [neighbr-id]]}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用しても、コンフィギュレーションが削除されることはありません。コンフィ

ギュレーションから特定のコマンドをクリアするには、コンフィギュレーション コマンドの no 形   
式を使用します。コンフィギュレーションからすべてのグローバル OSPF コマンドを削除するには、  
clear configure router ospf コマンドを使用します。

（注） clear configure router ospf コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力さ      
れた OSPF コマンドをクリアしません。

例 次に、OSPF プロセス カウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear ospf process

関連コマンド

counters OSPF カウンタをクリアします。
neighbor OSPF ネイバー カウンタをクリアします。
neighbor-intf （任意）OSPF インターフェイス ルータ指定を解除します。
neighbr-id （任意）OSPF ネイバー ルータ ID をクリアします。
pid （任意）OSPF ルーティング プロセスで内部的に使用される識別パラメー  

タ。有効値は、1 ～ 65535 です。
process OSPF ルーティング プロセスをクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure router 実行コンフィギュレーションからすべてのグローバル ルータ コマ  
ンドをクリアします。
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clear pim counters
PIM トラフィックのカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear pim counters コマンド       
を使用します。

clear pim counters 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、トラフィックのカウンタだけをクリアします。PIM トポロジ テーブルをクリアす  
るには、clear pim topology コマンドを使用します。

例 次に、PIM トラフィックのカウンタをクリアする例を示します。

hostname# clear pim counters

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim reset リセットで MRIB の同期化を強制します。
clear pim topology PIM トポロジ テーブルをクリアします。
show pim traffic PIM トラフィックのカウンタを表示します。
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clear pim reset
リセットで MRIB の同期化を強制するには、特権 EXEC モードで clear pim reset コマンドを使用し        
ます。

clear pim reset

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トポロジ テーブルからのすべての情報がクリアされ、MRIB 接続がリセットされます。このコマン  
ドは、PIM トポロジ テーブルと MRIB データベース間で状態を同期化させるのに使用できます。

例 次に、トポロジ テーブルをクリアし、MRIB 接続をリセットする例を示します。

hostname# clear pim reset

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim counters PIM カウンタと統計情報をクリアします。
clear pim topology PIM トポロジ テーブルをクリアします。
clear pim counters PIM トラフィックのカウンタをクリアします。



第 7章      clear console-output ～ clear xlate コマンド
clear pim topology  

7-33
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

clear pim topology
PIM トポロジ テーブルをクリアするには、特権 EXEC モードで clear pim topology コマンドを使用        
します。

clear pim topology [group]

シンタックスの説明

デフォルト オプションの group 引数を指定しない場合、トポロジ テーブルからすべてのエントリがクリアされ   
ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PIM トポロジ テーブルから既存の PIM ルートをクリアします。IGMP ローカル     
メンバーシップなど、MRIB テーブルから取得した情報は残されます。マルチキャスト グループが  
指定されると、そのグループのエントリだけがクリアされます。

例 次に、PIM トポロジ テーブルをクリアする例を示します。

hostname# clear pim topology

関連コマンド

group （任意）トポロジ テーブルから削除するマルチキャスト グループ アドレス   
または名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim counters PIM カウンタと統計情報をクリアします。
clear pim reset リセットで MRIB の同期化を強制します。
clear pim counters PIM トラフィックのカウンタをクリアします。
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clear prompt
設定したプロンプトをクリアするには、グローバル コンフィギュレーション モード（P_CONF）お  
よび複製モード（P_REP）の、シングルモード、およびマルチモードのシステム コンテキスト内で 
clear prompt コマンドを使用します。このコマンドは、設定されたすべてのプロンプトをクリアし  
ます。設定されたプロンプトを表示できるのは、管理者のみです。ユーザ コンテキストの場合は、 
デフォルトのホスト名 /コンテキスト（config モード）プロンプトを表示できます。

clear prompt [<keyword> [keyword>] ...]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、ホスト名 /コンテキスト（config モード）プロンプトです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン プロンプトに情報を追加する機能により、複数のモジュールが存在する場合にログインしているモ

ジュールを一目で把握することができます。フェールオーバー中、両方のモジュールのホスト名が

同じ場合などに役立ちます。

例 次に、hostname、domain、context、priority、slot、および state キーワードを使用したプロンプトを  
クリアする例を示します。

fwsm(config)# clear prompt hostname context priority slot state

関連コマンド

キーワード 説明

context 現在のコンテキストを表示するようにプロンプトを設定します（マルチ

モードのみ）。

domain ドメインを表示するプロンプトを設定します。

hostname ホスト名を表示するプロンプトを設定します。

priority [failover lan unit] の設定を表示するようにプロンプトを設定します。
slot 必要に応じて、スロット位置を表示するようにプロンプトを設定します。

state 現在のトラフィック処理状態を表示するプロンプトを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

prompt セッション済みのプロンプト表示を設定します。

show prompt 設定されているプロンプトを表示します。
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clear resource usage
リソース使用状況の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear resource usage コマンド      
を使用します。

clear resource usage [context context_name | all | summary] [resource {resource_name | all}]

シンタックスの説明

デフォルト マルチ コンテキスト モードでは、デフォルトのコンテキストは all で、すべてのコンテキストのリ    
ソース使用状況をクリアします。シングル モードの場合、コンテキスト名は無視され、すべてのリ 
ソースの統計情報がクリアされます。

デフォルトのリソース名は all で、すべてのリソース タイプをクリアします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべてのリソース使用状況の統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear resource usage

関連コマンド

context context_name （マルチ モードのみ）統計情報をクリアするコンテキスト名を指定しま 
す。すべてのコンテキストの場合は、all を指定します。

resource resource_name 特定のリソースの使用状況をクリアします。すべてのリソースを対象と

する場合は、all（デフォルト）を指定します。リソースには次のような
種類があります。

 • conns ― 2 つのホスト間の TCP または UDP 接続（特定のホストと       
その他の複数のホストとの接続を含む）

 • hosts ― FWSM を介して接続できるホスト

 • ipsec ― （シングル モードのみ）IPSec セッション

 • ssh ― SSH セッション

 • telnet ― Telnet セッション

 • xlates ― NAT 変換
summary （マルチ モードのみ）統合されたコンテキストの統計情報をクリアしま 

す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

context セキュリティ コンテキストを追加します。
show resource types リソース タイプのリストを表示します。
show resource usage FWSM のリソース使用率を表示します。
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clear route
ルーティング テーブルから動的に学習されたルートを削除するには、特権 EXEC モードで clear    
route コマンドを使用します。

clear route [statistics]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、動的に学習されたルートを削除する例を示します。

hostname# clear route

関連コマンド

statistics （任意）ルートの統計カウンタをクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

route インターフェイスのスタティックまたはデフォルト ルートを指定 
します。

show route ルート情報を表示します。

show running-config route 設定されているルートを表示します。
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clear service-policy
イネーブルにされたポリシーの運用データまたは統計情報（存在する場合）をクリアするには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで clear service-policy コマンドを使用します。

clear service-policy [global | interface intf | inspect]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、このコマンドがイネーブルにされたサービス ポリシーの統計情報をすべてクリア 
します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス名を指定した場合、ポリシー マップはそのインターフェイスだけに適用されま 
す。インターフェイス名は nameif コマンドで定義します。インターフェイスのポリシー マップに   
よって、グローバル ポリシー マップが上書きされます。1 つのインターフェイスに使用できるポリ   
シー マップは 1 つだけです。

使用できるグローバル ポリシーは 1 つだけです。

例 次の例は、clear service-policy コマンドの構文を示します。

hostname(config)# clear service-policy outside_security_map outside

関連コマンド

global （任意）グローバル サービス ポリシーの統計情報をクリアします。
interface （任意）特定のインターフェイスのサービス ポリシー統計情報をクリアし 

ます。

intf nameif コマンドで定義されたインターフェイス名
inspect 検査サービス ポリシーの統計情報をクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show service-policy サービス ポリシーを表示します。
show running-config service-policy 実行コンフィギュレーションで設定されたサービス ポリ 

シーを表示します。

clear configure service-policy サービス ポリシー設定を消去します。
service-policy サービス ポリシーを設定します。
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clear service-policy inspect gtp
グローバル GTP の統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear service-policy inspect gtp        
コマンドを使用します。

clear service-policy inspect gtp {pdp-context [all | apn ap_name | imsi IMSI_value | ms-addr 
IP_address | tid tunnel_ID | version version_num] | requests | statistics [gsn IP_address] }

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン PDP コンテキストは、IMSI および NSAPI を組み合わせたトンネル ID で識別されます。GTP トン       
ネルは異なる GSN ノード内にある 2 つの対応する PDP コンテキストによって定義され、トンネル      
ID で識別されます。外部パケット データ ネットワークと Mobile Station（MS; モバイル ステーショ       
ン） ユーザ間でパケットを転送するには、GTP トンネルが必要です。

all すべての GTP Packet Data Protocol（PDP）コンテキストをクリアします。
apn （任意）指定された APN に基づく PDP コンテキストをクリアします。
ap_name 具体的なアクセス ポイント名を指定します。
gsn （任意）GPRS サポート ノードを指定します。GPRS サポート ノードは、GPRS    

ワイヤレス データ ネットワークと他のネットワーク間のインターフェイス  
です。

gtp （任意）GTP のサービス ポリシーをクリアします。
imsi （任意）指定された IMSI に基づく PDP コンテキストをクリアします。
IMSI_value 特定の IMSI を識別する 16 進値 
interface （任意）特定のインターフェイスを識別します。

int 情報をクリアするインターフェイスを指定します。

IP_address 統計情報がクリアされる IP アドレス
ms-addr （任意）指定された Mobile Station（MS）アドレスに基づく PDP コンテキスト    

をクリアします。

pdp-context （任意）PDP コンテキストを識別します。
requests （任意）GTP 要求をクリアします。
statistics （任意）inspect gtp コマンドの GTP の統計情報をクリアします。
tid （任意）指定された TID に基づく PDP コンテキストをクリアします。
tunnel_ID 特定のトンネルを識別する 16 進値
version （任意）GTP バージョンに基づく PDP コンテキストをクリアします。
version_num PDP コンテキストのバージョンを指定します。有効な範囲は、0 ～ 255です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、GTP の統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear service-policy inspect gtp statistics

関連コマンド

clear shun
現在イネーブルであるすべての遮断をディセーブルにして、遮断統計情報をクリアするには、特権

EXEC モードで clear shun コマンドを使用します。

clear shun [statistics]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、現在イネーブルであるすべての遮断をディセーブルにして、遮断統計情報をクリアする例を

示します。

hostname(config)# clear shun

関連コマンド

コマンド 説明

debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp アプリケーション検査に使用する GTP マップを割り当てます。
show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
show running-config gtp-map 設定されている GTP マップを表示します。

statistics （任意）インターフェイスのカウンタのみをクリアします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

shun 新しい接続や既存の接続からのパケットを禁止して、攻撃元ホストへのダ

イナミック応答をイネーブルにします。

show shun 遮断情報を表示します。
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clear sunrpc-server active
Sun RPC アプリケーション検査で開かれたピンホールをクリアするには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで clear sunrpc-server active コマンドを使用します。

clear sunrpc-server active

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Sun RPC アプリケーション検査（NFS または NIS などのサービス トラフィックが FWSM を通過す        
るのを許可する）で開かれたピンホールをクリアするには、clear sunrpc-server active コマンドを使   
用します。

例 次に、SunRPC サービス テーブルをクリアする例を示します。

hostname(config)# clear sunrpc-server 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドのサポートが追加されました。

3.1(1)  このコマンドが clear rpc-server から変更されました。

コマンド 説明

clear configure sunrpc-server FWSM から Sun リモート プロセッサ コール サービス を消       
去します。

inspect sunrpc Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルまたはディ  
セーブルにし、使用するポートを設定します。

show running-config sunrpc-server SunRPC サービスのコンフィギュレーションに関する情報 
を表示します。

show sunrpc-server active アクティブな Sun RPC サービスに関する情報を表示しま   
す。

sunrpc-server SunRPC サービス テーブルのエントリを作成します。
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clear traffic
送受信アクティビティのカウンタをリセットするには、特権 EXEC モードで clear traffic コマンド     
を使用します。

clear traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear traffic コマンドは、show traffic コマンドを使用して表示される送受信アクティビティのカウ    
ンタをリセットします。

例 次に、clear traffic コマンドの例を示します。

hostname# clear traffic

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show traffic 送受信アクティビティのカウンタを表示します。
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clear uauth
1 人のユーザまたはすべてのユーザのキャッシュされた認証および許可情報をすべて削除するに 
は、特権 EXEC モードで clear uauth コマンドを使用します。

clear uauth [username]

シンタックスの説明

デフォルト ユーザ名を省略すると、すべてのユーザの認証および許可情報が削除されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear uauth コマンドは、1 人のユーザまたはすべてのユーザの AAA 許可および認証キャッシュを     
削除します。したがって、ユーザは、次回接続時に強制的に再認証されます。

このコマンドは、timeout コマンドと併せて使用します。

各ユーザ ホストの IP アドレスには、許可キャッシュが付加されます。ユーザが適切なホストから、   
キャッシュされたサービスにアクセスしようとすると、FWSM はユーザを許可済みであるとみな 
し、すぐに接続を代行処理します。たとえば、ある Web サイトへのアクセスを一度許可すると、イ  
メージを読み込むたびに許可サーバと通信することがなくなります（イメージが同じ IP アドレス  
から読み込まれる場合）。これにより、許可サーバ上でパフォーマンスが大幅に向上し、負荷も大

幅に軽減されます。

キャッシュでは、ユーザ ホストごとに最大 16 個のアドレスおよびサービスのペアを使用できます。

（注） Xauth をイネーブルにすると、uauth テーブル（show uauth コマンドで表示）に、クライアントに    
割り当てられた IP アドレスに関するエントリが追加されます。ただし、ネットワーク拡張モード  
で Easy VPN Remote 機能とともに Xauth を使用する場合、ネットワーク間に IPSec トンネルが作成        
されるため、ファイアウォールの背後のユーザを単一の IP アドレスに関連付けることができませ  
ん。したがって、Xauth の完了時に uauth エントリが作成されません。Authentication, Authorization,    
and Acounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）許可またはアカウンティング サービスが必   
要な場合は、AAA 認証プロキシをイネーブルにして、ファイアウォール背後のユーザを認証でき 
ます。AAA 認証プロキシの詳細については、AAA コマンドを参照してください。

ユーザ接続がアイドルなったあとにキャッシュを保持する期間を指定するには、timeout uauth コマ  
ンドを使用します。すべてのユーザのすべての許可キャッシュを削除するには、clear uauth コマン  
ドを使用します。次回接続を作成するときは、再認証する必要が生じます。

username （任意）ユーザ認証の情報を削除するユーザ名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ユーザ rlee に再認証が必要となる例を示します。

hostname(config)# clear uauth rlee

関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication ユーザ認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

aaa authorization ユーザ許可をイネーブルまたはディセーブルにします。

show uauth 現在のユーザ認証および許可情報を表示します。

timeout 最大アイドル期間を設定します。
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clear url-block block statistics
ブロック バッファ使用状況のカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで clear url-block block      
statistics コマンドを使用します。

clear url-block block statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear url-block block statistics コマンドは、Current number of packets held (global) カウンタを          
除いて、ブロック バッファ使用状況のカウンタをクリアします。

例 次に、URL ブロックの統計情報をクリアして、クリアしたあとのカウンタのステータスを表示する 
例を示します。

hostname# clear url-block block statistics
hostname# show url-block block statistics

URL Pending Packet Buffer Stats with max block  0
-----------------------------------------------------
Cumulative number of packets held: 0
Maximum number of packets held (per URL): 0
Current number of packets held (global): 38
Packets dropped due to
 | exceeding url-block buffer limit: 0
 | HTTP server retransmission: 0
Number of packets released back to client: 0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear url-block コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear url-block から変更されました。

コマンド 説明

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-block N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間に    

URL をバッファに使用するための URL キャッシュの情報を表示します。
url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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clear url-cache statistics
コンフィギュレーションから url-cache コマンドのステートメントを削除するには、特権 EXEC モー    
ドで clear url-cache statistics コマンドを使用します。

clear url-cache statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear url-cache statistics コマンドは、コンフィギュレーションから url-cache の統計情報を削除しま     
す。

URL キャッシュを使用しても、Websense プロトコル バージョン 1 の Websense アカウンティング       
ログは更新されません。Websense プロトコル バージョン 1 を使用している場合は、Websense にロ     
グの蓄積を許可して、Websense アカウンティング情報を表示できるようにします。目的のセキュリ 
ティ要求を満たす使用状況プロファイルを取得したら、url-cache コマンドを入力してスループット 
を増大させます。url-cache コマンドの使用中は、Websense プロトコル バージョン 4 および N2H2      
URL フィルタリングに対応するように、アカウンティング ログが更新されます。

例 次に、URL キャッシュの統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear url-cache statistics

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear url-cache コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear url-cache から変更されました。

コマンド 説明

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-cache statistics N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する    

間に URL をバッファに使用するための URL キャッシュの情報を表示    
します。

url-block フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サー   
バ応答で使用する URL バッファを管理します。

url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    
キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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clear url-server
URL フィルタリング サーバの統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear url-server コ       
マンドを使用します。

clear url-server statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear url-server コマンドは、コンフィギュレーションから URL フィルタリング サーバの統計情報     
を削除します。

例 次に、URL サーバの統計情報をクリアする例を示します。

hostname# clear url-server statistics

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) clear url-server コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが clear url-server から変更されました。

コマンド 説明

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-server N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間に    

URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を表示します。
url-block フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サーバ応   

答で使用する URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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clear xlate
現在の変換と接続の情報をクリアするには、特権 EXEC モードで clear xlate コマンドを使用します。

clear xlate [global ip1[-ip2] [netmask mask]] [local ip1[-ip2] [netmask mask]] [gport port1[-port2]] 
[lport port1[-port2]] [interface if_name] [state state]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear xlate コマンドは、変換スロットの内容をクリアします（[xlate] は変換スロットの意味）。変換   
スロットは鍵を変更したあとも存続できます。clear xlate コマンドは必ず、コンフィギュレーショ  
ン内で aaa-server、access-list、alias、global、nat、route、または static コマンドを追加、変更、ま   
たは削除したあとに使用してください。

global ip1[-ip2] （任意）アクティブな変換をグローバル IP アドレスまたはアドレス範囲別  
にクリアします。

gport port1[-port2] （任意）アクティブな変換をグローバル ポートまたはポート範囲別にクリ 
アします。

interface if_name （任意）アクティブな変換をインターフェイス別に表示します。

local ip1[-ip2] （任意）アクティブな変換をローカル IP アドレスまたはアドレス範囲別に  
クリアします。

lport port1[-port2] （任意）アクティブな変換をローカル ポートまたはポート範囲別にクリア 
します。

netmask mask （任意）グローバルまたはローカル IP アドレスを修飾するネットワーク マ   
スクを指定します。

state state （任意）アクティブな変換を状態別にクリアします。次の状態を 1 つまた  
は複数入力できます。

 • static ― static 変換を指定します。

 • portmap ― PAT（ポート アドレス変換）グローバル変換を指定します。

 • norandomseq ― norondomseq 設定を使用した nat または static 変換を       
指定します。

 • identity ― nat 0 ID アドレス変換を指定します。

複数の状態を指定する場合は、スペースで区切ります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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xlate は、NAT または PAT セッションについて記述します。これらのセッションは、detail オプショ     
ンを適用した show xlate コマンドで表示できます。xlate には、スタティックとダイナミックの 2 つ      
のタイプがあります。

スタティック xlate は、static コマンドを使用して作成される永続的な xlate です。スタティック xlate      
は、コンフィギュレーションから static コマンドを削除した場合にだけ削除されます。clear xlate   
は、スタティック変換ルールを削除しません。コンフィギュレーションから static コマンドを削除  
しても、スタティック ルールを使用する既存の接続は、引き続きトラフィックを転送できます。こ 
れらの接続を無効にするには、clear local-host を使用します。

ダイナミック xlate は、nat または global コマンドを介したトラフィック処理で必要となって作成さ     
れる xlate です。clear xlate は、ダイナミック xlate および関連する接続を削除します。clear local-host       
コマンドを使用して、xlate および関連する接続を削除することもできます。コンフィギュレーショ 
ンから nat または global コマンドを削除した場合、ダイナミック xlate および関連する接続がアク      
ティブのまま残る場合があります。これらの接続を削除するには、clear xlate または clear local-host    
コマンドを使用します。

例 次に、現在の変換および接続スロット情報をクリアする例を示します。

hostname# clear xlate global

関連コマンド コマンド 説明

clear local-host ローカル ホストのネットワーク情報をクリアします。
clear uauth キャッシュされたユーザ認証および許可情報をクリアします。

show conn アクティブ接続をすべて表示します。

show local-host ローカルホスト ネットワーク情報を表示します。
show xlate 現在の変換情報を表示します。
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8

client-access-rule ～  
crl-configure コマンド

client-access-rule
IPSec を介して FWSM に接続できるリモート アクセスのクライアント タイプとバージョンを制限     
するルールを設定するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで client-access-rule    
コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

すべてのルールを削除するには、priority 引数だけを指定して no client-access-rule コマンドを使用    
します。これは、client-access-rule none コマンドを発行して作成したヌル ルールを含む、設定した   
すべてのルールを削除します。

クライアント アクセス ルールがない場合、ユーザはデフォルトのグループ ポリシーに存在する任   
意のルールを継承します。ユーザがクライアント アクセス ルールを継承できないようにするには、  
client-access-rule none コマンドを使用します。これを行うことにより、すべてのクライアント タイ   
プとバージョンの接続が可能になります。

client-access-rule priority {permit | deny} type type version version | none

no client-access-rule priority [{permit | deny} type type version version]

シンタックスの説明 deny 特定のタイプとバージョン、またはそのいずれかのデバイスの接続を拒否し

ます。

none クライアント アクセス ルールを無効にします。client-access-rule をヌル値に設   
定します。その結果、制限が無効となります。デフォルト グループ ポリシー  
または指定されたグループ ポリシーからの値の継承を禁止します。

permit 特定のタイプとバージョン、またはそのいずれかのデバイスの接続を許可し

ます。

priority ルールのプライオリティを判別します。最小の整数を持つルールが、最大の

プライオリティを持ちます。したがって、クライアント タイプとバージョン、 
またはそのいずれかに一致し、最小の整数を持つルールが適用されるルール

となります。プライオリティの低いルールが相反する場合、FWSM は無視し 
ます。
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デフォルト デフォルトでは、アクセス ルールはありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の注意事項に従って、ルールを作成します。

 • ルールを定義しない場合、FWSM がすべての接続タイプを許可します。

 • クライアントがルールと一致しない場合、FWSM は接続を拒否します。これは、拒否ルールを 
定義する場合に、最低 1 つの許可ルールも定義する必要があることを意味します。そうしない  
と、FWSM がすべての接続を拒否します。

 • ソフトウェアおよびハードウェア クライアントの両方で、タイプとバージョンが show 
vpn-sessiondb remote 出力の表示に完全に一致する必要があります。

 • * 文字はワイルドカードで、各ルールで 2 回以上使用できます。たとえば、client-access-rule 3    
deny type * version 3.* は、リリース バージョン 3.x のソフトウェアを実行するすべてのクライ        
アント タイプを拒否するプライオリティ 3 のクライアント アクセス ルールを作成します。

 • 各グループ ポリシーに最大 25 のルールを作成できます。

 • すべてのルール セットで使用できる文字数が、最大 255 文字に制限されています。

 • クライアント タイプとバージョン、またはそのいずれかを送信しないクライアントに対して、 
n/a を使用できます。

例 次に、FirstGroup という名前のグループ ポリシーにクライアント アクセス ルールを作成する例を    
示します。これらのルールは、ソフトウェア バージョン 4.1 を実行している VPN クライアントを     
許可し、すべての VPN 3002 ハードウェア クライアントを拒否します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# client-access-rule 1 d t VPN3002 v *
hostname(config-group-policy)# client-access-rule 2 p * v 4.1

type type フリー形式の文字列（たとえば、VPN 3002）で、デバイスのタイプを指定し 
ます。ワイルドカードとして * 文字を使用できる場合を除いて、文字列が show   
vpn-sessiondb remote 出力の表示と完全に一致する必要があります。

version version フリー形式の文字列（たとえば、7.0）で、デバイスのバージョンを指定しま
す。ワイルドカードとして * 文字を使用できる場合を除いて、文字列が show   
vpn-sessiondb remote 出力の表示と完全に一致する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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client-firewall
IKE トンネルのネゴシエーション時に FWSM が VPN クライアントにプッシュするパーソナル ファ      
イアウォール ポリシーを設定するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで    
client-firewall コマンドを使用します。ファイアウォール ポリシーを削除するには、このコマンド  
の no 形式を使用します。

client-firewall none

client-firewall opt | req custom vendor-id num product-id num policy AYT | {CPP acl-in ACL acl-out 
ACL} [description string]

client-firewall opt | req zonelabs-zonealarm policy AYT | {CPP acl-in ACL acl-out ACL}

client-firewall opt | req zonelabs-zonealarmorpro policy AYT | {CPP acl-in ACL acl-out ACL}

client-firewall opt | req zonelabs-zonealarmpro policy AYT | {CPP acl-in ACL acl-out ACL}

client-firewall opt | req cisco-integrated acl-in ACL acl-out ACL

client-firewall opt | req sygate-personal

client-firewall opt | req sygate-personal-pro

client-firewall opt | req sygate-security-agent

client-firewall opt | req networkice-blackice

client-firewall opt | req cisco-security-agent

シンタックスの説明 acl-in <ACL> クライアントがインバウンド トラフィックに使用するポリシー 
を提供します。

acl-out <ACL> クライアントがアウトバウンド トラフィックに使用するポリ 
シーを提供します。

AYT クライアント PC ファイアウォール アプリケーションがファイ   
アウォール ポリシーを制御するように指定します。FWSM は、  
ファイアウォールが稼働しているかどうかをチェックします。

[Are You There?] と尋ね、応答がないと FWSM によってトンネ     
ルが取り除かれます。

cisco-integrated Cisco Integrated ファイアウォール タイプを指定します。
cisco-security-agent Cisco Intrusion Prevention Security Agent ファイアウォール タイプ      

を指定します。

CPP VPN クライアント ファイアウォール ポリシーの送信元として   
Policy Pushed を指定します。

custom Custom ファイアウォール タイプを指定します。
description <string> ファイアウォールについて記述します。

networkice-blackice Network ICE Black ICE ファイアウォール タイプを指定します。
none クライアント ファイアウォール ポリシーがないことを指定し  

ます。ポリシーが使用されないように、ファイアウォール ポリ 
シーにヌル値を設定します。デフォルトまたは指定したグルー

プ ポリシーからファイアウォール ポリシーを継承できないよ  
うにします。

opt オプションのファイアウォール タイプを指定します。
product-id ファイアウォール製品を指定します。
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デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには、1 つのインスタンスだけを設定できます。

すべてのファイアウォール ポリシーを削除するには、引数を指定せずに no client-firewall コマンド    
を使用します。これは、client-firewall none コマンドを発行して作成したヌル ポリシーを含む、設   
定したすべてのファイアウォール ポリシーを削除します。

ファイアウォール ポリシーがない場合、ユーザはデフォルトまたは他のグループ ポリシーに存在  
する任意のポリシーを継承します。ユーザがこのようなファイアウォール ポリシーを継承できない 
ようにするには、client-firewall none コマンドを使用します。

例 次に、FirstGroup という名前のグループ ポリシーに対して、Cisco Intrusion Prevention Security Agent      
を必要とするクライアント ファイアウォール ポリシーを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# client-firewall req cisco-security-agent

req 必須のファイアウォール タイプを指定します。
sygate-personal Sygate Personal ファイアウォール タイプを指定します。
sygate-personal-pro Sygate Personal Pro ファイアウォール タイプを指定します。
sygate-security-agent Sygate Security Agent ファイアウォール タイプを指定します。
vendor-id ファイアウォール ベンダーを指定します。
zonelabs-zonealarm Zone Labs Zone Alarm ファイアウォール タイプを指定します。
zonelabs-zonealarmorpro policy Zone Labs Zone Alarm または Pro ファイアウォール タイプを指       

定します。

zonelabs-zonealarmpro policy Zone Labs Zone Alarm Pro ファイアウォール タイプを指定しま      
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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client-update
クライアントの更新パラメータを設定および変更するには、tunnel-group ipsec-attributes コンフィ  
ギュレーション モードで client-update コマンドを使用します。クライアントがリビジョン番号のリ   
ストに表示されているソフトウェア バージョンをすでに実行している場合、ソフトウェアを更新す 
る必要はありません。クライアントがリストに表示されているソフトウェア バージョンを実行して 
いない場合は、更新する必要があります。最大 4 つのクライアントの更新エントリを指定できます。

クライアントの更新をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

client-update type type {url url-string} {rev-nums rev-nums}

no client-update [type]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモートアクセス トンネルグループ タイプだけです。クライア   
ントがリビジョン番号のリストに表示されているソフトウェア バージョンをすでに実行している 
場合、ソフトウェアを更新する必要はありません。クライアントがリストに表示されているソフト

ウェア バージョンを実行していない場合は、更新する必要があります。

rev-nums rev-nums このクライアントのソフトウェアまたはファームウェア イメージを指定 
します。カンマで区切り、最大 4 つまで入力できます。

type クライアントの更新を通知する OS（オペレーティング システム）を指定  
します。OS リストには、次の内容が含まれます。

 • Windows：Windows ベースのすべてのプラットフォーム

 • WIN9X：Windows 95、Windows 98、および Windows ME のプラット     
フォーム

 • WinNT：Windows NT 4.0、Windows 2000、および Windows XP のプラッ      
トフォーム

 • vpn3002：VPN 3002 ハードウェア クライアント
url url-string ソフトウェア /ファームウェア イメージの URL を指定します。この URL    

は、このクライアントに適切なファイルを指している必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードで、リモート アクセス トンネル グループ     
remotegrp にクライアントの更新パラメータを設定する例を示します。リビジョン番号 4.6.1 と更新   
を取得するための URL（https://support/updates）を指定します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# client-update type windows url https://support/updates/ 
rev-nums 4.6.1
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map enable crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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command-alias
コマンドのエイリアスを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  
command-alias コマンドを使用します。エイリアスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用   
します。コマンド エイリアスを入力すると、元のコマンドが起動します。たとえば、コマンド エ  
イリアスを作成して、長いコマンドのショートカットを提供することが必要な場合もあります。

command-alias mode command_alias original_command

no command-alias mode command_alias original_command

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、次のユーザ EXEC モードのエイリアスが設定されます。

h ― help

lo ― logout

p ― ping

s ― show

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンドの最初の部分に対するエイリアスを作成しても、通常どおりに追加のキーワードと引数を

入力できます。

CLI ヘルプを使用する場合、コマンド エイリアスにはアスタリスク（*）が適用され、次の形式で  
表示されます。

*command-alias=original-command

たとえば、lo コマンド エイリアスは、次のように ［lo］ で開始する他の特権 EXEC モード コマン       
ドと一緒に表示されます。

hostname# lo?
*lo=logout login  logout 

mode コマンド エイリアスを作成するコマンド モードを指定します。たとえば、  
exec（ユーザ モードおよび特権 EXEC モード）、configure、または interface    
を指定します。

command_alias 既存のコマンドに対して新しい名前を指定します。

original_command コマンド エイリアスを作成する既存のコマンドまたはキーワード付きの 
コマンドを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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別のモードで同じエイリアスを使用できます。たとえば、次のように特権 EXEC モードとコンフィ  
ギュレーション モードで ［happy］ を使用して、同じエイリアスで異なるコマンドを表示できます。

hostname(config)# happy?

configure mode commands/options:
*happy="username crichton password test"

exec mode commands/options:
*happy=enable

コマンドだけを表示し、エイリアスを省略するには、スペースで入力行を開始します。また、コマ

ンド エイリアスを避けるには、スペースを使用してから、コマンドを入力します。次の例では、 
happy? コマンドの前にスペースがあるので、エイリアスの happy が表示されていません。

hostname(config)# alias exec test enable
hostname(config)# exit
hostname#   happy?
ERROR: % Unrecognized command

コマンドでは、CLI ヘルプを使用して、コマンド エイリアスのあとに入力可能な引数とキーワード  
を表示できます。

完全な形式のコマンド エイリアスを入力する必要があります。短縮形のエイリアスは受け入れられ 
ません。次の例では、パーサーはエイリアスの happy を示すコマンドの hap を認識しません。

hostname# hap
% Ambiguous command: "hap"

例 次に、copy running-config startup-config コマンドに対する ［save] という名前のコマンド エイリア      
スを作成する例を示します。

hostname(config)# command-alias exec save copy running-config startup-config
hostname(config)# exit
hostname# save

Source filename [running-config]?
Cryptochecksum: 50d131d9 8626c515 0c698f7f 613ae54e

2209 bytes copied in 0.210 secs
hostname#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure command-alias 非デフォルトのすべてのコマンド エイリアスをクリ 
アします。

show running-config command-alias 設定された非デフォルトのすべてのコマンド エイリ 
アスを表示します。
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command-queue
応答待機中にキューに格納される MGCP コマンドの最大数を指定するには、MGCP マップ コン    
フィギュレーション モードで command-queue コマンドを使用します。設定を削除するには、この   
コマンドの no 形式を使用します。

command-queue limit

no command-queue limit

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

MGCP コマンド キューのデフォルトは 200 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 応答待機中にキューに格納される MGCP コマンドの最大数を指定するには、command-queue コマ   
ンドを使用します。許容範囲値は、1 ～ 4294967295 です。デフォルトの値は、200です。制限に達   
した場合に、新しいコマンドが着信すると、キュー格納期間が最も長いコマンドが削除されます。

例 次に、MGCP コマンド キューを 150 コマンドに制限する例を示します。

hostname(config)# mgcp-map mgcp_policy
hostname(config-mgcp-map)#command-queue 150

関連コマンド

limit キューに格納する最大コマンド数を指定します。範囲は、1 ～ 2147483647 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

MGCP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • No

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報を表示できるようにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション   

モードを開始します。

show mgcp MGCP の設定およびセッション情報を表示します。
timeout [mgcp] MGCP メディア接続が閉じられるまでのアイドル タイムアウトを  

設定します。

timeout [mgcp-pat] MGCP PAT xlate が削除されるまでのアイドル タイムアウトを設定    
します。
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compatible rfc1583
サマリー ルート コスト計算で使用する方式を RFC 1583 に戻すには、ルータ コンフィギュレーショ      
ン モードで compatible rfc1583 コマンドを使用します。RFC 1583 の互換性をディセーブルにするに      
は、このコマンドの no 形式を使用します。

compatible rfc1583

no compatible rfc1583

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーションに含まれるのは、コマンドの no 形式だけです。

例 次に、RFC 1583 に準拠したルート サマリー コスト計算をディセーブルにする例を示します。

hostname(config-router)# no compatible rfc1583
hostname(config-router)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  

コマンドを表示します。
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configure http
HTTP（HTTPS）サーバのコンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーションにマー 
ジするには、グローバル コンフィギュレーション モードで configure http コマンドを使用します。     
このコマンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

configure http[s]://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename

シンタックスの説明

デフォルト HTTP の場合、デフォルトのポートは 80 です。HTTPS の場合、デフォルトのポートは 443 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マージでは、新しいコンフィギュレーションのすべてのコマンドを実行コンフィギュレーションに

追加し、新しいバージョンと競合するコマンドを上書きします。たとえば、コマンドが複数のイン

スタンスを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィギュレーションの既存のコマンドに追加

されます。コマンドが 1 つのインスタンスだけを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィ  
ギュレーションのコマンドを上書きします。マージでは、実行コンフィギュレーションに存在して

いても新しいコンフィギュレーションに設定されていないコマンドは削除しません。

このコマンドは、copy http running-config コマンドと同じです。マルチ コンテキスト モードでは、     
このコマンドはシステムの実行スペースでしか利用できないので、configure http コマンドがコンテ  
キスト内で使用する場合の代わりのコマンドとなります。

:password （任意）HTTP（HTTPS）認証に対して、パスワードを指定します。
:port （任意）ポートを指定します。HTTP の場合、デフォルトは 80 です。HTTPS の    

場合、デフォルトは 443 です。
@ （任意）名前とパスワード、またはそのいずれかを入力する場合、サーバの IP 

アドレスの前にアットマーク（@）を入力します。
filename コンフィギュレーションのファイル名を指定します。

http[s] HTTP または HTTPS のいずれかを指定します。
path （任意）ファイル名へのパスを指定します。

server サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。IPv6 サーバのアドレスでは、   
ポートを指定する場合、IP アドレスをカッコで囲み、IP アドレスのコロンが  
ポート番号の前のコロンであると誤って解釈されないようにする必要があり

ます。たとえば、次のアドレスとポートを入力します。

[fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a]:8080

user （任意）HTTP（HTTPS）認証に対して、ユーザ名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、HTTPS サーバのコンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーション ファイル   
にコピーする例を示します。

hostname(config)# configure https://user1:pa$$w0rd@10.1.1.1/configs/newconfig.cfg

関連コマンド コマンド 説明

clear configure 実行コンフィギュレーションをクリアします。

configure memory スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー 
ションをマージします。

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実行    
コンフィギュレーションをマージします。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。
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configure memory
スタートアップ コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにマージするには、グロー 
バル コンフィギュレーション モードで configure memory コマンドを使用します。

configure memory

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マージでは、新しいコンフィギュレーションのすべてのコマンドを実行コンフィギュレーションに

追加し、新しいバージョンと競合するコマンドを上書きします。たとえば、コマンドが複数のイン

スタンスを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィギュレーションの既存のコマンドに追加

されます。コマンドが 1 つのインスタンスだけを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィ  
ギュレーションのコマンドを上書きします。マージでは、実行コンフィギュレーションに存在して、

新しいコンフィギュレーションに設定されていないコマンドは削除しません。

コンフィギュレーションをマージしない場合、実行コンフィギュレーションをクリアし（FWSM を 
通過する通信を中断させます）、configure memory コマンドを入力して、新しいコンフィギュレー  
ションをロードできます。

このコマンドは、copy startup-config running-config コマンドと同じです。

マルチ コンテキスト モードでは、コンテキストのスタートアップ コンフィギュレーションは、   
config-url コマンドで指定された場所にあります。

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにコピーする例を示 
します。

hostname(config)# configure memory

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

configure net
TFTP サーバのコンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーションにマージするに  
は、グローバル コンフィギュレーション モードで configure net コマンドを使用します。このコマ     
ンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

write net [server:[filename] | :filename]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド 説明

clear configure 実行コンフィギュレーションをクリアします。

configure http 指定した HTTP（HTTPS）URL のコンフィギュレーション ファイ   
ルを実行コンフィギュレーションにマージします。

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実行    
コンフィギュレーションをマージします。

configure factory-default CLI で入力するコマンドを実行コンフィギュレーションに追加し 
ます。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

:filename パスとファイル名を指定します。tftp-server コマンドを使用してファイル名が設 
定されている場合は、この引数を省略できます。

tftp-server コマンドの名前だけでなく、このコマンドでファイル名を指定する場 
合、FWSM は tftp-server コマンドのファイル名をディレクトリとして扱い、   
configure net コマンドのファイル名をそのディレクトリの下にあるファイルとし  
て追加します。

tftp-server コマンドの値を上書きするには、パスおよびファイル名の前にスラッ 
シュを入力します。スラッシュは、パスが tftpboot ディレクトリに対する相対パ  
スでなく、絶対パスであることを示します。このファイルに対して生成された

URL には、ファイル名パスの前に二重スラッシュ（//）が付加されます。必要な 
ファイルが tftpboot ディレクトリ内にある場合は、ファイル名パスに tftpboot ディ    
レクトリのパスを含めることができます。

tftp-server コマンドを使用して TFTP サーバ アドレスを指定した場合は、コロン    
（:）を入力し、そのあとにファイル名のみを入力します。

server: TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を設定します。このアドレスは、tftp-server   
コマンドで設定されたアドレス（存在する場合）を上書きします。IPv6 サーバの 
アドレスでは、IP アドレスをカッコで囲み、IP アドレスのコロンがファイル名  
の前のコロンであると誤って解釈されないようにする必要があります。たとえ

ば、次のアドレスを入力します。

[fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a]

デフォルト ゲートウェイ インターフェイスは、セキュリティが最大のインター  
フェイスです。tftp-server コマンドを使用して、別のインターフェイス名を設定 
できます。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マージでは、新しいコンフィギュレーションのすべてのコマンドを実行コンフィギュレーションに

追加し、新しいバージョンと競合するコマンドを上書きします。たとえば、コマンドが複数のイン

スタンスを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィギュレーションの既存のコマンドに追加

されます。コマンドが 1 つのインスタンスだけを許可する場合、新しいコマンドが実行コンフィ  
ギュレーションのコマンドを上書きします。マージでは、実行コンフィギュレーションに存在して、

新しいコンフィギュレーションに設定されていないコマンドは削除しません。

このコマンドは、copy tftp running-config コマンドと同じです。マルチ コンテキスト モードでは、     
このコマンドはシステムの実行スペースでしか利用できないので、configure net コマンドがコンテ  
キスト内で使用する場合の代わりのコマンドとなります。

（注） 「:end」という文字列は、FWSM が設定の終わりを明示するために使用しているので、FWSM に導  
入する予定のテキスト ファイルの末尾に「:end」を付けないようにします。

例 次に、tftp-server コマンドでサーバとファイル名を設定してから、configure net コマンドを使用し   
てサーバを無効にする例を示します。同じファイル名が使用されます。

hostname(config)# tftp-server inside 10.1.1.1 configs/config1
hostname(config)# configure net 10.2.2.2:

次の例は、サーバとファイル名を無効にします。ファイル名へのデフォルトのパスは、 

/tftpboot/configs/config1 です。ファイル名の先頭にスラッシュ（/）を入力しない場合、デフォルト 
でパスの /tftpboot/ 部分が加えられます。このパスを無効にする予定で、またファイルが tftpboot に    
存在するので、configure net コマンドで tftpboot パスを加えます。

hostname(config)# tftp-server inside 10.1.1.1 configs/config1
hostname(config)# configure net 10.2.2.2:/tftpboot/oldconfigs/config1

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

configure http 指定した HTTP（HTTPS）URL のコンフィギュレーション ファイ   
ルを実行コンフィギュレーションにマージします。

configure memory スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー 
ションをマージします。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

tftp-server その他のコマンドで使用する デフォルトの TFTP サーバおよびパ   
スを設定します。

write net TFTP サーバに実行コンフィギュレーションをコピーします。
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configure terminal
コマンドラインで実行コンフィギュレーションを設定するには、特権 EXEC モードで configure   
terminal コマンドを使用します。このコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードを開   
始し、コンフィギュレーションを変更するコマンドを入力できるようにします。

configure terminal

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

hostname# configure terminal
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure 実行コンフィギュレーションをクリアします。

configure http 指定した HTTP（HTTPS）URL のコンフィギュレーション ファイ   
ルを実行コンフィギュレーションにマージします。

configure memory スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー 
ションをマージします。

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実行    
コンフィギュレーションをマージします。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。
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config-url
システムがコンテキストのコンフィギュレーションをダウンロードする URL を指定するには、コ  
ンテキスト コンフィギュレーション モードで config-url コマンドを使用します。

config-url url

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンテキストの URL を追加すると、システムはただちにコンテキストを読み込んで、実行します。

（注） config-url コマンドを入力する前に、allocate-interface コマンドを入力します。FWSM では、コン   
テキストのコンフィギュレーションを読み込む前にインターフェイスをコンテキストに割り当て

る必要があります。コンテキストのコンフィギュレーションには、インターフェイスに関するコマ

ンド（interface、nat、global など）が含まれる場合があります。最初に config-url コマンドを入力   
すると、FWSM はコンテキストのコンフィギュレーションをただちに読み込みます。コンテキスト 
にインターフェイスに関連するコマンドが含まれている場合、これらのコマンドは機能しません。

url コンテキストのコンフィギュレーションの URL を設定します。管理コンテキス  
トからすべてのリモート URL にアクセス可能にする必要があります。次の URL   
構文を参照してください。

 • disk:/[path/]filename

この URL は、内部フラッシュ メモリを示します。
 • ftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;type=xx]

type には、次のいずれかのキーワードを使用できます。

－ ap ― ASCII パッシブ モード

－ an ― ASCII 通常モード

－ ip ― （デフォルト）バイナリ パッシブ モード

－ in ― バイナリ通常モード
 • http[s]://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename

 • tftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;int=interface_name]

サーバのアドレスへのルートを無効にする場合、インターフェイス名を指定

します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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ファイル名にファイルの拡張子を使用することは必須ではありませんが、[.cfg] を使用することを 
推奨します。

管理コンテキスト ファイルは内部フラッシュ メモリ上に保管されている必要があります。

HTTP または HTTPS サーバからコンテキストのコンフィギュレーションをダウンロードする場合、   
copy running-config startup-config コマンドを使用して、これらのサーバに戻って変更内容を保存す   
ることはできません。ただし、copy tftp コマンドを使用して、実行コンフィギュレーションを TFTP   
サーバにコピーできます。

サーバが使用できないために、システムがコンテキストのコンフィギュレーション ファイルを取得 
できない場合、またはファイルが存在しない場合には、システムは空のコンテキストを作成します。

空のコンテキストは、CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用してすぐに設定できます。

URL を変更するには、新しい URL で config-url コマンドを再入力します。FWSM は、新しいコン      
フィギュレーションを現在の実行コンフィギュレーションにマージします。同一の URL を再入力  
することによって、保存されたコンフィギュレーションが実行コンフィギュレーションにマージさ

れます。マージすると、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションに新しい

コマンドが追加されます。コンフィギュレーションが同じである場合、変更は行われません。コマ

ンドが競合する場合、またはコマンドがコンテキストの実行に影響する場合、マージの結果がコマ

ンドによって異なります。エラーまたは予期せぬ結果が生じる場合があります。実行コンフィギュ

レーションが空の場合（たとえば、サーバが使用できなかった場合やコンフィギュレーションがダ

ウンロードされなかった場合）には、新しいコンフィギュレーションが使用されます。コンフィ

ギュレーションをマージしない場合、実行コンフィギュレーションをクリアし（コンテキストを通

過する通信を中断させます）、新しい URL からコンフィギュレーションをリロードできます。

例 次に、管理コンテキストを ［administrator] に設定し、内部フラッシュ メモリに ［administrator] と     
いう名前のコンテキストを作成し、FTP サーバから 2 つのコンテキストを追加する例を示します。

hostname(config)# admin-context administrator
hostname(config)# context administrator
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan10
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan11
hostname(config-ctx)# config-url disk:/admin.cfg

hostname(config-ctx)# context test
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan100 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan102 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan110-vlan115 int3-int8
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/test.cfg
hostname(config-ctx)# class gold
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition 0

hostname(config-ctx)# context sample
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan200 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan212 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan230-vlan235 int3-int8
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/sample.cfg
hostname(config-ctx)# class silver

関連コマンド コマンド 説明

allocate-interface インターフェイスをコンテキストに割り当てます。

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

show context コンテキスト（システム実行スペース）リストまたは現在のコンテキスト

に関する情報を表示します。
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console timeout
FWSM に対するコンソール接続のアイドル タイムアウトを設定するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで console timeout コマンドを使用します。この設定をディセーブルにする    
には、このコマンドの no 形式を使用します。

console timeout number

no console timeout [number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは 0 です。この場合、コンソール セッションはタイムアウトしません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン console timeout コマンドは、Telnet または SSH タイムアウトを変更しません。これらのアクセス方     
法は、timeout コマンドを使用して独自のタイムアウト値を保持しています。

no console timeout コマンドは、コンソールのタイムアウト値をリセットして 0 のデフォルトのタイ     
ムアウトにします。つまり、コンソールはタイムアウトしません。

例 次に、コンソールのタイムアウトを 15 分に設定する例を示します。

hostname(config)# console timeout 15

関連コマンド

number コンソール セッションが終了するまでのアイドル時間を分数（0 ～ 60）で   
指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure console コンソール接続の設定をデフォルトに戻します。

show running-config console timeout FWSM に対するコンソール接続のアイドル タイムアウト  
を表示します。

timeout 接続、変換 UDP、および RPC スロットのアイドル時間を   
設定します。
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content-length
HTTP メッセージ本体の長さに基づいて HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マップ コン     
フィギュレーション モードで content-length コマンドを使用します。このモードには、http-map コ    
マンドを使用してアクセスできます。このコマンドを削除するには、コマンドの no 形式を使用し  
ます。

content-length { min bytes [max bytes] | max bytes] } action {allow | reset | drop} [log] 

no content-length { min bytes [max bytes] | max bytes] } action {allow | reset | drop} [log] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン content-length コマンドがイネーブルにされると、FWSM は設定された範囲内のメッセージだけを  
許可し、それ以外の場合は指定されたアクションを実行します。FWSM が TCP 接続をリセットし、   
Syslog エントリを作成するようにするには、action キーワードを使用します。

例 次に、HTTP トラフィックを 100 ～ 2000 バイトのメッセージに制限する例を示します。メッセージ     
がこの範囲外である場合、FWSM は TCP 接続をリセットし、Syslog エントリを作成します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# content-length min 100 max 2000 action reset log
hostname(config-http-map)# exit

action メッセージがこの検査をパスしない場合に実行するアクションを指定します。

allow メッセージを許可します。

bytes バイト数を指定します。min オプションの許容範囲は 1 ～ 65535 です。max オプ      
ションの場合は 1 ～ 50000000 です。

drop 接続を終了します。

log （任意）Syslog を生成します。
max （任意）許可されるコンテキストの最大長を指定します。

min 許可されるコンテキストの最小長を指定します。

reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

content-type-verification
HTTP メッセージのコンテンツ タイプに基づいて HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マッ     
プ コンフィギュレーション モードで content-type-verification コマンドを使用します。このモード    
には、http-map コマンドを使用してアクセスできます。この機能をディセーブルにするには、この 
コマンドの no 形式を使用します。

content-type-verification [match-req-rsp] action {allow | reset | drop} [log] 

no content-type-verification [match-req-rsp] action {allow | reset | drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のチェックをイネーブルにします。

 • ヘッダーのコンテンツ タイプ値が、サポートされているコンテンツ タイプの内部リストに存  
在することを確認します。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。

action メッセージがこのコマンドの検査をパスしない場合に実行するアクショ

ンを指定します。

allow メッセージを許可します。

drop 接続を終了します。

log （任意）Syslog メッセージを生成します。
match-req-rsp （任意）HTTP 応答の content-type フィールドが、対応する HTTP 要求メッ     

セージの accept フィールドに一致することを確認します。
reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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 • ヘッダーのコンテンツ タイプが、データの実際のコンテンツまたはメッセージのエンティティ 
本体の部分に一致することを確認します。

 • match-req-rsp キーワードは、HTTP 応答の content-type フィールドが、対応する HTTP 要求メッ      
セージの accept フィールドに一致することを確認する付加的なチェックをイネーブルにしま  
す。

メッセージが上記のいずれかのチェックにパスしない場合、FWSM が設定されたアクションを実行 
します。

次に、サポートされているコンテンツ タイプのリストを示します。

このリストの一部のコンテンツ タイプには、対応する正規表現（マジック番号）がない場合があり 
ます。そのため、メッセージの本体部分が確認されません。このような場合、HTTP メッセージが 
許可されます。

例 次に、HTTP メッセージのコンテンツ タイプに基づいて HTTP トラフィックを制限する例を示しま    
す。メッセージにサポートされていないコンテンツ タイプが含まれる場合、FWSM が TCP 接続を    
リセットし、Syslog エントリを作成します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# content-type-verification match-req-rsp reset log
hostname(config-http-map)# exit

関連コマンド

audio/* | audio/basic | video/x-msvideo
audio/mpeg | audio/x-adpcm | audio/midi
audio/x-ogg | audio/x-wav | audio/x-aiff | 
application/octet-stream application/pdf application/msword
application/vnd.ms-excel application/vnd.ms-powerpoint application/postscript
application/x-java-arching application/x-msn-messenger application/x-gzip
image | application/x-java-xm application/zip
image/jpeg | image/cgf | image/gif | 
image/x-3ds | image/png | image/tiff | 
image/x-portable-bitmap | image/x-bitmap | image/x-niff | 
text/* | image/x-portable-greymap | image/x-xpm | 
text/plain | text/css text/html | 
text/xmcd text/richtext | text/sgml
video/-flc text/xml video/*
video/sgi video/mpeg video/quicktime
video/x-mng video/x-avi video/x-fli

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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context
システムのコンフィギュレーションにセキュリティ コンテキストを作成して、コンテキスト コン  
フィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで context    
コマンドを使用します。コンテキストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。コ  
ンテキスト コンフィギュレーション モードでは、コンテキストが使用できるコンフィギュレー  
ション ファイルの URL とインターフェイスを指定できます。

context name

no context name [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 管理コンテキストがない場合（たとえば、コンフィギュレーションをクリアした場合）、最初に追

加するコンテキストが管理コンテキストである必要があります。管理コンテキストを追加する場合

は、admin-context コマンドを参照してください。管理コンテキストを指定したら、context コマン  
ドを入力して、管理コンテキストを設定できます。

システムのコンフィギュレーションを編集することによってのみ、コンテキストを削除できます。

このコマンドの no 形式を使用して、現在の管理コンテキストを削除することはできません。clear  
configure context コマンドを使用してすべてのコンテキストを削除する場合にのみ、このコンテキ  
ストを削除できます。

name 名前として、32 文字までの長さのテキスト文字列を設定します。この名前は大文 
字と小文字が区別されるので、たとえば、[customerA] と [CustomerA] という名前   
の 2 つのコンテキストを設定できます。文字、数字、またはハイフンを使用でき  
ますが、ハイフンで名前を開始または終了することはできません。

[System] または [Null]（大文字または小文字）は予約名なので、使用できません。
noconfirm （任意）確認プロンプトを表示することなく、コンテキストを削除します。この

オプションは、自動化されたスクリプトで便利です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、管理コンテキストを ［administrator] に設定し、内部フラッシュ メモリに ［administrator] と     
いう名前のコンテキストを作成し、FTP サーバから 2 つのコンテキストを追加する例を示します。

hostname(config)# admin-context administrator
hostname(config)# context administrator
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan10
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan11
hostname(config-ctx)# config-url disk:/admin.cfg

hostname(config-ctx)# context test
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan100 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan102 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan110-vlan115 int3-int8
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/test.cfg
hostname(config-ctx)# member gold
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition 0

hostname(config-ctx)# context sample
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan200 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan212 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan230-vlan235 int3-int8
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/sample.cfg
hostname(config-ctx)# member silver

関連コマンド コマンド 説明

allocate-interface コンテキストにインターフェイスを割り当てます。

changeto 各コンテキスト間またはシステムの実行スペースとの切り替えを行いま

す。

config-url コンテキスト設定の場所を指定します。

join-failover-group コンテキストをフェールオーバー グループに割り当てます。
show context コンテキスト情報を表示します。
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copy
ファイルを特定の場所から別の場所にコピーするには、copy コマンドを使用します。

copy [/noconfirm] {url | running-config | startup-config} {running-config | startup-config | url}

シンタックスの説明 /noconfirm 確認プロンプトを表示することなく、ファイルをコピーします。

running-config 実行コンフィギュレーションを指定します。

startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを指定します。シングル モードのス  
タートアップ コンフィギュレーションまたはマルチ コンテキスト モードのシ   
ステムのスタートアップ コンフィギュレーションは、フラッシュ メモリで非  
表示になっているファイルです。コンテキスト内から、config-url コマンドを 
使用して、スタートアップ コンフィギュレーションの場所が指定されます。た 
とえば、config-url コマンドの HTTP サーバを指定してから、copy startup-config    
running-config コマンドを入力する場合、FWSM は管理コンテキスト インター   
フェイスを使用して HTTP サーバからスタートアップ コンフィギュレーショ   
ンをコピーします。

url コピーする送信元または宛先ファイルを指定します。送信元 URL と宛先 URL   
のすべての組み合わせが許可されるとは限りません。たとえば、リモート サー 
バから別のリモート サーバにはコピーできません。このコマンドは、ローカル 
とリモート ロケーション間のコピー用です。コンテキストでは、コンテキスト 
インターフェイスを使用して実行コンフィギュレーションまたはスタート

アップ コンフィギュレーションを TFTP または FTP サーバにコピーできます     
が、サーバから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィ 
ギュレーションにコピーすることはできません。他のオプションについては、

startup-config キーワードを参照してください。TFTP サーバから実行中のコン  
テキスト コンフィギュレーションにダウンロードする場合は、configure net コ   
マンドも参照してください。

次の URL 構文を参照してください。

 • disk:/[path/]filename

このオプションは、内部フラッシュ メモリのコンフィギュレーション パー  
ティションを示します。

 • flash:[image | asdm]

このオプションは、アプリケーション イメージまたは ASDM をコピーす   
る内部フラッシュ メモリを示します。image は、デフォルトです。

 • ftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;type=xx]

type には、次のいずれかのキーワードを使用できます。

－ ap ― ASCII パッシブ モード

－ an ― ASCII 通常モード

－ ip ― （デフォルト）バイナリ パッシブ モード

－ in ― バイナリ通常モード
 • http[s]://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename

 • tftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;int=interface_name]

サーバのアドレスへのルートを無効にする場合、インターフェイス名を指

定します。

パス名にスペースを入れることはできません。パス名にスペースがある場

合は、copy tftp コマンドではなく、tftp-server コマンドでパスを設定しま   
す。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションにコンフィギュレーションをコピーする場合、2 つのコンフィギュ 
レーションをマージします。マージすると、新しいコンフィギュレーションから実行コンフィギュ

レーションに新しいコマンドが追加されます。コンフィギュレーションが同じである場合、変更は

行われません。コマンドが競合する場合、またはコマンドがコンテキストの実行に影響する場合、

マージの結果がコマンドによって異なります。エラーまたは予期せぬ結果が生じる場合がありま

す。

例 次に、ディスクからシステムの実行スペース内の TFTP サーバにファイルをコピーする例を示しま  
す。

hostname(config)# copy disk:my_context/my_context.cfg 
tftp://10.7.0.80/my_context/my_context.cfg 

次に、ディスク上のある場所から別の場所にファイルをコピーする例を示します。コピー先のファ

イル名は、コピー元のファイル名でも、別のファイル名でも構いません。

hostname(config)# copy disk:my_context.cfg disk:my_context/my_context.cfg

次に、TFTP サーバからフラッシュ メモリに ASDM ファイルをコピーする例を示します。

hostname(config)# copy tftp://10.7.0.80/asdm700.bin flash:asdm

次に、コンテキストの実行コンフィギュレーションを TFTP サーバにコピーする例を示します。

hostname(config)# copy running-config tftp://10.7.0.80/my_context/my_context.cfg

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権モード  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) コンテキストからサーバにコピーする機能が追加されました。

コマンド 説明

configure net TFTP サーバから実行コンフィギュレーションにファイルをコピーしま 
す。

copy capture キャプチャ ファイルを TFTP サーバにコピーします。
tftp-server デフォルトの TFTP サーバを設定します。
write memory 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 

に保存します。

write net TFTP サーバに実行コンフィギュレーションをコピーします。
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copy capture
サーバにキャプチャ ファイルをコピーするには、特権 EXEC モードで copy capture コマンドを使      
用します。

copy [/noconfirm] [/pcap] capture:[context_name/]buffer_name url

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

/noconfirm 確認プロンプトを表示することなく、ファイルをコピーします。

/pcap 未加工のデータとしてパケット キャプチャをコピーします。
buffer_name キャプチャを識別するための一意の名前を指定します。

context_name/ セキュリティ コンテキストで定義されるパケット キャプチャをコピーしま  
す。

url パケット キャプチャ ファイルをコピーする宛先を指定します。次の URL 構文    
を参照してください。

 • disk:/[path/]filename

このオプションは、内部フラッシュ メモリのコンフィギュレーション パー  
ティションを示します。

 • ftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;type=xx]

サーバ上の FTP パスは相対パス（path/filename）です。絶対パス  
（/path/filename）を使用するには、サーバ アドレスの後にスラッシュ（/） 
を入力します。

ftp://server//[path/]filename

type には、次のいずれかのキーワードを使用できます。

－ ap ― ASCII パッシブ モード

－ an ― ASCII 通常モード

－ ip ― （デフォルト）バイナリ パッシブ モード

－ in ― バイナリ通常モード
 • http[s]://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename

 • tftp://[user[:password]@]server[:port]/[path/]filename[;int=interface_name]

サーバのアドレスへのルートを無効にする場合、インターフェイス名を指

定します。

パス名にスペースを入れることはできません。パス名にスペースがある場

合は、copy tftp コマンドではなく、tftp-server コマンドでパスを設定しま   
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •



第 8章      client-access-rule ～ crl-configure コマンド         
copy capture

8-28
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードでは、このコマンドをシステム実行スペースに入力します。このコマ  
ンドをコンテキスト内に入力することはできません。

例 次の例は、フル パスを指定せずに copy capture コマンドを入力した場合に表示されるプロンプトを    
示しています。

hostname# copy capture:abc tftp
Address or name of remote host [171.68.11.129]? 
Source file name [username/cdisk]? 
copying capture to tftp://171.68.11.129/username/cdisk:
[yes|no|again]? y 
!!!!!!!!!!!!! 

フル パスは、次のように指定できます。

hostname# copy capture:abc tftp:171.68.11.129/tftpboot/abc.cap 

TFTP サーバが設定されている場合は、次のように位置やファイル名を省略できます。

hostname(config)# tftp-server outside 171.68.11.129 tftp/cdisk
hostname(config)# copy capture:abc tftp:/tftp/abc.cap

マルチ コンテキスト モードで、コンテキスト内からキャプチャをコピーするには、コンテキスト  
名を指定する必要があります。

hostname/Context1# capture abc access-list test interface inside
hostname/Context1# changeto system
hostname# copy capture:Context1/abc tftp:171.68.11.129/tftpboot/abc.cap 

関連コマンド

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

capture パケット キャプチャ機能をイネーブルにして、パケット スニフィングお  
よびネットワーク障害検出を有効にします。

clear capture キャプチャ バッファを消去します。
show capture オプションが指定されていない場合に、キャプチャのコンフィギュレー

ションを表示します。
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crashinfo force
FWSM を強制的にクラッシュするには、特権 EXEC モードで crashinfo force コマンドを使用します。

crashinfo force [page-fault | watchdog]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM がフラッシュ メモリにクラッシュ情報ファイルを保存します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン crashinfo force コマンドを使用して、クラッシュ出力の生成をテストできます。クラッシュ出力で  
は、本物のクラッシュと crashinfo force page-fault コマンドまたは crashinfo force watchdog コマン        
ドによって発生したクラッシュは区別できません。これは、コマンドによって実際にクラッシュが

発生しているためです。FWSM は、クラッシュのダンプが完了するとリロードします。

注意 実稼働環境では、crashinfo force コマンドを使用しないでください。crashinfo force コマンドは、    
FWSM をクラッシュして、強制的にリロードします。

例 次の例は、crashinfo force page-fault コマンドを入力した場合に表示される警告を表示します。

hostname# crashinfo force page-fault
WARNING: This command will force the XXX to crash and reboot.

Do you wish to proceed? [confirm]: 

キーボードの Return キーまたは Enter キーを押して CR（復帰）を入力するか、[Y] キーまたは [y]       
キーを押すと、FWSM がクラッシュしてリロードが実行されます。これらの応答は、処理に同意し 
たものと解釈されます。その他の文字はすべて no と解釈され、FWSM はコマンドライン プロンプ    
トに戻ります。

page-fault （任意）ページ フォールトの結果を受けて、FWSM を強制的にクラッシュし  
ます。

watchdog （任意）ウォッチドッグの結果を受けて、FWSM を強制的にクラッシュします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear crashinfo クラッシュ情報ファイルの内容をクリアします。

crashinfo save disable フラッシュ メモリへのクラッシュ情報の書き込みを禁止します。
crashinfo test フラッシュ メモリ内のファイルにクラッシュ情報を保存する FWSM  

の機能をテストします。

show crashinfo クラッシュ情報ファイルの内容を表示します。
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crashinfo save disable
フラッシュ メモリにクラッシュ情報を書き込まないようにするには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで crashinfo save disable コマンドを使用します。

crashinfo save disable

no crashinfo save disable

シンタックスの説明 このコマンドには、デフォルトの引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、FWSM がフラッシュ メモリにクラッシュ情報ファイルを保存します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン クラッシュ情報はフラッシュ メモリに書き込まれてから、コンソールに書き込まれます。

（注） 起動時に FWSM がクラッシュした場合、クラッシュ情報ファイルが保存されません。フラッシュ  
メモリにクラッシュ情報を保存するには、FWSM が完全に初期化されて、動作を開始している必要 
があります。

フラッシュ メモリに対するクラッシュ情報の保存を再度イネーブルにするには、no crashinfo save   
disable コマンドを使用します。

例 hostname(config)# crashinfo save disable

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) crashinfo save enable コマンドは廃止され、すでに無効になっています。代   
わりに、no crashinfo save disable コマンドを使用してください。

コマンド 説明

clear crashinfo クラッシュ ファイルの内容をクリアします。
crashinfo force FWSM を強制的にクラッシュさせます。
crashinfo test フラッシュ メモリ内のファイルにクラッシュ情報を保存する FWSM の機   

能をテストします。

show crashinfo クラッシュ ファイルの内容を表示します。
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crashinfo test
FWSM がフラッシュ メモリのファイルにクラッシュ情報を保存できるかどうかをテストするには、  
グローバル コンフィギュレーション モードで crashinfo test コマンドを使用します。

crashinfo test

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フラッシュ メモリ内に以前のクラッシュ情報ファイルがある場合、そのファイルが上書きされま 
す。

（注） crashinfo test コマンドを入力しても、FWSM はクラッシュされません。

例 次に、クラッシュ情報ファイル test の出力例を示します。

hostname(config)# crashinfo test

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear crashinfo クラッシュ ファイルの内容を削除します。
crashinfo force FWSM を強制的にクラッシュします。
crashinfo save disable フラッシュ メモリへのクラッシュ情報の書き込みを禁止します。
show crashinfo クラッシュ ファイルの内容を表示します。
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crl 
CRL コンフィギュレーションのオプションを指定するには、crypto ca トラストポイント コンフィ    
ギュレーション モードで crl コマンドを使用します。

crl {required | optional | nocheck} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は nocheck です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始して、トラストポイント central に対するピア証明書の検証用に CRL が使用可能であるように要    
求する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl required
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

必須 ピア証明書の検証用に必須の CRL が使用可能である必要があります。
optional 必須の CRL が使用不可の場合でも、FWSM はピア証明書を受け入れるこ   

とができます。

nocheck FWSM が CRL のチェックを実行しないように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto ca trustpoint すべてのトラストポイントを削除します。

crypto ca trustpoint トラストポイント サブモードを開始します。
crl configure crl コンフィギュレーション モードを開始します。
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crl configure
CRL コンフィギュレーションのコンフィギュレーション モードを開始するには、crypto ca トラス    
トポイント コンフィギュレーション モードで crl configure コマンドを使用します。

crl configure

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central 内で crl コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto ca trustpoint すべてのトラストポイントを削除します。

crypto ca trustpoint トラストポイント サブモードを開始します。
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9

crypto ca authenticate ～  
crypto map set trustpoint コマンド

crypto ca authenticate
トラストポイントに関連付けられた CA 証明書をインストールして認証するには、グローバル コン   
フィギュレーション モードで crypto ca authenticate コマンドを使用します。CA 証明書を削除する      
には、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto ca authenticate trustpoint [fingerprint hexvalue] [nointeractive]

no crypto ca authenticate trustpoint 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト動作またはデフォルト値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

fingerprint FWSM が CA 証明書の認証に使用する英数字のハッシュ値を指定します。   
フィンガープリントを指定すると、FWSM は計算された CA 証明書のフィン   
ガープリントと比較し、両方の値が一致する場合に限り、証明書を受け入れ

ます。フィンガープリントを指定しないと、FWSM は計算されたフィンガー 
プリントを表示し、証明書を受け入れるかどうかを確認します。

hexvalue フィンガープリントの 16 進数値を識別します。
nointeractive 非対話モードを使用して、このトラストポイントの CA 証明書を取得します。  

これを使用するのは、デバイス マネージャだけです。この場合、フィンガー 
プリントを指定しないと、FWSM は質問を表示せずに証明書を受け入れます。

trustpoint CA 証明書の取得先となるトラストポイントを指定します。名前の最大長は、 
128 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —



第 9章      crypto ca authenticate ～ crypto map set trustpoint コマンド              
crypto ca authenticate

9-2
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラストポイントに SCEP エンロールメントが設定されている場合、CA 証明書は SCEP によりダ     
ウンロードされます。設定されていない場合、FWSM は、base-64 形式の CA 証明書を端末にペー    
ストするように要求します。

このコマンドの起動は、実行コンフィギュレーションの一部にはなりません。

例 次に、FWSM で CA の証明書を要求する例を示します。CA から証明書が送信されると、FWSM は     
管理者に対して、CA 証明書のフィンガープリントを調べ、CA の証明書を確認するように要求しま  
す。FWSM の管理者は、表示されたフィンガープリントの値が、既知の正しい値と一致しているか 
どうかを確認する必要があります。FWSM により表示されたフィンガープリントが正しい値と一致 
していれば、有効な証明書として受け入れます。

hostname(config)# crypto ca authenticate myca
Certificate has the following attributes:
Fingerprint: 0123 4567 89AB CDEF 0123
Do you accept this certificate? [yes/no] y#
hostname(config)# 

次の例では、トラストポイント tp9 に端末ベース（手動）エンロールメントが設定されています。  
この場合、FWSM は管理者に対し、CA 証明書を端末にペーストするように要求します。証明書の  
フィンガープリントが表示されたあと、FWSM により、証明書を保持するかの確認プロンプトが表 
示されます。

hostname(config)# crypto ca authenticate tp9
Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

MIIDjjCCAvegAwIBAgIQejIaQ3SJRIBMHcvDdgOsKTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBA
MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCTUExETAPBgNVBAcTCEZyYW5rbGluMREw
DwYDVQQDEwhCcmlhbnNDQTAeFw0wMjEwMTcxODE5MTJaFw0wNjEwMjQxOTU3MDha
MEAxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJNQTERMA8GA1UEBxMIRnJhbmtsaW4x
ETAPBgNVBAMTCEJyaWFuc0NBMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCd
jXEPvNnkZD1bKzahbTHuRot1T8KRUbCP5aWKfqViKJENzI2GnAheArazsAcc4Eaz
LDnpuyyqa0j5LA3MI577MoN1/nll018fbpqOf9eVDPJDkYTvtZ/X3vJgnEjTOWyz
T0pXxhdU1b/jgqVE74OvKBzU7A2yoQ2hMYzwVbGkewIDAQABo4IBhzCCAYMwEwYJ
KwYBBAGCNxQCBAYeBABDAEEwCwYDVR0PBAQDAgFGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8w
HQYDVR0OBBYEFBHr3holowFDmniI3FBwKpSEucdtMIIBGwYDVR0fBIIBEjCCAQ4w
gcaggcOggcCGgb1sZGFwOi8vL0NOPUJyaWFuc0NBLENOPWJyaWFuLXcyay1zdnIs
Q049Q0RQLENOPVB1YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENO
PUNvbmZpZ3VyYXRpb24sREM9YnJpYW5wZGMsREM9YmRzLERDPWNvbT9jZXJ0aWZp
Y2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0
aW9uUG9pbnQwQ6BBoD+GPWh0dHA6Ly9icmlhbi13Mmstc3ZyLmJyaWFucGRjLmJk
cy5jb20vQ2VydEVucm9sbC9CcmlhbnNDQS5jcmwwEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQEw
DQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAdLhc4Za3AbMjRq66xH1qJWxKUzd4nE9wOrhGgA1r
j4B/Hv2K1gUie34xGqu9OpwqvJgp/vCU12Ciykb1YdSDy/PxN4KtR9Xd1JDQMbu5
f20AYqCG5vpPWavCgmgTLcdwKa3ps1YSWGkhWmScHHSiGg1a3tevYVwhHNPA4mWo
7sQ=

Certificate has the following attributes:
Fingerprint: 21B598D5 4A81F3E5 0B24D12E 3F89C2E4
% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes
Trustpoint CA certificate accepted.
% Certificate successfully imported
hostname(config)# 

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

crypto ca certificate chain
指定したトラストポイントの証明書チェーン コンフィギュレーション モードを開始するには、グ  
ローバル コンフィギュレーション モードで crypto ca certificate chain コマンドを使用します。グ       
ローバル コンフィギュレーション モードに戻るには、このコマンドの no 形式を使用するか、exit    
コマンドを使用します。

crypto ca certificate chain trustpoint

[no] crypto ca certificate chain trustpoint

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の CA 証明書チェーン サブモードを開始する例を示します。

hostname<config># crypto ca certificate chain central 
hostname<config-cert-chain># 

関連コマンド

コマンド 説明

crypto ca enroll CA のエンロールメントを開始します。
crypto ca import certificate 手動エンロールメント要求に対する応答として CA から戻され  

た証明書をインストールします。また、トラストポイントに

PKS12 データをインポートします。
crypto ca trustpoint 特定のトラストポイントのトラストポイント サブモードを開始 

します。

trustpoint 証明書チェーンを設定するトラストポイントを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto ca trustpoint すべてのトラストポイントを削除します。
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crypto ca certificate map
CA 証明書マップ モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto ca     
configuration map コマンドを使用します。このコマンドを実行すると、ca 証明書マップ モードに    
なります。このグループのコマンドを使用して、証明書マッピング ルールの優先順位リストを保守 
します。シーケンス番号により、マッピング ルールの順序を指定します。

crypto CA コンフィギュレーション マップ ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用     
します。

crypto ca certificate map sequence-number

no crypto ca certificate map [sequence-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを発行すると、FWSM は CA 証明書マップ コンフィギュレーション モードになり、証     
明書の発行者およびサブジェクトの Distinguished Name（DN; 識別名）に基づいてルールを設定で   
きます。これらのルールの一般的な形式は、次のとおりです。

DN match-criteria match-value

DN は、subject-name または issuer-name です。DN は、ITU-T X.509 標準規格に定義されています。       
証明書フィールドのリストについては、関連コマンドを参照してください。

match-criteria は、次の式または演算子で構成されます。

sequence-number 作成する証明書マップ ルールの番号を指定します。範囲は、1 ～ 65535 で    
す。この番号は、証明書マップ ルールにトンネル グループをマップする  
トンネル グループ マップの作成時に使用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

attr tag 比較を、Common Name（CN; 一般名称）などの特定の DN 属性に制限します。
co 含まれる

eq 等しい

nc 含まれない

ne 等しくない



第 9章      crypto ca authenticate ～ crypto map set trustpoint コマンド
crypto ca certificate map   

9-5
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

DN 照合の文字列は、大文字と小文字が区別されます。

例 次に、シーケンス番号 1 （ルール # 1）で CA 証明書マップ モードを開始し、サブジェクト名の CN        
属性が pat と一致する必要があることを指定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca certificate map 1
hostname(ca-certificate-map)# subject-name attr cn eq pat
hostname(ca-certificate-map)#

次に、シーケンス番号 1 で CA 証明書マップ モードを開始し、サブジェクト名のどこかに値 cisco      
が含まれていることを指定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca certificate map 1
hostname(ca-certificate-map)# subject-name co cisco
hostname(ca-certificate-map)#

関連コマンド コマンド 説明

issuer-name ルール エントリを、IPSec ピア 証明書の発行者 DN に     
適用します。

subject-name（crypto ca 証明書マップ） ルール エントリを、IPSec ピア 証明書のサブジェクト   
DN に適用します。

tunnel-group-map enable crypto ca certificate map コマンドを使用して作成され    
た証明書マップ エントリにトンネル グループを対応  
付けます。
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crypto ca crl request
指定したトラストポイントの設定パラメータに基づいて CRL を要求するには、crypto ca トラスト    
ポイント コンフィギュレーション モードで crypto ca crl request コマンドを使用します。

crypto ca crl request trustpoint 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの起動は、実行コンフィギュレーションの一部にはなりません。

例 次に、central という名前のトラストポイントに基づいて CRL を要求する例を示します。

hostname(config)# crypto ca crl request central
hostname(config)# 

関連コマンド

trustpoint トラストポイントを指定します。最大文字数は、128 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント  
コンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure crl configure モードを開始します。
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crypto ca enroll
CA のエンロールメント プロセスを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
crypto ca enroll コマンドを使用します。このコマンドを正しく実行するには、トラストポイントが   
正しく設定されている必要があります。

crypto ca enroll trustpoint [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラストポイントに SCEP エンロールメントが設定されている場合、FWSM はすぐに CLI プロンプ     
トを表示し、コンソールにはステータス メッセージが非同期で表示されます。トラストポイントに 
手動エンロールメントが設定されている場合、FWSM は base-64 コード化 PKCS10 証明書要求をコ     
ンソールに書き込み、CLI プロンプトを表示します。

このコマンドは対話プロンプトを生成しますが、プロンプトは参照するトラストポイントの設定ス

テートに応じて異なります。

noconfirm （任意）すべてのプロンプトを抑制します。プロンプトを表示するエンロー

ルメント オプションは、トラストポイントに事前設定されている必要があ 
ります。このオプションは、スクリプト、ASDM、または同様の他の非対
話モード用です。

trustpoint エンロールメントを行うトラストポイントの名前を指定します。最大文字

数は、128 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、SCEP エンロールメントを使用して、トラストポイント tp1 で ID 証明書をエンロールする例     
を示します。FWSM により、トラストポイント設定に保管されていない情報が要求されます。

hostname(config)# crypto ca enroll tp1
%
% Start certificate enrollment ..
% Create a challenge password. You will need to verbally provide this
% password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.
% For security reasons your password will not be saved in the configuration.
% Please make a note of it.
Password:
Re-enter password:
% The fully-qualified domain name in the certificate will be: xyz.example.com
% The subject name in the certificate will be: xyz.example.com
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no
% Include an IP address in the subject name? [no]: no
Request certificate from CA [yes/no]: yes
% Certificate request sent to Certificate authority.
% The certificate request fingerprint will be displayed.
% The ‘show crypto ca certificate’ command will also show the fingerprint.

hostname(config)# 

次に、CA 証明書の手動エンロールメントのコマンド例を示します。

hostname(config)# crypto ca enroll tp1

% Start certificate enrollment ..
% The fully-qualified domain name in the certificate will be: xyz.example.com
% The subject name in the certificate will be: wb-2600-3.example.com
if serial number not set in trustpoint, prompt:
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no
If ip-address not configured in trustpoint:
% Include an IP address in the subject name? [no]: yes
Enter Interface name or IP Address[]: 1.2.3.4
Display Certificate Request to terminal? [yes/no]: y
Certificate Request follows:
MIIBFTCBwAIBADA6MTgwFAYJKoZIhvcNAQkIEwcxLjIuMy40MCAGCSqGSIb3DQEJ
AhYTd2ItMjYwMC0zLmNpc2NvLmNvbTBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0sAMEgCQQDT
IdvHa4D5wXZ+40sKQV7Uek1E+CC6hm/LRN3p5ULW1KF6bxhA3Q5CQfh4jDxobn+A
Y8GoeceulS2Zb+mvgNvjAgMBAAGgITAfBgkqhkiG9w0BCQ4xEjAQMA4GA1UdDwEB
/wQEAwIFoDANBgkqhkiG9w0BAQQFAANBACDhnrEGBVtltG7hp8x6Wz/dgY+ouWcA
lzy7QpdGhb1du2P81RYn+8pWRA43cikXMTeM4ykEkZhLjDUgv9t+R9c=

---End - This line not part of the certificate request---

Redisplay enrollment request? [yes/no]: no
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

crypto ca authenticate このトラストポイント用の CA 証明書を取得します。
crypto ca import pkcs12 手動エンロールメント要求に対する応答として CA から戻された証  

明書をインストールします。また、トラストポイントに PKS12 デー  
タをインポートします。

crypto ca trustpoint 特定のトラストポイントのトラストポイント サブモードを開始し 
ます。
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crypto ca export
トラストポイント設定に関連付けられた鍵および証明書を PKCS12 形式でエクスポートするには、  
グローバル コンフィギュレーション モードで crypto ca export コマンドを使用します。

crypto ca export trustpoint pkcs12 passphrase

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの起動は、アクティブ コンフィギュレーションの一部にはなりません。PKCS12 デー  
タは、端末に書き込まれます。

例 次に、パスコードとして xxyyzz を使用し、トラストポイント central の PKCS12 データをエクスポー      
トする例を示します。

hostname(config)# crypto ca export central pkcs12 xxyyzz

Exported pkcs12 follows:

[ PKCS12 data omitted ]

---End - This line not part of the pkcs12---

passphrase PKCS12 ファイルをエクスポート用に暗号化するために使用するパスフ 
レーズを指定します。

pkcs12 トラストポイント設定のエクスポートに使用する公開鍵暗号化規格を指

定します。

trustpoint 証明書および鍵をエクスポートするトラストポイントの名前を指定しま

す。トラストポイントが RSA 鍵を使用している場合、エクスポートされ  
た鍵のペアには、トラストポイントと同じ名前が割り当てられます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

crypto ca import
手動エンロールメント要求の応答として CA から受信した証明書をインストールするか、PKCS12  
データを使用してトラストポイントの証明書および鍵のペアをインポートするには、グローバル コ 
ンフィギュレーション モードで crypto ca import コマンドを使用します。FWSM は、base-64 形式       
でテキストを端末にペーストするよう要求します。

crypto ca import trustpoint certificate [ nointeractive ]

crypto ca import trustpoint pkcs12 passphrase [ nointeractive ]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

crypto ca import pkcs12 手動エンロールメント要求に対する応答として CA から戻された証  
明書をインストールします。また、トラストポイントに PKS12 デー  
タをインポートします。

crypto ca authenticate このトラストポイント用の CA 証明書を取得します。
crypto ca enroll CA のエンロールメントを開始します。
crypto ca trustpoint 特定のトラストポイントのトラストポイント サブモードを開始し 

ます。

trustpoint インポート処理に関連付けるトラストポイントを指定します。最大文字数

は、128 です。PKCS12 データをインポートし、トラストポイントが RSA   
鍵を使用している場合、インポートした鍵のペアには、トラストポイント

と同じ名前が割り当てられます。

certificate FWSM が、トラストポイントにより提示された CA から証明書をインポー   
トするように指示します。

pkcs12 FWSM が、PKCS12 形式を使用して、トラストポイントの証明書および鍵  
のペアをインポートするように指示します。

passphrase PKCS12 データの復号化に使用するパスフレーズを指定します。
nointeractive （任意）証明書を非対話モードでインポートします。すべてのプロンプト

が抑制されます。このオプションは、スクリプト、ASDM、または同様の
他の非対話モード用です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 9章      crypto ca authenticate ～ crypto map set trustpoint コマンド
crypto ca import  

9-11
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

例 次に、トラストポイント Main の証明書を手動でインポートする例を示します。

hostname(config)# crypto ca import Main certificate
% The fully-qualified domain name in the certificate will be: 
securityappliance.example.com

Enter the base 64 encoded certificate.
End with a blank line or the word “quit” on a line by itself
[ certificate data omitted ]
quit
INFO: Certificate successfully imported

次に、トラストポイント central に PKCS12 データを手動でインポートする例を示します。

hostname(config)# crypto ca import central pkcs12

Enter the base 64 encoded pkcs12.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself:
[ PKCS12 data omitted ]
quit
INFO: Import PKCS12 operation completed successfully

関連コマンド コマンド 説明

crypto ca export トラストポイントの証明書および鍵のペアを、PKCS12 形式でエク 
スポートします。

crypto ca authenticate トラストポイント用の CA 証明書を取得します。
crypto ca enroll CA のエンロールメントを開始します。
crypto ca trustpoint 特定のトラストポイントのトラストポイント サブモードを開始し 

ます。
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crypto ca trustpoint
トラストポイントを追加して、トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始するには、  
グローバル コンフィギュレーション モードで crypto ca trustpoint コマンドを使用します。指定し      
たトラストポイントを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドは、ト  
ラストポイント情報を管理します。トラストポイントは、CA が発行した証明書に基づいて CA 識   
別情報を提示し、可能な場合にはデバイスの識別情報も提示します。trustpoint コマンドは、FWSM 
が CA 証明書を取得する方法、FWSM が自己の証明書を CA から取得する方法、および CA が発行       
するユーザ証明書の認証ポリシーなど、CA 特有の設定パラメータを管理します。

crypto ca trustpoint trustpoint-name

no crypto ca trustpoint trustpoint-name [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラストポイントは、CA が発行した証明書に基づいて CA 識別情報を提示し、可能な場合にはデ   
バイスの識別情報も提示します。trustpoint コマンドは、FWSM が CA 証明書を取得する方法、FWSM    
が自己の証明書を CA から取得する方法、および CA が発行するユーザ証明書の認証ポリシーなど、    
CA 特有の設定パラメータを管理します。

例 次に、トラストポイント central を管理するために CA トラストポイント モードを開始する例を示し     
ます。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# 

noconfirm （任意）すべての対話プロンプトを抑制します。

trustpoint-name 管理するトラストポイントの名前を指定します。名前の最大長は、128 文 
字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto ca trustpoint すべてのトラストポイントを削除します。

crypto ca authenticate このトラストポイント用の CA 証明書を取得します。
crypto ca certificate map crypto ca 証明書マップ モードを開始します。証明書ベース   

の ACL（アクセス制御リスト）を定義します。
crypto ca crl request 指定したトラストポイントの設定パラメータに基づいて、

CRL を要求します。
crypto ca import 手動エンロールメント要求に対する応答として CA から戻  

された証明書をインストールします。また、トラストポイ

ントに PKS12 データをインポートします。
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crypto dynamic-map match address
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map match address コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リス      
トを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情報については、  
crypto map match address コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num match address acl_name

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num match address acl_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、aclist1 という名前のアクセス リストのアドレスと照合する crypto dynamic-map コマンドの使     
用例を示します。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 match address aclist1
hostname(config)# 

関連コマンド

acl-name ダイナミック暗号マップ エントリを照合するアクセス リストを指定しま  
す。

dynamic-map-name ダイナミック暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック暗号マップ エントリに対応したシーケンス番号を指定しま 

す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリ

アします。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示

します。
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crypto dynamic-map set peer
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map set peer コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リストを削      
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情報については、crypto  
map set peer コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set peer ip_address | hostname

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set peer ip_address | hostname

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IP アドレス 10.0.0.1 を、mymap という名前のダイナミック マップのピアとして設定する例     
を示します。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 set peer 10.0.0.1
hostname(config)#

関連コマンド

dynamic-map-name ダイナミック暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック暗号マップ エントリに対応したシーケンス番号を指定しま 

す。

ip_address ダイナミック暗号マップ エントリのピアを、name コマンドで定義した IP   
アドレスで指定します。

hostname ダイナミック暗号マップ エントリのピアを、name コマンドで定義したホ  
スト名で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリア

します。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示し

ます。
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crypto dynamic-map set pfs
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map set pfs コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リストを削      
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情報については、crypto  
map set pfs コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set pfs [group1 | group2 | group5 | group 
7]

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set pfs [group1 | group2 | group5 | 
group 7]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

dynamic-map-name ダイナミック暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック暗号マップ エントリに対応したシーケンス番号を指定しま 

す。

group1 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 768 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group2 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1024 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group5 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1536 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group7 IPSec が、Movian VPN クライアントなどに対し、楕円曲線フィールドのサ   
イズが 163 ビットである group7（ECC）を使用するように指定します。

set pfs ダイナミック暗号マップ エントリの新しいセキュリティ アソシエーショ  
ンを要求するとき、または新しいセキュリティ アソシエーションの要求を 
受信するときに、IPSec が Perfect Forward Secrecy（PFS）を要求するよう    
に設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。
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使用上のガイドライン  match address、set peer、および set pfs などの crypto dynamic-map コマンドは、crypto map コマ           
ンドの項目で説明されています。ピアのネゴシエーション開始時にローカル コンフィギュレーショ 
ンに PFS が指定されている場合、ピアは PFS 交換を実行する必要があります。実行しない場合、ネ    
ゴシエーションに失敗します。ローカル コンフィギュレーションにグループが指定されていない場 
合、FWSM はデフォルトの group2 を使用します。ローカル コンフィギュレーションに PFS が指定      
されていない場合、ピアからの PFS のオファーはすべて受け入れられます。

Cisco VPN クライアントと通信する場合、FWSM は PFS 値を使用せず、フェーズ 1 の実行中にネゴ       
シエートされた値を使用します。

例 次に、mymap 10 というダイナミック暗号マップについて新しいセキュリティ アソシエーションを   
ネゴシエートする場合、必ず PFS を使用するように指定する例を示します。指定グループは、group2  
です。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 set pfs group2
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリア

します。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示し

ます。



第 9章      crypto ca authenticate ～ crypto map set trustpoint コマンド              
crypto dynamic-map set reverse route

9-18
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

crypto dynamic-map set reverse route
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map set reverse route  コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リ        
ストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情報については、  
crypto map set reverse-route コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set reverse route

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set reverse route

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルトの値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、mymap というダイナミック暗号マップの RRI をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 set reverse route
hostname(config)#

関連コマンド

dynamic-map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリ

アします。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示

します。
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crypto dynamic-map set security-association lifetime
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map set security-association lifetime コマンドを使用します。暗号マップ エントリか      
らアクセス リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情   
報については、crypto map set security-association lifetime コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set security-association lifetime seconds 
seconds | kilobytes kilobytes

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set security-association lifetime 
seconds seconds | kilobytes kilobytes

シンタックスの説明

デフォルト kilobytes のデフォルト値は 4,608,000 KB、seconds のデフォルト値は 28,800 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、mymap というダイナミック暗号マップのセキュリティ アソシエーションのライフタイムを  
秒数で指定する例を示します。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 set security-association lifetime 
seconds 1400
hostname(config)#

関連コマンド

dynamic-map-name ダイナミック暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック暗号マップ エントリに対応したシーケンス番号を指定しま 

す。

kilobytes セキュリティ アソシエーションが期限切れになる前に、そのセキュリティ 
アソシエーションを使用してピア間で通信できるトラフィック量（キロバ

イト）を指定します。デフォルトは、4,608,000 KB です。
 seconds  セキュリティ アソシエーションの有効存続時間を秒数で指定します。デ 

フォルトは、28,800 秒（ 8 時間）です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリア

します。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示し

ます。
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crypto dynamic-map set transform-set
ダイナミック暗号マップ エントリを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto dynamic-map set transform-set コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リ      
ストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドの追加情報については、  
crypto map set transform-set コマンドを参照してください。

crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set transform-set transform-set-name1 [… 
transform-set-name9]

no crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num set transform-set transform-set-name1 
[… transform-set-name9]

シンタックスの説明

（注） ダイナミック暗号マップ エントリには、crypto map set transform-set コマンド が必要です。エント      
リに必要なのは、トランスフォーム セットだけです。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、mymap というダイナミック暗号マップに、2 つのトランスフォーム セット（tfset1 および    
tfset2）を指定する例を示します。

hostname(config)# crypto dynamic-map mymap 10 set transform-set tfset1 tfset2
hostname(config)#

関連コマンド

dynamic-map-name ダイナミック暗号マップ セットの名前を指定します。
dynamic-seq-num ダイナミック暗号マップ エントリに対応したシーケンス番号を指定しま 

す。

transform-set-name1 
transform-set-name9

ダイナミック暗号マップ エントリに使用するトランスフォーム セット  
（crypto ipsec コマンドで定義したトランスフォーム セットの名前）を指定   
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、crypto dynamic-map コマンドから変更されました。

コマンド 説明

clear configure crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定をクリア

します。

show running-config crypto dynamic-map すべてのダイナミック暗号マップの全設定を表示し

ます。
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crypto ipsec df-bit
IPSec パケットの Don’t Fragment（DF）ビット ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュ     
レーション モードで crypto ipsec df-bit コマンドを使用します。

crypto ipsec df-bit [clear-df    | copy-df | set-df] interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。このコマンドを、設定を指定せずにイネーブ

ルにすると、FWSM は、デフォルトの copy-df 設定を使用します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IPSec トンネルを使用した DF ビット機能により、FWSM で、カプセル化されたヘッダーの DF ビッ      
トをクリア、設定、またはコピーするかどうかを指定できます。IP ヘッダーの DF ビットは、デバ   
イスによるパケット分割を許可するかどうかを決定します。

グローバル コンフィギュレーション モードで crypto ipsec df-bit コマンドを使用すると、FWSM で、       
カプセル化ヘッダー内の DF ビットを指定できます。

トンネル モードの IPSec トラフィックをカプセル化する場合には、DF ビットに clear-df 設定を使用     
します。この設定により、デバイスが使用可能な MTU（最大伝送ユニット）サイズより大きなパ 
ケットを送信できます。また、この設定は、使用可能な MTU サイズが不明な場合にも適しています。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、IPSec DF ポリシーを clear-df に指定する例      
を示します。

hostname(config)# crypto ipsec df-bit clear-df inside
hostname(config)#

clear-df （任意）外側の IP ヘッダーの DF ビットをクリアするように指定します。この    
場合、FWSM は、パケットを分割して、IPSec カプセル化に追加できます。

copy-df （任意）外側の DF ビット設定について、FWSM がオリジナル パケットを調べ    
るように指定します。

set-df （任意）外側の IP ヘッダーの DF ビットを設定するように指定します。ただし、    
元のパケットの DF ビットがクリアされている場合、FWSM はパケットを分割   
することがあります。

interface インターフェイス名を指定します。

token ユーザ認証にトークン ベース サーバを使用することを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

crypto ipsec fragmentation
IPSec パケットの分割ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
crypto ipsec fragmentation コマンドを使用します。

crypto ipsec fragmentation {after-encryption  | before-encryption} interface

シンタックスの説明

デフォルト この機能は、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パケットが、暗号化する FWSMの発信リンクの MTU に近いサイズの場合、IPSec ヘッダーを付け   
てカプセル化すると、発信リンクの MTU サイズを超えることがあります。この場合、暗号化のあ  
とでパケットが分割されるので、複号化するデバイスはプロセス パスを再構成する必要がありま 
す。IPSec VPN の事前分割を使用すると、複号化デバイスは、プロセス パスではなく高性能 CEF パ     
スで動作するので、複号化デバイスのパフォーマンスが向上します。

コマンド 説明

crypto ipsec fragmentation IPSec パケットのフラグメンテーション ポリシーを設定し  
ます。

show crypto ipsec df-bit 指定したインターフェイスの DF ビット ポリシーを表示し   
ます。

show crypto ipsec fragmentation 指定したインターフェイスの分割ポリシーを表示します。

after-encryption FWSM が、カプセル化の実行後に IPSec パケットを最大 MTU（最大伝送    
ユニット）サイズに近いサイズに分割するように指定します（事前分割を

ディセーブルにします）。

before-encryption  FWSM が、カプセル化の実行前に IPSec パケットを最大 MTU サイズに近      
いサイズに分割するように指定します（事前分割をイネーブルにします）。

interface インターフェイス名を指定します。

token ユーザ認証にトークン ベース サーバを使用することを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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IPSec VPN の事前分割では、暗号化デバイスは、IPSec SA の一部として設定されるトランスフォー    
ム セットの情報から、カプセル化したあとのパケット サイズを事前に判別できます。パケットが  
出力インターフェイスの MTU を超えると判別した場合、デバイスは、暗号化する前にパケットを  
分割します。これにより、複号化する前のプロセス レベルの再構成が不要になるので、複号化のパ 
フォーマンスが向上し、IPSec トラフィックの全般的なスループットも向上します。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、インターフェイス上の IPSec パケットの事前    
分割をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# crypto ipsec fragmentation before-encryption mgmt
hostname(config)#

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、インターフェイス上の IPSec パケットの事前    
分割をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# crypto ipsec fragmentation after-encryption mgmt
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

crypto ipsec df-bit IPSec パケットの DF ビット ポリシーを設定します。
show crypto ipsec fragmentation IPSec パケットのフラグメンテーション ポリシーを表示しま  

す。

show crypto ipsec df-bit 指定したインターフェイスの DF ビット ポリシーを表示しま   
す。
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crypto ipsec security-association lifetime
グローバル ライフタイムの値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、   
crypto ipsec security-association lifetime コマンドを使用します。暗号 IPSec エントリのライフタイム      
値をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto ipsec security-association lifetime {seconds   seconds | kilobytes kilobytes}

no crypto ipsec security-association lifetime {seconds   seconds | kilobytes kilobytes}

シンタックスの説明

デフォルト kilobytes のデフォルト値は 4,608,000 KB、seconds のデフォルト値は 28,800 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン  crypto ipsec security-association lifetime コマンドでは、IPSec セキュリティ アソシエーションのネ       
ゴシエーションに使用するグローバル ライフタイム値を変更します。

IPSecセキュリティ アソシエーションでは、共有秘密鍵を使用します。これらの鍵とセキュリティ 
アソシエーションは、同時にタイムアウトになります。

特定の暗号マップ エントリにライフタイム値が設定されていない場合、FWSM はネゴシエーショ  
ン実行中に新しいセキュリティ アソシエーションを要求するときに、ピアへの要求にグローバル 
ライフタイム値を指定し、この値を新しいセキュリティ アソシエーションのライフタイムとして使 
用します。FWSMは、ピアからネゴシエーション要求を受信すると、ピアが指定したライフタイム
値またはローカル設定のライフタイム値のうち、どちらか小さい値を新しいセキュリティ アソシ 
エーションのライフタイムとして使用します。

ライフタイムは、2 種類あります。「期間」のライフタイム、および「トラフィック量」のライフタ 
イムです。セキュリティ アソシエーションは、いずれかのライフタイムに到達した時点で期限切れ 
になります。

kilobytes セキュリティ アソシエーションが期限切れになる前に、そのセキュリティ 
アソシエーションを使用してピア間で通信できるトラフィック量（キロバ

イト）を指定します。範囲は、10 ～ 2147483647 KB です。デフォルトは、    
4,608,000 KB です。

seconds セキュリティ アソシエーションの有効存続時間を秒数で指定します。範囲 
は、120 ～ 214783647 秒です。デフォルトは、28,800 秒（ 8 時間）です。

token ユーザ認証にトークン ベース サーバを使用することを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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FWSM では、暗号マップ、ダイナミック マップ、および IPSec 設定を、オンザフライで変更できま    
す。この場合、FWSM は、変更によって影響を受ける接続だけをダウンします。たとえば、アクセ 
ス リスト内のエントリを削除して、暗号マップに関連付けられた既存のアクセス リストを変更し  
た場合、関連する接続だけがダウンします。アクセス リスト内の他のエントリに基づく接続は、影 
響を受けません。

グローバル期間ライフタイムを変更するには、crypto ipsec security-association lifetime seconds コマ     
ンドを使用します。期間ライフタイムを使用すると、指定した秒数が経過した時点で、セキュリ

ティ アソシエーションがタイムアウトになります。

グローバル トラフィック量ライフタイムを変更するには、crypto ipsec security-association lifetime    
kilobytesコマンドを使用します。トラフィック量ライフタイムを使用すると、指定したトラフィッ
ク量（キロバイト）がセキュリティ アソシエーションの鍵によって保護された時点で、セキュリ 
ティ アソシエーションがタイムアウトになります。

ライフタイムが短いほど、同じ鍵で暗号化されるデータ量は少なくなるので、攻撃者による鍵再現

攻撃の可能性は低くなります。ただし、ライフタイムを短くするほど、新しいセキュリティ アソシ 
エーションを確立するための CPU 処理時間は長くなります。

セキュリティ アソシエーション（および対応する鍵）は、指定された秒数またはトラフィック量 
（KB）のどちらかが先に経過した時点で、期限切れになります。

例 次に、セキュリティ アソシエーションのグローバル期間ライフタイムを指定する例を示します。

hostname(config)# crypto ipsec-security association lifetime seconds 240
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map グローバル ライフタイム、トランスフォーム セットなど、す  
べての IPSec 設定をクリアします。

show running-config crypto map すべての暗号マップの全設定を表示します。
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crypto ipsec transform-set
トランスフォーム セットを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto   
ipsec   transform-set コマンドを使用します。このコマンドを使用して、トランスフォーム セットが     
使用する IPSec 暗号化およびハッシュ アルゴリズムを指定します。トランスフォーム セットを削除    
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto ipsec map-name seq-num transform-set transform-set-name transform1 [transform2]

no crypto ipsec map-name seq-num transform-set transform-set-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの暗号化アルゴリズムは、esp-3des（3 DES）です。

esp-aes トランスフォームによって保護する IPSec メッセージを、128 ビット鍵   
の AES を使用して暗号化する場合、このオプションを指定します。

esp-aes-192 トランスフォームによって保護する IPSec メッセージを、192 ビット鍵   
の AES を使用して暗号化する場合、このオプションを指定します。

esp-aes-256 トランスフォームによって保護する IPSec メッセージを、256 ビット鍵   
の AES を使用して暗号化する場合、このオプションを指定します。

esp-des トランスフォームによって保護する IPSec メッセージを、56 ビット   
DES-CBC を使用して暗号化する場合、このオプションを指定します。

esp-3des トランスフォームによって保護する IPSec メッセージを、3 DES アルゴ    
リズムを使用して暗号化する場合、このオプションを指定します。

esp-none IPSec メッセージで HMAC 認証を使用しない場合、このオプションを指   
定します。

esp-null IPSec メッセージを、IPSec セキュリティ プロトコル（ESP）だけを使用   
して暗号化しない場合、このオプションを指定します。

esp-md5-hmac トランスフォームによって保護する IPSec メッセージで、ハッシュ アル   
ゴリズムとして MD5/HMAC-128 を使用する場合、このオプションを指  
定します。

esp-sha-hmac トランスフォームによって保護する IPSec メッセージで、ハッシュ アル   
ゴリズムとして SHA/HMAC-160 を使用する場合、このオプションを指  
定します。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。
transform1、transform2 1 つまたは 2 つのトランスフォームを指定します。トランスフォームに   

より、IPSec セキュリティ プロトコルおよびアルゴリズムを定義しま  
す。各トランスフォームに、構文に定義されているように、[esp-aes | 
esp-aes-192 | esp-aes-256 | esp-des | esp-3des | esp-null] または  
[esp-md5-hmac | esp-sha-hmac] のいずれかで、使用する IPSec セキュリ     
ティ プロトコル（ESP）およびアルゴリズムを指定します。

 transform-set-name 作成または変更するトランスフォーム セットの名前を指定します。
token ユーザ認証にトークン ベース サーバを使用することを指定します。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トランスフォーム セットには、1 つまたは 2 つの IPSec セキュリティ プロトコルと、これらのセ       
キュリティ プロトコルと併用するアルゴリズムを指定します。IPSec セキュリティ アソシエーショ   
ンのネゴシエーション中に、両ピアは、特定のデータ フローを保護するときに特定のトランス 
フォーム セットを使用することに同意します。

IPSec メッセージは、128 ビット鍵、192 ビット鍵、または 256 ビット鍵の AES を使用するトラン       
スフォーム セットによって保護できます。

AES により提供される鍵のサイズは大きいので、ISAKMP ネゴシエーションには、group 1 または 
group 2 ではなく、Diffie-Hellman group 5 を使用すべきです。この設定には、isakmp policy priority 
group 5 コマンドを使用します。

複数のトランスフォーム セットを設定すると、暗号マップ エントリに 1 つ以上のトランスフォー    
ム セットを指定できます。IPSec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーションでは、暗号   
マップ エントリに定義されているトランスフォーム セットにより、その暗号マップ エントリのア   
クセス リストにより指定されたデータ フローが保護されます。ネゴシエーションの実行中に、2つ  
のピアは、両ピアで一致しているトランスフォーム セットを検索します。同じトランスフォーム 
セットが検出されると、FWSM は、両ピアの IPSec セキュリティ アソシエーションの一環として、    
保護されるトラフィックにそのトランスフォーム セットを適用します。

各トランスフォーム セットには、暗号化または認証に使用するアルゴリズムが設定されています。 
IPSecセキュリティ アソシエーションのネゴシエーション中に特定のトランスフォーム セットを使  
用する場合には、トランスフォーム セット全体（プロトコル、アルゴリズム、およびその他の設定 
値の組み合わせ）が、リモート ピアのトランスフォーム セットと一致している必要があります。

トランスフォーム セットには、ESP 暗号化トランスフォームだけ、または ESP 暗号化トランス    
フォームと ESP 認証トランスフォームの両方を指定できます。

指定できるトランスフォームの組み合わせ例は、次のとおりです。

 • esp-des 

 • esp-des および esp-md5-hmac

既存のトランスフォーム セットに対して、 crypto ipsec transform-setコマンドで 1 つまたは複数の      
トランスフォームを指定すると、既存のトランスフォームは、新しく指定したトランスフォームに

置き換えられます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、2 つのトランスフォーム セットを設定する例を示します。暗号化に DES、ハッシュ アルゴ    
リズムとして SHA/HMAC-160 を使用する t1 というトランスフォーム セット、および暗号化に AES      
192、ハッシュ アルゴリズムとして MD5/HMAC-128 を使用する standard というトランスフォーム     
セットです。

hostname(config)# crypto ipsec transform-set t1 esp-des esp-sha-hmac 
hostname(config)# crypto ipsec transform-set standard esp-aes-192 esp-md5-hmac
hostname(config)

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto グローバル ライフタイム、トランスフォーム セットなど、  
すべての IPSec 設定をクリアします。

show running-config crypto map すべての暗号マップの全設定を表示します。
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crypto key generate dsa
ID 証明書用の DSA 鍵のペアを生成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto     
key generate dsa コマンドを使用します。

crypto key generate dsa {label key-pair-label} [modulus size] [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのモジュラス サイズは、1024 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン crypto key generate dsa コマンドでは、SSL、SSH、および IPSec 接続をサポートする DSA 鍵のペア        
を生成します。生成した鍵のペアは、コマンド構文で指定したラベルによって識別されます。ラベ

ルを指定しないと、FWSM によりエラー メッセージが表示されます。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mypubkey というラベルの DSA 鍵のペアを     
生成する例を示します。

hostname(config)# crypto key generate dsa label mypubkey
INFO: The name for the keys will be: mypubkey
hostname(config)# 

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mypubkey というラベルの DSA 鍵のペアを     
重複して生成しようとした場合の例を示します。

hostname(config)# crypto key generate dsa label mypubkey
WARNING: You already have dSA keys defined named mypubkey
Do you really want to replace them? [yes/no] no
ERROR: Failed to create new DSA keys named mypubkey
hostname(config)# 

関連コマンド

label key-pair-label 鍵のペアに関連付ける名前を指定します。ラベルの最大長は、128 文字で 
す。DSA にはラベルが必要です。

modulus size （任意）鍵のペアに関連付けるモジュラ サイズ（512、768、1024）を指定 
します。デフォルトのモジュラス サイズは、1024 です。

noconfirm （任意）すべての対話プロンプトを抑制します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto key zeroize DSA 鍵のペアを削除します。
show crypto key mypubkey DSA 鍵のペアを表示します。
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crypto key generate rsa
ID 証明書用の RSA 鍵のペアを生成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto     
key generate rsa コマンドを使用します。

crypto key generate rsa [usage-keys | general-keys] [label key-pair-label] [modulus size] [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの鍵ペア タイプは、general key です。デフォルトのモジュラス サイズは、1024 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン crypto key generate rsa コマンドでは、SSL、SSH、および IPSec 接続をサポートする RSA 鍵のペア        
を生成します。生成した鍵のペアは、コマンド構文で指定したラベルによって識別されます。鍵の

ペアを参照しないトラストポイントには、デフォルトの <Default-RSA-Key> を使用できます。SSH  
接続は、常にこの鍵を使用します。これは、SSL には影響しません。トラストポイントに設定され 
ていない限り、SSL は独自の証明書 /鍵をダイナミックに生成するからです。

general-keys （任意）汎用目的の鍵のペアを 1 つ生成します。これは、デフォルトの鍵  
ペア タイプです。

label key-pair-label （任意）鍵のペアに関連付ける名前を指定します。鍵のペアには、固有の

ラベルが必要です。同じラベルを使用して別の鍵のペアを作成しようとす

ると、FWSM により警告メッセージが表示されます。鍵の生成時にラベル 
を指定しないと、鍵のペアには、固定的に <Default-RSA-Key> という名前 
が指定されます。

modulus size （任意）鍵のペアに関連付けるモジュラ サイズ（512、768、1024、2048） 
を指定します。デフォルトのモジュラス サイズは、1024 です。

noconfirm （任意）すべての対話プロンプトを抑制します。

usage-keys （任意）シグニチャ用および暗号化用に 1 つずつ、2 つの鍵のペアを生成し   
ます。つまり、対応する ID に 2 つの証明書が必要になります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mypubkey というラベルの RSA 鍵のペアを     
生成する例を示します。

hostname(config)# crypto key generate rsa label mypubkey
INFO: The name for the keys will be: mypubkey
Keypair generation process
hostname(config)# 

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mypubkey というラベルの RSA 鍵のペアを     
重複して生成しようとした場合の例を示します。

hostname(config)# crypto key generate rsa label mypubkey
WARNING: You already have RSA keys defined named mypubkey
Do you really want to replace them? [yes/no] no
ERROR: Failed to create new RSA keys named mypubkey
hostname(config)# 

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、デフォルト ラベルの RSA 鍵のペアを生成す     
る例を示します。

hostname(config)# crypto key generate rsa 
INFO: The name for the keys will be: <Default-RSA-Key>
Keypair generation process begin. Please wait...
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

crypto key zeroize RSA 鍵のペアを削除します。
show crypto key mypubkey RSA 鍵のペアを表示します。
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crypto key zeroize
指定したタイプ（rsa または dsa）の鍵のペアを削除するには、グローバル コンフィギュレーション   
モードで、 crypto key zeroize コマンドを使用します。

crypto key zeroize {rsa | dsa} [label key-pair-label] [default] [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、すべての RSA 鍵のペアを削除する例を示し    
ます。

hostname(config)# crypto key zeroize rsa
WARNING: All RSA keys will be removed.
WARNING: All router certs issued using these keys will also be removed.

Do you really want to remove these keys? [yes/no] y
hostname(config)# 

関連コマンド

default （任意）ラベルのない RSA 鍵のペアを削除します。このキーワードは、RSA  
鍵のペアに対してのみ有効です。

dsa 鍵タイプとして、DSA を指定します。
label key-pair-label （任意）指定したタイプ（rsa または dsa）の鍵のペアを削除します。ラベ  

ルを指定しない場合、FWSM は、指定されたタイプのすべての鍵のペアを 
削除します。

noconfirm （任意）すべての対話プロンプトを抑制します。

rsa 鍵タイプとして、RSA を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto key generate dsa ID 証明書用の DSA 鍵のペアを生成します。
crypto key generate rsa ID 証明書用の RSA 鍵のペアを生成します。
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crypto map interface
定義済みの暗号マップ セットをインターフェイスに適用するには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで、crypto map interface コマンドを使用します。インターフェイスから暗号マップ    
セットを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name interface interface-name

no crypto map map-name interface interface-name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、任意のアクティブな FWSM インターフェイスに、暗号マップ セットを割り当て  
ます。FWSM は、任意またはすべてのアクティブ インターフェイス上で IPSec ターミネーションを    
サポートします。インターフェイスで IPSec サービスを提供するには、事前にインターフェイスに  
暗号マップ セットを割り当てる必要があります。

1 つのインターフェイスに割り当てることができる暗号マップ セットは、1 つだけです。 map-name    
が同じで、seq-num が異なる複数の暗号マップ エントリがある場合、これらのエントリは同じセッ  
トに属し、すべてのエントリがインターフェイスに割り当てられます。FWSM は、 seq-num が最も   
小さい暗号マップ エントリを最初に評価します。

interface-name FWSM が VPN ピアとトンネルを確立するために使用するインターフェイ   
スを指定します。ISAKMP がイネーブルで、認証局を使用して証明書を取 
得している場合には、CA 証明書に指定されているアドレスのインター 
フェイスを指定する必要があります。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） FWSM では、暗号マップ、ダイナミック マップ、および IPSec 設定を、オンザフライで変更でき    
ます。この場合、FWSM は、変更によって影響を受ける接続だけをダウンします。たとえば、アク 
セス リスト内のエントリを削除して、暗号マップに関連付けられた既存のアクセス リストを変更  
した場合、関連する接続だけがダウンします。アクセス リスト内の他のエントリに基づく接続は、 
影響を受けません。 
 

スタティックな暗号マップはすべて、アクセス リスト、トランスフォーム セット、および IPSec ピ    
アの 3 つを定義している必要があります。いずれか 1 つが欠落していると、暗号マップは不完全で    
あるとみなされ、FWSM は次のエントリに移動します。ただし、暗号マップがアクセス リストと  
一致し、他の 2 つの要件のいずれか、または両方と一致しない場合には、FWSM はトラフィックを   
廃棄します。 
 

すべての暗号マップが完全であるかどうかを確認するには、show running-config crypto map コマン    
ドを使用します。不完全な暗号マップを修正するには、その暗号マップを削除し、欠落しているエ

ントリを追加してから、再び割り当てます。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、外部インターフェイスに mymap という暗号    
マップ セットを割り当てる例を示します。FWSM は、この外部インターフェイスを通過するトラ  
フィックを、mymap セット内のすべての暗号マップ エントリに対して評価します。発信トラフィッ  
クが、いずれかの mymap 暗号マップ エントリのアクセス リストと一致すると、FWSMは、その暗    
号マップ エントリの設定を使用してセキュリティ アソシエーションを形成します。

hostname(config)# crypto map mymap interface outside

次に、最小限必要な暗号マップ コンフィギュレーションの例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
hostname(config)# crypto map mymap 10 match address 101
hostname(config)# crypto map mymap set transform-set my_t_set1
hostname(config)# crypto map mymap set peer 10.0.0.1

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map ipsec-isakmp dynamic
特定の暗号マップ エントリが、既存のダイナミック暗号マップを参照するように設定するには、グ 
ローバル コンフィギュレーション モードで、 crypto map ipsec-isakmp dynamic コマンドを使用しま       
す。クロス リファレンスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

[no] crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp dynamic   dynamic-map-name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ダイナミック暗号マップ エントリを作成するには、crypto dynamic-mapコマンドを使用します。ダ  
イナミック暗号マップ セットの作成後に、crypto map ipsec-isakmp dynamic コマンドを使用して、     
ダイナミック暗号マップ セットをスタティック暗号マップに追加します。

暗号マップ エントリを定義したら、crypto map interface コマンドを使用して、ダイナミック暗号   
マップ セットをインターフェイスに割り当てることができます。

ダイナミック暗号マップには、2 つの機能があります。保護対象トラフィックのフィルタリングと 
分類、およびトラフィックに適用するポリシーの定義です。最初の機能はインターフェイス上のト

ラフィック フローに影響して、2 つめの機能はトラフィックに対して実行される（IKE による）ネ   
ゴシエーションに影響します。

IPSec ダイナミック暗号マップには、次の内容を設定します。

 • 保護対象のトラフィック

 • セキュリティ アソシエーションを確立する IPSec ピア

 • 保護対象トラフィックに適用するトランスフォーム セット

 • 鍵およびセキュリティ アソシエーションの使用または管理方法

dynamic-map-name 既存のダイナミック暗号マップを参照する暗号マップ エントリの名前を 
指定します。

ipsec-isakmp IKEが、この暗号マップ エントリの IPSec セキュリティ アソシエーション    
を確立するように指定します。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドから、ipsec-manual キーワードが削除されました。
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暗号マップ セットは、マップ名が同じで、シーケンス番号（seq-num）が異なる暗号マップ エント  
リの集合です。したがって、特定のインターフェイス上で、指定のセキュリティを適用した特定の

トラフィックを 1 つのピアに転送し、異なる IPSec セキュリティを適用した他のトラフィックを同    
じ、または異なるピアに転送できます。これを実行するには、マップ名が同じで、シーケンス番号

が異なる 2 つの暗号マップ エントリを作成します。

seq-num 引数に割り当てる番号は、任意の値ではありません。この番号により、暗号マップ セット  
内の複数の暗号マップ エントリがランク付けされます。暗号マップ エントリは、シーケンス番号  
が低いものから順番に評価されます。つまり、番号の低いマップ エントリのほうが優先順位が高く 
なります。

（注） ダイナミック暗号マップに暗号マップをリンクする場合には、ダイナミック暗号マップを指定する

必要があります。暗号マップは、crypto dynamic-map コマンドによって定義された既存のダイナ  
ミック暗号マップにリンクされます。変換後に行った暗号マップ エントリの変更は、反映されま 
せん。たとえば、ピア設定を変更しても、反映されません。ただし、FWSM がアップのあいだは、 
変更内容が保管されています。ダイナミック暗号マップを暗号マップに戻すと、変更が反映され、

show running-config crypto map コマンドの出力に表示されます。これらの設定は、FWSM がリブー     
トされるまで保持されます。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mymap という暗号マップが test というダイ     
ナミック暗号マップを参照するように設定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap ipsec-isakmp dynamic test
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map match address
暗号マップ エントリにアクセス リストを割り当てるには、グローバル コンフィギュレーション   
モードで、crypto map match address コマンドを使用します。暗号マップ エントリからアクセス リ      
ストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num match address acl_name

no crypto map map-name seq-num match address acl_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、すべてのスタティック暗号マップ エントリに必要です。 crypto dynamic-map コマ    
ンドを使用してダイナミック暗号マップ エントリを定義する場合には、このコマンドは必須ではあ 
りませんが、使用することを強く推奨します。アクセス リストを定義するには、 access-list コマン   
ドを使用します。

IPSec は、アクセス リストを使用して、IPSec 暗号により保護するトラフィックと、保護が不要な   
トラフィックとを判別します（アクセスリストにより許可されたトラフィックは、保護されます。

アクセス リストにより拒否されたトラフィックは、対応する暗号マップ エントリに関しては保護  
されません）。

（注） 暗号アクセス リストは、トラフィックのインターフェイス通過を許可するか、拒否するかは判別 
しません。この判別を行うのは、access-group コマンドにより、インターフェイスに直接割り当て 
るアクセス リストです。 
 

透過モードでは、宛先アドレスは、FWSM の IP アドレス（管理アドレス）でなければなりません。   
透過モードで許可されるのは、FWSM へのトンネルだけです。

acl_name 暗号化アクセス リストの名前を指定します。この名前は、照合する暗号化 
アクセス リストの name 引数の名前と一致している必要があります。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map set connection-type
暗号マップ エントリの Backup Site-to-Site（サイト間バックアップ）機能の接続タイプを指定するに   
は、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto map set connection-type コマンドを使用      
します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num set connection-type {answer-only | originate-only | bidirectional}

no crypto map map-name seq-num set connection-type {answer-only | originate-only | bidirectional}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は、bidirectional です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mymap という暗号マップを設定して接続タ   
イプを双方向に設定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set connection-type bidirectional
hostname(config)#

関連コマンド

answer-only ピアが、暗号マップ エントリに基づくサイト間接続について、着信 IKE  
接続への応答だけを実行するように指定します。ピアから、接続要求を発

信することはできません。このキーワードを使用できるのは、トランスペ

アレント ファイアウォール モードの場合だけです。
bidirectional ピアが、暗号マップ エントリに基づく接続を受け入れ、かつ接続を開始で 

きるように指定します。これは、すべてのサイト間接続のデフォルトの接

続タイプです。このキーワードは、トランスペアレント ファイアウォール 
モードには使用できません。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
originate-only ピアが、暗号マップ エントリに基づく接続の開始だけを実行するように指 

定します。着信接続を受け入れることはできません。このキーワードは、

トランスペアレント ファイアウォール モードには使用できません。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map set peer
暗号マップ エントリの IPSec ピアを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、     
crypto map   set peer コマンドを使用します。暗号マップ エントリから IPSec ピアを削除するには、        
このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num set peer {ip_address | hostname}{...ip_address | hostname10}

no crypto map map-name seq-num set peer {ip_address | hostname}{...ip_address | hostname10}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、すべてのスタティック暗号マップに必要です。crypto dynamic-mapコマンドを使 
用してダイナミック暗号マップを定義する場合には、このコマンドは必須ではありません。通常、

ピアは不明なので、ほとんどの場合、このコマンドを使用しません。

LAN と LAN を接続する場合には、originator-only 接続タイプに限り、複数のピアを指定できます。    
複数ピアを設定することは、フォールバック リストを提供することと同じです。各トンネルについ 
て、FWSM は、リストの最初のピアとネゴシエーションを試みます。そのピアが応答しない場合、 
FWSM は、いずれかのピアが応答するか、リストの最後のピアに到達するまで、リストされている 
順序でピアとのネゴシエーションを試みます。複数のピアを設定できるのは、LAN-to-LAN バック 
アップ機能（originate-only タイプの暗号マップ）を使用する場合だけです。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、セキュリティ アソシエーションの確立に IKE    
を使用し、暗号マップを設定する例を示します。この例では、ピア 10.0.0.1 またはピア 10.0.0.2 の    
どちらかと、セキュリティ アソシエーションを確立できます。

hostname(config)# crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
hostname(config)# crypto map mymap 10 match address 101
hostname(config)# crypto map mymap 10 set transform-set my_t_set1
hostname(config)# crypto map mymap 10 set peer 10.0.0.1 10.0.0.2

hostname FWSM nameコマンドで定義したように、ピアをホスト名で指定します。
ip_address ピアを、IP アドレスで指定します。
map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
peer 暗号マップ エントリの IPSec ピアを、ホスト名または IP アドレスのいず     

れかで指定します。

seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドに、最大 10 のピア アドレスを指定できるようになりました。
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関連コマンド

crypto map set pfs
暗号マップ エントリの新しいセキュリティ アソシエーションを要求する場合、または新しいセ  
キュリティ アソシエーションの要求を受信する場合に、IPSec が Perfect Forward Secrecy（PFS）を     
要求するように設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto map  set pfs      
コマンドを使用します。IPSec が PFS を要求しないようにするには、このコマンドの no 形式を使用     
します。

crypto map map-name seq-num set pfs [group1 | group2 | group5 | group7]

no crypto map map-name seq-num set pfs [group1 | group2 | group5 | group7]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、PFS は設定されていません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力できるモードを示します。:

コマンド履歴

コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。

group1 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 768 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group2 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1024 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group5 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1536 ビット Diffie-Hellman      
プライム モジュラス グループを使用するように指定します。

group7 IPSec が、Movian VPN クライアントなどに対し、楕円曲線フィールドのサ   
イズが 163 ビットである group7（ECC）を使用するように指定します。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドに、Diffie-Hellman group7 が追加されました。
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使用上のガイドライン PFSを使用すると、新しいセキュリティ アソシエーションをネゴシエートするごとに新しい  
Diffie-Hellman 交換が実行されるので、処理時間が長くなります。また、PFS を使用すると、1 つの   
鍵が攻撃者によって破壊されても、影響を受けるのは、その鍵によって送信されたデータだけなの

で、セキュリティ レベルが高くなります。

このコマンドを使用すると、ネゴシエーションの実行中、暗号マップ エントリの新しいセキュリ 
ティ アソシエーションを要求するときに、IPSec は PFS を要求します。set pfs ステートメントにグ      
ループを指定しない場合、FWSM は、デフォルトの group2 を使用します。

ピアのネゴシエーション開始時にローカル コンフィギュレーションに PFS が指定されている場合、   
ピアは PFS 交換を実行する必要があります。実行しない場合、ネゴシエーションに失敗します。  
ローカル コンフィギュレーションにグループが指定されていない場合、FWSM はデフォルトの  
group2 を使用します。ローカル コンフィギュレーションに group2、group5、group7 が指定されてい    
る場合、そのグループがピアのオファーに含まれている必要があります。含まれていない場合、ネ

ゴシエーションに失敗します。

ネゴシエーションを成功させるには、両端に PFS が設定されている必要があります。また、設定さ  
れている場合、グループが正確に一致している必要があります。FWSM は、ピアからの PFS オ   
ファーをすべて受け入れるわけではありません。

1536 ビット Diffie-Hellman プライム モジュラス グループ（group5）は、group1 または group2 より        
も高いセキュリティを提供しますが、処理時間は他のグループよりも長くなります。

Diffie-Hellman Group7 は、楕円曲線フィールドのサイズが 163 ビットの IPSec SA 鍵を生成します。       
このオプションは、任意の暗号化アルゴリズムと併用できます。このオプションは、movian VPN 
クライアントを対象としたものですが、Group7（ECC）をサポートする任意のピアを併用できます。

Cisco VPN クライアントと通信する場合、FWSM は PFS 値を使用せず、フェーズ 1 の実行中にネゴ       
シエートされた値を使用します。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号マップ mymap 10 の新しいセキュリティ     
アソシエーションをネゴシエートするときに、必ず PFS を使用するように設定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
hostname(config)# crypto map mymap 10 set pfs group2

関連コマンド コマンド 説明

clear isakmp sa アクティブな IKE セキュリティ アソシエーションを削除し   
ます。

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。

tunnel-group トンネル グループおよびパラメータを設定します。
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crypto map set phase1 mode
接続開始時のフェーズ 1 の IKE モードを main または aggressive のどちらかに指定するには、グロー        
バル コンフィギュレーション モードで、crypto map set phase1mode コマンドを使用します。フェー      
ズ 1 IKE ネゴシエーションの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。aggressive     
モードでの Diffie-Hellman グループの指定は、任意です。指定しない場合、FWSM は group2 を使用     
します。

crypto map map-name seq-num set phase1mode {main | aggressive [group1 | group2 | group5 | 
group7]}

no crypto map map-name seq-num set phase1mode {main | aggressive [group1 | group2 | group5 | 
group7]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのフェーズ 1 モードは、main です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用できるのは、initiator モードだけで、responder モードには使用できません。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号マップ mymap のフェーズ 1 モードを      
aggressive に設定し、group2 を使用するように指定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set phase1mode aggressive group2
hostname(config)#

aggressive フェーズ 1 IKE ネゴシエーションに aggressive モードを指定します。
group1 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 768 ビット Diffie-Hellman      

プライム モジュラス グループを使用するように指定します。
group2 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1024 ビット Diffie-Hellman      

プライム モジュラス グループを使用するように指定します。
group5 新しい Diffie-Hellman 交換の実行時に、IPSec が 1536 ビット Diffie-Hellman      

プライム モジュラス グループを使用するように指定します。
group7 IPSec が、Movian VPN クライアントなどに対し、楕円曲線フィールドのサ   

イズが 163 ビットである group7（ECC）を使用するように指定します。
main フェーズ 1 IKE ネゴシエーションに main モードを指定します。
map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

crypto map set reverse-route
暗号マップ エントリに基づくすべての接続に対して、Reverse Route Injection（RRI）をイネーブル   
にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto map set reverse-route コマンド      
を使用します。暗号マップ エントリに基づくすべての接続について、RRI をディセーブルにするに  
は、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num set reverse-route

no crypto map map-name seq-num set reverse-route

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドの設定は、デフォルトではオフになっています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM では、ルーティング テーブルにスタティック ルートを自動的に追加し、OSPF を使用して、    
これらのルートをプライベート ネットワークまたは境界ルータに通知できます。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、mymap という暗号マップの RRI をイネーブ     
ルに設定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set reverse-route
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド 説明

clear isakmp sa アクティブな IKE セキュリティ アソシエーションを削除し   
ます。

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map set security-association lifetime
（特定の暗号マップ エントリについて）IPSec セキュリティ アソシエーションをネゴシエートする   
ときに使用するグローバル ライフタイム値を上書きするには、グローバル コンフィギュレーショ  
ン モードで crypto map set security-association lifetime コマンドを使用します。暗号マップ エント        
リのライフタイム値をグローバル値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num set security-association lifetime {seconds   seconds | 
kilobytes kilobytes}

no crypto map map-name seq-num set security-association lifetime {seconds   seconds | 
kilobytes kilobytes}

シンタックスの説明

デフォルト キロバイトのデフォルト値は 4,608,000 KB、秒のデフォルト値は 28,800 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 暗号マップのセキュリティ アソシエーションは、グローバル ライフタイム値に基づいてネゴシ  
エートされます。

IPSecセキュリティ アソシエーションでは、共有秘密鍵を使用します。これらの鍵とセキュリティ 
アソシエーションは、同時にタイムアウトになります。

特定の暗号マップ エントリにライフタイム値が設定されている場合、FWSM は、セキュリティ ア   
ソシエーションのネゴシエーション中に新しいセキュリティ アソシエーションを要求するときに、 
ピアへの要求にその暗号マップのライフタイム値を指定し、この値を新しいセキュリティ アソシ 
エーションのライフタイムとして使用します。FWSM は、ピアからネゴシエーション要求を受信す 
ると、ピアが指定したライフタイム値またはローカル設定のライフタイム値のうち、どちらか小さ

い値を新しいセキュリティ アソシエーションのライフタイムとして使用します。

kilobytes セキュリティ アソシエーションが期限切れになる前に、そのセキュリティ 
アソシエーションを使用してピア間で通信できるトラフィック量（キロバ

イト）を指定します。 

デフォルトは、4,608,000 KB です。
map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seconds セキュリティ アソシエーションの有効存続時間を秒数で指定します。デ 

フォルトは、28,800 秒（ 8 時間）です。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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ライフタイムは、2 種類あります。「期間」のライフタイム、および「トラフィック量」のライフタ 
イムです。セッション鍵およびセキュリティ アソシエーションは、どちらかのライフタイムが先に 
到達した時点で期限切れになります。1 つのコマンドで、両方のライフタイムを指定できます。

（注） FWSM では、暗号マップ、ダイナミック マップ、および IPSec 設定を、オンザフライで変更でき    
ます。この場合、FWSM は、変更によって影響を受ける接続だけをダウンします。たとえば、アク 
セス リスト内のエントリを削除して、暗号マップに関連付けられた既存のアクセス リストを変更  
した場合、関連する接続だけがダウンします。アクセス リスト内の他のエントリに基づく接続は、 
影響を受けません。

期間ライフタイムを変更するには、crypto map set security-association lifetime seconds コマンドを使      
用します。期間ライフタイムを使用すると、指定した秒数が経過した時点で、鍵およびセキュリ

ティ アソシエーションがタイムアウトになります。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号マップ mymap のセキュリティ アソシ     
エーション ライフタイムを秒数およびキロバイトで指定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set security-association lifetime seconds 1400 
kilobytes 3000000
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map set transform-set
暗号マップ エントリに使用するトランスフォーム セットを指定するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで、crypto map   set transform-set コマンドを使用します。指定したトランス       
フォーム セットを暗号マップ エントリから削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。 

crypto map map-name seq-num set transform-set transform-set-name1 [… transform-set-name9]

no crypto map map-name seq-num set transform-set transform-set-name1 [… transform-set-name9]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、すべての暗号マップ エントリに必要です。

ローカル FWSM がネゴシエーションを開始する場合、トランスフォーム セットは crypto map コマ     
ンド ステートメントで指定した順序でピアに提示されます。ピアがネゴシエーションを開始する場 
合、ローカル FWSM は、暗号マップ エントリに指定されているトランスフォーム セットのいずれ    
かに最初に一致したトランスフォーム セットを受け入れます。

両方のピアで最初に一致したトランスフォーム セットが、セキュリティ アソシエーションに使用  
されます。一致するトランスフォーム セットがない場合、IPSec はセキュリティ アソシエーション   
を確立しません。トラフィックを保護するセキュリティ アソシエーションが存在しないので、トラ 
フィックは廃棄されます。

トランスフォーム セットのリストを変更する場合には、新しいトランスフォーム セットのリスト  
を再指定し、既存のリストを置換します。変更が適用されるのは、そのトランスフォーム セットを 
参照する crypto map コマンド ステートメントだけです。

crypto map コマンド ステートメントに含めるトランスフォーム セットはすべて、crypto ipsec     
transform-set コマンドを使用して事前に定義しておく必要があります。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。
transform-set-name1 
transform-set-name9

暗号マップに使用するトランスフォーム セットを、crypto ipsec  
transform-set コマンドで定義した名前で指定します。ipsec-isakmp または  
ダイナミック暗号マップ エントリには、最大 9 のトランスフォーム セッ    
トを指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号マップ mymap に 2 つのトランスフォー      
ム セット（tfset1 および tfset2）を指定する例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set transform-set tfset1 tfset2
hostname(config)#

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、FWSM が IKE を使用してセキュリ     
ティ アソシエーションを確立するときに最小限必要な暗号マップ コンフィギュレーションを示し  
ます。

hostname(config)# crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
hostname(config)# crypto map mymap 10 match address 101
hostname(config)# crypto map mymap set transform-set my_t_set1
hostname(config)# crypto map mymap set peer 10.0.0.1
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

crypto ipsec transform-set トランスフォーム セットを設定します。
show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。
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crypto map set trustpoint
暗号マップ エントリのフェーズ 1 ネゴシエーションの実行中に、認証用として送信する証明書を識   
別するトラストポイントを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、crypto  
map   set trustpoint コマンドを使用します。暗号マップ エントリからトラストポイントを削除するに      
は、このコマンドの no 形式を使用します。

crypto map map-name seq-num set trustpoint trustpoint-name [chain]

nocrypto map map-name seq-num set trustpoint trustpoint-name [chain]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値はありません。

コマンド モード 次の表に、このコマンドを入力できるモードを示します。:

コマンド履歴

使用上のガイドライン この crypto map コマンドは、接続の開始に対してのみ有効です。応答側の情報については、   
tunnel-group コマンドを参照してください。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで、暗号マップ mymap にトラストポイント tpoint     
1 を指定し、証明書チェーンを含める例を示します。

hostname(config)# crypto map mymap 10 set trustpoint tpoint1 chain
hostname(config)#

関連コマンド

chain （任意）証明書チェーンを送信します。CA 証明書チェーンには、ルート証 
明書から ID 証明書までの証明書階層における、すべての CA 証明書が含    
まれます。デフォルトの値はディセーブル（チェーンなし）です。

map-name 暗号マップ セットの名前を指定します。
seq-num   暗号マップ エントリに割り当てる番号を指定します。
trustpoint-name フェーズ 1 ネゴシエーションの実行中に送信する証明書を識別します。デ  

フォルトの値はありません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto map すべての暗号マップの全設定をクリアします。

show running-config crypto map 暗号マップのコンフィギュレーションを表示します。

tunnel-group トンネル グループを設定します。
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10

debug aaa ～ debug sip コマンド

debug aaa
AAA（認証、認可、アカウンティング）のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モー   
ドで、debug aaa コマンドを使用します。AAA メッセージの表示を停止するには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

debug aaa [accounting | authentication | authorization | internal | vpn [level]]

no debug aaa

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

accounting （任意）アカウンティング用のデバッグ メッセージだけを表示します。
authentication （任意）認証用のデバッグ メッセージだけを表示します。
authorization （任意）許可用のデバッグ メッセージだけを表示します。
internal （任意）ローカル データベースだけがサポートしている AAA 機能のデバッ   

グ メッセージを表示します。
level （任意）デバッグのレベルを指定します。vpn キーワードを使用する場合 

に限り、有効です。

vpn （任意）VPN 関連の AAA 機能のデバッグ メッセージだけを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。



第 10章      debug aaa ～ debug sip コマンド           
debug aaa

10-2
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

使用上のガイドライン debug aaa コマンドは、AAA 動作に関する詳細情報を表示します。no debug all または undebug all        
コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフになります。

例 次に、ローカル データベースでサポートされる AAA 機能のデバッグをイネーブルにする例を示し   
ます。

hostname(config)# debug aaa internal
debug aaa internal enabled at level 1
hostname(config)# uap allocated. remote address: 10.42.15.172, Session_id: 2147483841 
uap freed for user . remote address: 10.42.15.172, session id: 2147483841

関連コマンド コマンド 説明

show running-config aaa AAA に関連する実行コンフィギュレーションを表示します。
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debug appfw
アプリケーション検査に関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug appfw コマ    
ンドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

debug appfw [chunk | event | eventverb | regex]

no  debug appfw  [chunk | event | eventverb | regex]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべてのオプションがイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug appfw コマンドは、HTTP アプリケーション検査に関する詳細情報を表示します。no debug    
all または undebug all コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオ    
フになります。 

例 次に、アプリケーション検査に関する詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug appfw

関連コマンド

chunk （任意）チャンクに分割された転送コード化パケットの処理に関するラン

タイム情報を表示します。

event （任意）パケット検査イベントに関するデバッグ情報を表示します。

eventverb （任意）イベントへの応答として、FWSM が実行した動作を表示します。
regex （任意）定義済みシグニチャとのマッチング パターンに関する情報を表示 

します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
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debug arp
ARP のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug arp コマンドを使用しま      
す。ARP デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug arp

no debug arp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、ARP のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug arp

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。

arp スタティック ARP エントリを追加します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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debug arp-inspection
ARP 検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug arp-inspection コマ      
ンドを使用します。ARP 検査のデバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形    
式を使用します。

debug arp-inspection

no debug arp-inspection

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、ARP 検査のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug arp-inspection

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP スプーフィ   

ングを防止するために ARP パケットを検査します。
show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。



第 10章      debug aaa ～ debug sip コマンド           
debug asdm history

10-6
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

debug asdm history
ASDM のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug asdm history コマンドを使用      
します。

debug asdm history level

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、ASDM のレベル 1 デバッグをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug asdm history
debug asdm history enabled at level 1

hostname#

関連コマンド

level （任意）デバッグのレベルを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが、debug pdm history として追加されました。
3.1(1) このコマンドが、debug pdm history コマンドから debug asdm history コマ       

ンドに変更されました。

コマンド 説明

show asdm history ASDM 履歴バッファの内容を表示します。
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debug context
セキュリティ コンテキストを追加または削除するときにデバッグ メッセージを表示するには、特  
権 EXEC モードで、debug context コマンドを使用します。コンテキストのデバッグ メッセージの     
表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug context [level]

no debug context [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、コンテキスト管理のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug context

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

show context コンテキスト情報を表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug control-plane
コントロール プレーンのデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
control-plane コマンドを使用します。コントロール プレーンのデバッグ メッセージの表示を停止   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug control-plane {egress | gc | ingress | tcp | tlv | udp | xlate} [level] 

no debug control-plane {egress | gc | ingress | tcp | tlv | udp | xlate} [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、TCP パケットのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug control-plane tcp

egress パケット出力側の処理に関するデバッグ メッセージを表示します。
gc デバッグ メッセージに関する不要データを表示します。
ingress パケット入力側の処理に関するデバッグ メッセージを表示します。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定しま    

す。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示するには、数 
値の大きなレベルを設定します。

tcp SEQ および ACK 数、ウィンドウ サイズ、TCP フラグを含む、TCP 接続に関      
するデバッグ メッセージを表示します。

tlv TLV 処理、およびパケットやそのコンテンツに挿入された TLV に関するデ   
バッグ メッセージを表示します。

udp 送信元および宛先のポート番号を含む、UDP に関するデバッグ メッセージを  
表示します。

xlate クエリーのタイプ、渡されたパラメータ、戻り値など、NP に対して実行され 
た NAT/PAT クエリーに関するデバッグ メッセージを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

debug crypto ca
（CA で使用する）PKI 動作のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug     
crypto ca コマンドを使用します。PKI デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの    
no 形式を使用します。

debug crypto ca [messages | transactions] [level]

no debug crypto ca [messages | transactions] [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、このコマンドはすべてのデバッグ メッセージを表示します。デフォルトのレベル 
は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時  
間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド 
処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

コマンド 説明

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。

messages （任意）PKI 入力および出力メッセージのデバッグ メッセージだけを表示しま  
す。

transactions （任意）PKI トランザクションのデバッグ メッセージだけを表示します。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定しま    

す。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示するには、数 
値の大きなレベルを設定します。レベル 1 （デフォルト）は、エラーの発生時  
にのみメッセージを表示します。レベル 2 は、警告メッセージを表示します。  
レベル 3 は、情報メッセージを表示します。レベル 4 以上は、トラブルシュー    
ティングに関するその他の情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、PKI のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug crypto ca

関連コマンド コマンド 説明

debug crypto engine 暗号エンジンのデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto ipsec IPSec のデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto isakmp ISAKMP のデバッグ メッセージを表示します。
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debug crypto ipsec
IPSec のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug crypto ipsec コマンドを       
使用します。IPSec デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用し    
ます。

debug crypto ipsec [level]

no debug crypto ipsec [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドを使用すると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなります。

例 次に、IPSec のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug crypto ipsec

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug crypto ca CA のデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto engine 暗号エンジンのデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto isakmp ISAKMP のデバッグ メッセージを表示します。
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debug crypto isakmp
ISAKMP のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug crypto isakmp コマ       
ンドを使用します。ISAKMP のデバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形    
式を使用します。

debug crypto isakmp [timers] [level]

no debug crypto isakmp [timers] [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドを使用すると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなります。

例 次に、ISAKMP のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug crypto isakmp

関連コマンド

timers （任意）ISAKMP タイマー有効期限のデバッグ メッセージを表示します。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定します。    

デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示するには、数値の大 
きなレベルを設定します。レベル 1 （デフォルト）は、エラーの発生時にのみ  
メッセージを表示します。レベル 2 ～ 7 は、その他の情報を表示します。レベル    
254 は、複号化した ISAKMP パケットを、判読できる形式で表示します。レベル   
255 は、複号化した ISAKMP パケットの 16 進数ダンプを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug crypto ca CA のデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto engine 暗号エンジンのデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto ipsec IPSec のデバッグ メッセージを表示します。
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debug crypto isakmp
ISAKMP のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug crypto isakmp コマ       
ンドを使用します。ISAKMP のデバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形    
式を使用します。

debug crypto isakmp [timers] [level]

no debug crypto isakmp [timers] [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドを使用すると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなります。

例 次に、ISAKMP のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug crypto isakmp

関連コマンド

timers （任意）ISAKMP タイマー有効期限のデバッグ メッセージを表示します。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定します。    

デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示するには、数値の大 
きなレベルを設定します。レベル 1 （デフォルト）は、エラーの発生時にのみ  
メッセージを表示します。レベル 2 ～ 7 は、その他の情報を表示します。レベル    
254 は、複号化した ISAKMP パケットを、判読できる形式で表示します。レベル   
255 は、複号化した ISAKMP パケットの 16 進数ダンプを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug crypto ca CA のデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto engine 暗号エンジンのデバッグ メッセージを表示します。
debug crypto ipsec IPSec のデバッグ メッセージを表示します。
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debug ctiqbe
CTIQBE アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
ctiqbe コマンドを使用します。CTIQBE アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug ctiqbe [level]

no debug ctiqbe [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug ctiqbe コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、CTIQBE アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブ   
ルにする例を示します。

hostname# debug ctiqbe

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

inspect ctiqbe CTIQBE アプリケーション検査をイネーブルにします。
show ctiqbe FWSM を使用して確立した CTIQBE セッションに関する情報を表示しま   

す。

show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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debug ctm
CTM のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug ctm コマンドを使用します。デ     
バッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug ctm [level]

no debug ctm

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、CTM デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドで、CTM    
デバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug ctm
debug ctm enabled at level 1
hostname# show debug
debug ctm enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、debug から変更されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug dhcpc
DHCP クライアントのデバッグ機能をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで、debug dhcpc    
コマンドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

debug dhcpc {detail | packet | error} [level]

no debug dhcpc {detail | packet | error} [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン DHCP クライアントのデバッグ情報を表示します。

デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、DHCP クライアントのデバッグ機能をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug dhcpc detail 5
debug dhcpc detail enabled at level 5

関連コマンド

detail DHCP クライアントに関連する詳細イベント情報を表示します。
error DHCP クライアントに関連するエラー メッセージを表示します。
level （任意）デバッグのレベルを指定します。有効値は 1 ～ 255 です。
packet DHCP クライアントに関連するパケット情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、debug から変更されました。

コマンド 説明

show ip address dhcp インターフェイスの DHCP リースに関する詳細情報を表示  
します。

show running-config interface 指定したインターフェイスの実行コンフィギュレーション

を表示します。
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debug dhcpd
DHCP サーバのデバッグ機能をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで、debug dhcpd コマン     
ドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug dhcpd {event | packet} [level]

no debug dhcpd {event | packet} [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug dhcpd event コマンドは、DHCP サーバに関するイベント情報を表示します。debug dhcpd     
packetコマンドは、DHCP サーバに関するパケット情報を表示します。

デバッグ機能をディセーブルにするには、debug dhcpd コマンドの no 形式を使用します。

デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、DHCP イベントのデバッグ機能をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug dhcpd event
debug dhcpd event enabled at level 1

関連コマンド

event DHCP サーバに関連するイベント情報を表示します。
level （任意）デバッグのレベルを指定します。有効値は 1 ～ 255 です。
packet DHCP サーバに関連するパケット情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、debug から変更されました。

コマンド 説明

show dhcpd DHCP のバインディング、統計情報、またはステート情報を表示し 
ます。

show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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debug dhcprelay
DHCP リレー サーバのデバッグ機能をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで、debug    
dhcpreleay コマンドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no  
形式を使用します。

debug dhcprelay {event | packet | error} [level]

no debug dhcprelay {event | packet | error} [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、DHCP リレー エージェントのエラー メッセージのデバッグ機能をイネーブルにする例を示   
します。

hostname# debug dhcprelay error
debug dhcprelay error enabled at level 1

関連コマンド

error DHCP リレー エージェントに関連するエラー メッセージを表示します。
event DHCP リレー エージェントに関連するイベント情報を表示します。
level （任意）デバッグのレベルを指定します。有効値は 1 ～ 255 です。
packet DHCP リレー エージェントに関連するパケット情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、debug から変更されました。

コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
clear dhcprelay statistics DHCP リレー エージェント統計情報カウンタをクリアします。
show dhcprelay statistics DHCPリレー エージェント統計情報を表示します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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debug disk
ファイル システムのデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug disk コマンドを使     
用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug disk {file | file-verbose | filesystem} [level]

no debug disk {file | file-verbose | filesystem}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

file ファイルレベルのディスク デバッグ メッセージをイネーブルにします。
file-verbose 詳細ファイルレベルのディスク デバッグ メッセージをイネーブルにしま  

す。

filesystem ファイル システムのデバッグ メッセージをイネーブルにします。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    

します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

7.0 このコマンドが追加されました。
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例 次に、ファイルレベルのディスク デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show  
debug コマンドで、ファイルレベルのディスク デバッグ メッセージがイネーブルになっているこ   
とを確認できます。dir コマンドにより、いくつかのデバッグ メッセージが発生します。

hostname# debug disk file
debug disk file enabled at level 1
hostname# show debug
debug vpn-sessiondb  enabled at level 1
hostname# dir
IFS: Opening: file flash:/, flags 1, mode 0
IFS: Opened: file flash:/ as fd 3
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Getdent: fd 3

Directory of flash:/
IFS: Close: fd 3
IFS: Opening: file flash:/, flags 1, mode 0

4      -rw-  5124096     14:42:27 Apr 04 2005  cdisk.binIFS: Opened: file flash:/ as 
fd 3

9      -rw-  5919340     14:53:39 Apr 04 2005  ASDMIFS: Getdent: fd 3

11     drw-  0           15:18:56 Apr 21 2005  syslog
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Getdent: fd 3
IFS: Close: fd 3

16128000 bytes total (5047296 bytes free)

関連コマンド コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug dns
DNS（ドメイン ネーム システム）のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、     
debug dns コマンドを使用します。DNS のデバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマン    
ドの no 形式を使用します。

debug dns [resolver | all] [level]

no debug dns ]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは 1 です。何もキーワードを指定しないと、FWSM はすべてのメッセージを表   
示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドを使用すると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなります。

例 次に、DNS のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug dns

関連コマンド

all （デフォルト）DNS キャッシュに関するメッセージを含め、すべてのメッ 
セージを表示します。

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

resolver （任意）DNS リゾルバ メッセージだけを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect dns DNS アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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debug entity
MIB（管理情報ベース）のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug entity コマ    
ンドを使用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使  
用します。

debug entity [level]

no debug entity

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、MIB デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドでは、MIB    
デバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug entity
debug entity  enabled at level 1
hostname# show debug
debug entity  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug fixup
アプリケーション検査に関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug fixup コマ    
ンドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

debug fixup {onat | tcp | udp} [level]

no  debug fixup

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべてのオプションがイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug fixup コマンドは、アプリケーション検査に関する詳細情報を表示します。no debug all また     
は undebug all コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフにな   
ります。 

例 次に、TCP 関連の詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug fixup tcp

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定しま    
す。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示するには、数 
値の大きなレベルを設定します。

onat 外部 NAT に関するアプリケーション検査メッセージをイネーブルにします。
tcp TCP 関連のアプリケーション検査メッセージをイネーブルにします。
udp UDP 関連のアプリケーション検査メッセージをイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect protocol 特定のプロトコルのアプリケーション検査をイネーブルにします。

policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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debug fover
フェールオーバーのデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug fover コマンドを    
使用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

debug fover {cable | fail | fmsg | ifc | open | rx | rxdmp | rxip | switch | sync | tx | txdmp | txip | verify}

no debug fover {cable | fail | fmsg | ifc | open | rx | rxdmp | rxip | switch | sync | tx | txdmp | txip | verify}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

cable フェールオーバー LAN ステータス
fail フェールオーバー内部例外

fmsg フェールオーバー メッセージ
ifc ネットワーク インターフェイス ステータス トレース
open フェールオーバー デバイス オープン
rx フェールオーバー メッセージ受信
rxdmp フェールオーバー受信メッセージのダンプ（シリアル コンソールのみ）
rxip IP ネットワーク フェールオーバー パケット受信
switch フェールオーバー スイッチング ステータス
sync フェールオーバー設定 /コマンドの複製
tx フェールオーバー メッセージ送信
txdmp フェールオーバー送信メッセージのダンプ（シリアル コンソールのみ）
txip IPネットワーク フェールオーバー パケット送信
verify フェールオーバー メッセージの確認

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが変更されました。debug キーワードが追加されました。
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例 次に、フェールオーバー コマンド複製のデバッグ情報を表示する例を示します。

hostname# debug fover sync
fover event trace on

関連コマンド コマンド 説明

show failover フェールオーバー設定および運用統計の情報を表示します。
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debug fsm
FSM のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug fsm コマンドを使用します。デ     
バッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug fsm [level]

no debug fsm

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、FSM デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドでは、FSM    
デバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug fsm
debug fsm  enabled at level 1
hostname# show debug
debug fsm  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug ftp client
FTP（ファイル転送プロトコル）のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、   
debug ftp client コマンドを使用します。FTP デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマ     
ンドの no 形式を使用します。

debug ftp client [level]

no debug ftp client [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug ftp client コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅く   
なることがあります。

例 次に、FTP のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug ftp client

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

copy FTP（ファイル転送プロトコル）サーバとの間でイメージ ファ 
イルまたはコンフィギュレーション ファイルをアップロード 
またはダウンロードします。

ftp mode passive FTP セッションのモードを設定します。
show running-config ftp mode FTP クライアントの設定を表示します。
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debug generic
その他のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug generic コマンドを使用しま    
す。その他のデバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

debug generic [level]

no debug generic

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、その他のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドでは、   
その他のデバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug generic
debug generic  enabled at level 1
hostname# show debug
debug generic  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug gtp
GTP 検査に関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug gtp コマンドを使用しま     
す。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug gtp [error | event | ha | parser]

no debug gtp [error | event | ha | parser]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべてのオプションがイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug gtp コマンドは、GTP 検査に関する詳細情報を表示します。no debug all または undebug all        
コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフになります。 

（注） GTP 検査には、特殊なライセンスが必要です。

例 次に、GTP 検査に関する詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug gtp

関連コマンド

error （任意）GTP メッセージの処理中に発生したエラーのデバッグ情報を表示 
します。

event （任意）GTP イベントに関するデバッグ情報を表示します。
ha （任意）GTP HA イベントに関するデバッグ情報を表示します。
parser （任意）GTP メッセージの解析に関するデバッグ情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp アプリケーション検査に使用する GTP マップを割り当てます。
show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
show running-config gtp-map 設定されている GTP マップを表示します。
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debug h323
H.323 のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug h323 コマンドを使用し      
ます。H.323 デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug h323 {h225 | h245 | ras} [asn | event]

no debug h323 {h225 | h245 | ras} [asn | event]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug h323 コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、H.225 シグナリングのデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブルにする例   
を示します。

hostname# debug h323 h225

h225 H.225 シグナリングを指定します。
h245 H.245 シグナリングを指定します。
ras レジストレーション、アドミッション、およびステータス プロトコルを指 

定します。

asn （任意）デコードされた Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニッ      
ト）の出力を表示します。

event （任意）H.245 シグナリングのイベントを表示するか、両方のトレースをオ 
ンにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

inspect h323 H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。
show h225 FWSM によって確立された H.225 セッションの情報を表示します。
show h245 低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された  

H.245 セッションの情報を表示します。
show h323-ras FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表示します。
timeout (gtp-map) H.225 シグナリング接続または H.323 制御接続が終了したあとのアイド   

ル タイムを設定します。
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debug http
HTTP トラフィックに関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug http コマンド     
を使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug http [ level ]

no debug http [ level ]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug http コマンドは、HTTP トラフィックに関する詳細情報を表示します。no debug all または      
undebug all コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフになりま  
す。 

例 次に、HTTP トラフィックに関する詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug http

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

http FWSM の内部の HTTP サーバにアクセスできるホストを指定します。
http-proxy HTTP プロキシ サーバを設定します。
http server enable FWSM HTTP サーバをイネーブルにします。
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debug http-map
HTTP アプリケーション検査マップのデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、    
debug http-map コマンドを使用します。HTTP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示    
を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug http-map

no debug http-map 

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug http-map コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅  
くなることがあります。

例 次に、HTTP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブル   
にする例を示します。

hostname# debug http-map

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw HTTP アプリケーション検査に関する詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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debug icmp
ICMP 検査に関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug icmp コマンドを使用し     
ます。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug icmp trace [ level ]

no debug icmp trace [ level ]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのオプションがイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug icmp コマンドは、ICMP 検査に関する詳細情報を表示します。no debug all または undebug       
all コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフになります。 

例 次に、ICMP 検査に関する詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug icmp

関連コマンド

trace ICMP トレース動作に関するデバッグ情報を表示します。
level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    

します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear configure icmp ICMP 設定を消去します。
icmp FWSM のインターフェイスで終端する ICMP トラフィックのアク   

セス ルールを設定します。
show conn 各種プロトコルおよびセッション タイプについて、FWSM 経由で  

の接続のステートを表示します。

show icmp ICMP 設定を表示します。
timeout icmp ICMP のアイドル タイムアウトを設定します。
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debug igmp
IGMP のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug igmp コマンドを使用します。     
デバッグ情報の表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug igmp [group group_id | interface if_name]

no debug igmp [group group_id | interface if_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、debug igmpコマンドの出力例を示します。

hostname# debug igmp

IGMP debugging is on
IGMP: Received v2 Query on outside from 192.168.3.2
IGMP: Send v2 general Query on dmz
IGMP: Received v2 Query on dmz from 192.168.4.1
IGMP: Send v2 general Query on outside
IGMP: Received v2 Query on outside from 192.168.3.1
IGMP: Send v2 general Query on inside
IGMP: Received v2 Query on inside from 192.168.1.1
IGMP: Received v2 Report on inside from 192.168.1.6 for 224.1.1.1
IGMP: Updating EXCLUDE group timer for 224.1.1.1

関連コマンド

group group_id 指定したグループの IGMP デバッグ情報を表示します。
interface if_name 指定したインターフェイスの IGMP デバッグ情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show igmp groups FWSM に直接接続され、IGMP により学習された受信側のマルチキャ  
スト グループを表示します。

show igmp interface インターフェイスのマルチキャスト情報を表示します。
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debug ils
ILS のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug ils コマンドを使用しま      
す。ILS デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug ils [level]

no debug ils [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug ils コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなる  
ことがあります。

例 次に、ILS アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブルに   
する例を示します。

hostname# debug ils

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect ils ILS アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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debug imagemgr
Image Manager のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug imagemgr コマンドを      
使用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま  
す。

debug imagemgr [level]

no debug imagemgr

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、Image Manager のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマン     
ドでは、Image Manager のデバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug imagemgr
debug imagemgr  enabled at level 1
hostname# show debug
debug imagemgr  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug ipsec-over-tcp
IPSec-over-TCP のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug ipsec-over-tcp コマン     
ドを使用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

debug ipsec-over-tcp [level]

no debug ipsec-over-tcp

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、IPSec-over-TCP のデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマ    
ンドでは、IPSec-over-TCP のデバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug ipsec-over-tcp
debug ipsec-over-tcp  enabled at level 1
hostname# show debug
debug ipsec-over-tcp  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug ipv6
IPv6 のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug ipv6 コマンドを使用し      
ます。デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug ipv6 {icmp | interface | nd | packet | routing}

no debug ipv6 {icmp | interface | nd | packet | routing} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、debug ipv6 icmpコマンドの出力例を示します。

hostname# debug ipv6 icmp
13:28:40:ICMPv6:Received ICMPv6 packet from 2000:0:0:3::2, type 136
13:28:45:ICMPv6:Received ICMPv6 packet from FE80::203:A0FF:FED6:1400, type 135
13:28:50:ICMPv6:Received ICMPv6 packet from FE80::203:A0FF:FED6:1400, type 136
13:28:55:ICMPv6:Received ICMPv6 packet from FE80::203:A0FF:FED6:1400, type 135

icmp ICMPv6 ネイバー検出トランザクションを除く、IPv6 ICMP トランザクション   
のデバッグ メッセージを表示します。

interface IPv6 インターフェイスのデバッグ情報を表示します。
nd ICMPv6 ネイバー検出トランザクションのデバッグ メッセージを表示しま  

す。

packet IPv6 パケットのデバッグ メッセージを表示します。
routing IPv6 ルーティング テーブル アップデートおよびルート キャッシュ アップ     

デートのデバッグ メッセージを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

ipv6 icmp FWSM のインターフェイスで終端する ICMP メッセージのアクセス ルー    
ルを定義します。

ipv6 address インターフェイスに 1 つまたは複数の IPv6 アドレスを設定します。
ipv6 nd dad attempts 重複アドレスの検出中に実行されるネイバー検出の試行回数を定義しま

す。

ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルのスタティック エントリを定義します。
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debug iua-proxy
Individual User Authentication（IUA; 個別ユーザ認証）プロキシのデバッグ情報を表示するには、特   
権 EXEC モードで、debug iua-proxy コマンドを使用します。デバッグ情報の表示をディセーブル    
にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug iua-proxy [level]

no debug iua-proxy

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、IUA-proxy デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドは、    
IUA-proxy デバッグ メッセージがイネーブルであることを示しています。

hostname# debug iua-proxy
debug iua-proxy  enabled at level 1
hostname# show debug
debug iua-proxy  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug kerberos
Kerberos 認証のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug kerberos コマンドを使     
用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug kerberos [level]

no debug kerberos

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、Kerberos デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドは、    
Kerberos デバッグ メッセージがイネーブルであることを示しています。

hostname# debug kerberos
debug kerberos  enabled at level 1
hostname# show debug
debug kerberos  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug ldap
LDAP のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug ldap コマンドを使用します。     
デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug ldap [level]

no debug ldap

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、LDAP デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドは、LDAP    
デバッグ メッセージがイネーブルであることを示しています。

hostname# debug ldap
debug ldap  enabled at level 1
hostname# show debug
debug ldap  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug mac-address-table
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルのデバッグ メッセージを表示するには、特権   
EXEC モードで、debug mac-address-table コマンドを使用します。MAC アドレス テーブルのデバッ     
グ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug mac-address-table [level]

no debug mac-address-table [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのレベルは、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、MAC アドレス テーブルのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug mac-address-table

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エントリの   
タイムアウトを設定します。

mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティック  
MAC アドレス エントリを追加します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。

show mac-address-table MAC アドレス テーブル エントリを表示します。
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debug menu
特定の機能について詳細なデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug menu コマ    
ンドを使用します。

debug menu

注意 debug menu コマンドは、シスコ社のテクニカル サポート担当者の監視のもとでのみ使用してくだ   
さい。

シンタックスの説明 このコマンドは、シスコ社のテクニカル サポート担当者の監視のもとでのみ使用してください。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 このコマンドは、シスコ社のテクニカル サポート担当者の監視のもとでのみ使用してください。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug mfib
MFIB のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug mfib コマンドを使用します。     
デバッグ情報の表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug mfib {db | init | mrib | pak | ps | signal} [group]

no debug mfib {db | init | mrib | pak | ps | signal} [group] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、MFIB データベース処理のデバッグ情報を表示する例を示します。

hostname# debug mfib db
MFIB IPv4 db debugging enabled

関連コマンド

db （任意）ルート データベース処理のデバッグ情報を表示します。
group （任意）マルチキャスト グループの IP アドレスです。
init （任意）システム初期化動作を表示します。

mrib （任意）MRIB との通信のデバッグ情報を表示します。
pak （任意）パケット転送処理のデバッグ情報を表示します。

ps （任意）パケット交換処理のデバッグ情報を表示します。

signal （任意）ルーティング プロトコルへの MFIB シグナリングのデバッグ情報   
を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib MFIB 転送エントリおよびインターフェイスを表示します。
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debug mgcp
MGCP アプリケーション検査に関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug mgcp    
コマンドを使用します。デバッグ機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

debug mgcp {messages | parser | sessions}

no debug mgcp {messages | parser | sessions}

デフォルト すべてのオプションがイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug mgcp コマンドは、MGCP 検査に関する詳細情報を表示します。no debug all または undebug       
all コマンドを使用すると、イネーブルに設定されているすべてのデバッグがオフになります。 

例 次に、MGCP アプリケーション検査に関する詳細情報の表示をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug mgcp

関連コマンド

messages MGCP メッセージに関するデバッグ情報を表示します。
parser MGCP メッセージの解析に関するデバッグ情報を表示します。
sessions MGCP セッションに関するデバッグ情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect mgcp MGCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show mgcp FWSM を介して確立された MGCP セッションの情報を表示します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。
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debug mrib
MRIB のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug mrib コマンドを使用します。     
デバッグ情報の表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug mrib {client | io | route [group] | table}

no debug mrib {client | io | route [group] | table}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、MRIB I/O イベントのデバッグ機能をイネーブルにする例を示します。

hostname# debug mrib io
IPv4 MRIB io debugging is on

関連コマンド

client MRIB クライアント管理動作のデバッグ機能をイネーブルにします。
group 指定したグループの MRIB ルーティング エントリ動作のデバッグ機能を   

イネーブルにします。

io MRIB I/O イベントのデバッグ機能をイネーブルにします。
route MRIB ルーティング エントリ動作のデバッグ機能をイネーブルにします。
table MRIB テーブル管理動作のデバッグ機能をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mrib client MRIB クライアント接続に関する情報を表示します。
show mrib route MRIB テーブル エントリを表示します。
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debug ntdomain
NT ドメイン認証のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug ntdomain コマンド     
を使用します。NT ドメインのデバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no  
形式を使用します。

debug ntdomain [level]

no debug ntdomain

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、NT ドメインのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンド    
では、NT ドメインのデバッグ メッセージがイネーブルになっていることを確認できます。

hostname# debug ntdomain
debug ntdomain  enabled at level 1
hostname# show debug
debug ntdomain  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug ospf
OSPF ルーティング処理に関するデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug ospf    
コマンドを使用します。

debug ospf [adj | database-timer | events | flood | lsa-generation | packet | retransmission | spf [external 
| inter | intra] | tree]

no debug ospf [adj | database-timer | events | flood | lsa-generation | packet | retransmission | spf 
[external | inter | intra] | tree]

シンタックスの説明

デフォルト 何もキーワードを指定しないと、すべての OSPF デバッグ情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

adj （任意）OSPF 隣接イベントのデバッグ機能をイネーブルにします。
database-timer （任意）OSPF タイマー イベントのデバッグ機能をイネーブルにします。
events （任意）OSPF イベントのデバッグ機能をイネーブルにします。
external （任意） SPF デバッグ機能を外部イベントに制限します。
flood （任意）OSPF フラッディングのデバッグ機能をイネーブルにします。
inter （任意） SPF デバッグ機能をエリア間のイベントに制限します。
intra （任意） SPF デバッグ機能をエリア内のイベントに制限します。
lsa-generation （任意）OSPF サマリ LSA 生成のデバッグ機能をイネーブルにします。
packet （任意）受信 OSPF パケットのデバッグ機能をイネーブルにします。
retransmission （任意）OSPF 再送信イベントのデバッグ機能をイネーブルにします。
spf （任意）OSPF 最短パス優先計算のデバッグ機能をイネーブルにします。SPF 

のデバッグ情報は、external、inter、および intra キーワードを使用して制  
限できます。

tree （任意）OSPF データベース イベントのデバッグ機能をイネーブルにしま  
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、debug ospf events コマンドの出力例を示します。

hostname# debug ospf events
ospf event debugging is on

OSPF:hello with invalid timers on interface Ethernet0
hello interval received 10 configured 10
net mask received 255.255.255.0 configured 255.255.255.0
dead interval received 40 configured 30

関連コマンド コマンド 説明

show ospf OSPF ルーティング処理に関する一般情報を表示します。
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debug parser cache
CLI（コマンドライン インターフェイス）パーサーのデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モー   
ドで、debug parser cache コマンドを使用します。CLI パーサーのデバッグ情報の表示をディセー    
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug parser cache [level]

no debug parser cache

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、CLI パーサーのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマン    
ドは、現在のデバッグ設定を示しています。CLI パーサーのデバッグ メッセージは、show debug コ    
マンドの出力の前後に表示されます。

hostname# debug parser cache
debug parser cache enabled at level 1
hostname# show debug
parser cache: try to match 'show debug' in exec mode
debug parser cache enabled at level 1
parser cache: hit at index 8
hostname# 

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug pim
PIM のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug pim コマンドを使用します。デ     
バッグ情報の表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug pim [df-election [interface if_name | rp rp] | group group | interface if_name | neighbor]

no debug pim [df-election [interface if_name | rp rp] | group group | interface if_name | neighbor]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

df-election （任意）双方向 PIM の DF 選択メッセージ処理に関するデバッグ メッセー     
ジを表示します。

group group （任意）指定したグループのデバッグ情報を表示します。group の値には、 
次のいずれかを指定できます。

 • DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルまたはドメイン ipv4    
host コマンドで定義されているマルチキャスト グループの名前。

 • マルチキャスト グループの IP アドレス。このアドレスは、4 つに区    
切られたドット付き 10 進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

interface if_name （任意）df-election キーワードと併用すると、DF 選択のデバッグ表示が、  
指定したインターフェイスの情報に制限されます。

df-election キーワードを併用しない場合、指定したインターフェイスの 
PIM エラー メッセージが表示されます。

（注） debug pim interface コマンドでは、PIM プロトコル活動状況のメッ    
セージは表示されません。表示されるのは、エラー メッセージだ 
けです。PIM プロトコル活動状況のデバッグ情報を表示するには、 
interface キーワードを指定しないで、debug pim コマンドを使用し   
ます。group キーワードを使用すると、指定したマルチキャスト 
グループの情報だけを表示できます。

neighbor （任意）送受信された PIM hello メッセージだけを表示します。
rp rp （任意）次のいずれかの値を指定できます。

 • Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）ホスト テーブ      
ルまたはドメイン ipv4 hostコマンドで定義されている RP 名。

 • RP の IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られたドット付き 10     
進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン 送受信された PIM パケット、および PIM 関連イベントをロギングします。

デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、debug pimコマンドの出力例を示します。

hostname# debug pim
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Received Join/Prune on Tunnel0 from 10.3.84.1
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Received RP-Reachable on Vlan101 from 172.16.20.31
PIM: Update RP expiration timer for 224.2.0.1
PIM: Forward RP-reachability packet for 224.2.0.1 on Tunnel0
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Prune-list (10.221.196.51/32, 224.2.0.1)
PIM: Set join delay timer to 2 seconds for (10.221.0.0/16, 224.2.0.1) on Vlan101
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.6
PIM: Received Join/Prune on Vlan101 from 172.24.37.33
PIM: Received Join/Prune on Tunnel0 from 10.3.84.1
PIM: Join-list: (*, 224.2.0.1) RP 172.16.20.31
PIM: Add Tunnel0 to (*, 224.2.0.1), Forward state
PIM: Join-list: (10.0.0.0/8, 224.2.0.1)
PIM: Add Tunnel0 to (10.0.0.0/8, 224.2.0.1), Forward state
PIM: Join-list: (10.4.0.0/16, 224.2.0.1)
PIM: Prune-list (172.24.84.16/28, 224.2.0.1) RP-bit set RP 172.24.84.16
PIM: Send Prune on Vlan101 to 172.24.37.6 for (172.24.84.16/28, 224.2.0.1), RP
PIM: For RP, Prune-list: 10.9.0.0/16
PIM: For RP, Prune-list: 10.16.0.0/16
PIM: For RP, Prune-list: 10.49.0.0/16
PIM: For RP, Prune-list: 10.84.0.0/16
PIM: For RP, Prune-list: 10.146.0.0/16
PIM: For 10.3.84.1, Join-list: 172.24.84.16/28
PIM: Send periodic Join/Prune to RP via 172.24.37.6 (Vlan101)

関連コマンド コマンド 説明

show pim group-map グループとプロトコルのマッピング テーブルを表示します。
show pim interface PIM のインターフェイス固有情報を表示します。
show pim neighbor PIM ネイバー テーブルのエントリを表示します。
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debug pix acl
pix acl のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug pix acl コマンドを使用        
します。デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug pix acl

no debug pix acl

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug pix acl

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug pix process 変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッ 
セージを表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug pix cls
pix cls のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug pix cls コマンドを使用        
します。デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug pix cls

no debug pix cls

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug pix cls

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug pix process 変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッ 
セージを表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug pix pkt2pc
uauth コードに送信されたパケットを追跡し、uauth プロキシ セッションがデータ パスにカットス    
ルーされるイベントを追跡するデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug   
pix pkt2pc コマンドを使用します。デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no    
形式を使用します。

debug pix pkt2pc

no debug pix pkt2pc

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時  
間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド 
処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、uauth コードに送信されたパケットを追跡し、uauth プロキシ セッションがデータ パスにカッ    
トスルーされるイベントを追跡するデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug pix pkt2pc

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug pix process 変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッ 
セージを表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug pix process
変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC  
モードで、debug pix process コマンドを使用します。デバッグ メッセージの表示を停止するには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

debug pix process

no debug pix process

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時  
間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド 
処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッセージをイネーブルにする 
例を示します。

hostname# debug pix process

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug pix pkt2pc uauth コードに送信されたパケットを追跡し、uauth プロキシ セッ   
ションがデータ パスにカットスルーされるイベントを追跡するデ 
バッグ メッセージを表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug pix uauth
pix uauth のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug pix uauth コマンド        
を使用します。デバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug pix uauth

no debug pix uauth

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適です。 
これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超過に 
よってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug pix uauth

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug pix process 変換スロット（xlate）およびセカンダリ接続処理のデバッグ メッ 
セージを表示します。

show debug イネーブルに設定されているすべてのデバッグ機能を表示します。
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debug pptp
PPTP のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug pptp コマンドを使用し      
ます。PPTP のデバッグ メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug pptp [level]

no debug pptp [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug pptp コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、PPTP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブル   
にする例を示します。

hostname# debug pptp

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect pptp PPTP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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debug radius
AAA のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug radius コマンドを使用      
します。RADIUS メッセージの表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug radius [ all | decode | session | user username ] ]

no debug radius

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug radius コマンドは、FWSM と RADIUS AAA サーバ間で送受信される RADIUS メッセージ処        
理の詳細情報を表示します。no debug all または undebug all コマンドを使用すると、イネーブルに      
設定されているすべてのデバッグがオフになります。

例 次に、デコードされた RADIUS メッセージの例を示します。この場合は、アカウンティング パケッ   
トです。

hostname(config)# debug radius decode
hostname(config)# RADIUS packet decode (accounting request)

--------------------------------------
Raw packet data (length = 216).....
i
Parsed packet data.....
Radius: Code = 4 (0x04)
Radius: Identifier = 105 (0x69)
Radius: Length = 216 (0x00D8)

all （任意）デコードされた RADIUS メッセージを含め、すべてのユーザおよ  
びセッションの RADIUS デバッグ メッセージを表示します。

decode （任意）デコードされた RADIUS メッセージの内容を表示します。16 進数   
値、およびデコードされた判読可能な値を含め、すべての RADIUS パケッ  
トの内容が表示されます。

session （任意）セッション関連の RADIUS メッセージを表示します。送受信され  
た RADIUS メッセージのパケット タイプが表示されますが、パケットの   
内容は表示されません。

user （任意）特定のユーザの RADIUS デバッグ メッセージを表示します。
username メッセージを表示するユーザを指定します。user キーワードを使用する場 

合にのみ有効です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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Radius: Vector: 842E0E99F44C00C05A0A19AB88A81312
Radius: Type = 40 (0x28) Acct-Status-Type
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x2
Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x1
Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (IP Address) = 10.1.1.1 (0x0A010101)
Radius: Type = 14 (0x0E) Login-IP-Host
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (IP Address) = 10.2.0.50 (0xD0FE1291)
Radius: Type = 16 (0x10) Login-TCP-Port
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x50
Radius: Type = 44 (0x2C) Acct-Session-Id
Radius: Length = 12 (0x0C)
Radius: Value (String) = 
30 78 31 33 30 31 32 39 66 65                      |  0x130129fe
Radius: Type = 1 (0x01) User-Name
Radius: Length = 9 (0x09)
Radius: Value (String) = 
62 72 6f 77 73 65 72                               |  browser
Radius: Type = 46 (0x2E) Acct-Session-Time
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x0
Radius: Type = 42 (0x2A) Acct-Input-Octets
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x256D
Radius: Type = 43 (0x2B) Acct-Output-Octets
Radius: Length = 6 (0x06)
Radius: Value (Hex) = 0x3E1
Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific
Radius: Length = 30 (0x1E)
Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)
Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair
Radius: Length = 24 (0x18)
Radius: Value (String) = 
69 70 3a 73 6f 75 72 63 65 2d 69 70 3d 31 30 2e    |  ip:source-ip=10.
31 2e 31 2e 31 30                                  |  1.1.10
Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific
Radius: Length = 27 (0x1B)
Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)
Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair
Radius: Length = 21 (0x15)
Radius: Value (String) = 
69 70 3a 73 6f 75 72 63 65 2d 70 6f 72 74 3d 33    |  ip:source-port=3
34 31 33                                           |  413
Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific
Radius: Length = 40 (0x28)
Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)
Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair
Radius: Length = 34 (0x22)
Radius: Value (String) = 
69 70 3a 64 65 73 74 69 6e 61 74 69 6f 6e 2d 69    |  ip:destination-i
70 3d 32 30 38 2e 32 35 34 2e 31 38 2e 31 34 35    |  p=10.2.0.50
Radius: Type = 26 (0x1A) Vendor-Specific
Radius: Length = 30 (0x1E)
Radius: Vendor ID = 9 (0x00000009)
Radius: Type = 1 (0x01) Cisco-AV-pair
Radius: Length = 24 (0x18)
Radius: Value (String) = 
69 70 3a 64 65 73 74 69 6e 61 74 69 6f 6e 2d 70    |  ip:destination-p
6f 72 74 3d 38 30                                  |  ort=80
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関連コマンド

debug rip
RIP のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug rip コマンドを使用します。デ     
バッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug rip

no debug rip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、RIP の レベル 1 のデバッグをイネーブルにする例を示します。

hostname# debug rip
debug rip enabled at level 1

hostname#

関連コマンド

コマンド 説明

show running-config FWSM で実行中のコンフィギュレーションを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure rip 実行コンフィギュレーションから RIP コマンドをすべて消去します。
rip 指定されたインターフェイスに RIP を設定します。
show running-config rip 実行コンフィギュレーションの RIP コマンドを表示します。



第 10章      debug aaa ～ debug sip コマンド           
debug rtsp

10-64
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

debug rtsp
RTSP アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
rtsp コマンドを使用します。RTSP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止する   
には、このコマンドの no 形式を使用します。

debug rtsp [level]

no debug rtsp [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug rtsp コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなる  
ことがあります。

例 次に、RTSP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブル   
にする例を示します。

hostname# debug rtsp

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect rtsp RTSP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。



第 10章      debug aaa ～ debug sip コマンド
debug sdi 

10-65
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

debug sdi
SDI 認証のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug sdi コマンドを使用します。     
SDI デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug sdi [level]

no debug sdi

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、SDI デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドは、SDI デ     
バッグ メッセージがイネーブルであることを示しています。

hostname# debug sdi
debug sdi  enabled at level 1
hostname# show debug
debug sdi  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug sequence
すべてのデバッグ メッセージの最初にシーケンス番号を追加するには、特権 EXEC モードで、debug   
sequence コマンドを使用します。デバッグ シーケンス番号の使用をディセーブルにするには、この  
コマンドの no 形式を使用します。

debug sequence [level]

no debug sequence

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • デバッグ メッセージのシーケンス番号はディセーブルです。

 • デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、デバッグ メッセージのシーケンス番号をイネーブルにする例を示します。debug parser cache   
コマンドは、CLI（コマンドライン インターフェイス）パーサーのデバッグ メッセージをイネーブ  
ルにします。show debug コマンドは、現在のデバッグ設定を示しています。CLI パーサーのデバッ   
グ メッセージには、各メッセージの前にシーケンス番号が付いています。

hostname# debug sequence
debug sequence  enabled at level 1
hostname# debug parser cache
debug parser cache enabled at level 1
hostname# show debug
0: parser cache: try to match 'show debug' in exec mode
debug parser cache enabled at level 1
debug sequence  enabled at level 1
1: parser cache: hit at index 8
hostname# 

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug skinny
SCCP（Skinny） アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モード    
で、debug skinny コマンドを使用します。SCCP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表    
示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug skinny [level]

no debug skinny [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug skinny コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、SCCP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブル   
にする例を示します。

hostname# debug skinny

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect skinny SCCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
show skinny FWSM を使用して確立した SCCP セッションに関する情報を表示します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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debug smtp
SMTP/ESMTP アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、    
debug smtp コマンドを使用します。SMTP/ESMTP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの    
表示を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug smtp [level]

no debug smtp [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug smtp コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、SMTP/ESMTP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイ   
ネーブルにする例を示します。

hostname# debug smtp

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect esmtp ESMTP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
show conn SMTP を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。
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debug sqlnet
SQL*Net アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
sqlnet コマンドを使用します。SQL*Net アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug sqlnet [level]

no debug sqlnet [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug sqlnet コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くな  
ることがあります。

例 次に、SQL*Net アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブ   
ルにする例を示します。

hostname# debug sqlnet

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect sqlnet SQL*Net アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
show conn SQL*Net を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。
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debug ssh
SSH に関連するデバッグ情報およびエラー メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
ssh コマンドを使用します。デバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

debug ssh [level]

no debug ssh [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

level （任意）デバッグの任意レベルを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、debug ssh 255 コマンドの出力例を示します。

hostname# debug ssh 255
debug ssh  enabled at level 255
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 17)
SSH2 0: done calc MAC out #239
SSH2 0: send: len 32 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #240
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 15)
SSH2 0: done calc MAC out #241
SSH2 0: send: len 32 (includes padlen 16)
SSH2 0: done calc MAC out #242
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #243
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #244
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 8)
SSH2 0: done calc MAC out #245
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #246
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #247
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #248
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #249
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #250
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 8)
SSH2 0: done calc MAC out #251
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #252
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #253
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #254
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 8)
SSH2 0: done calc MAC out #255
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #256
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 7)
SSH2 0: done calc MAC out #257
SSH2 0: send: len 64 (includes padlen 18)
SSH2 0: done calc MAC out #258

関連コマンド コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去しま  
す。

show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを  
表示します。

show ssh sessions FWSM に対するアクティブ SSH セッションの情報を表示します。
ssh 指定されたクライアントまたはネットワークから FWSM への SSH   

接続を許可します。



第 10章      debug aaa ～ debug sip コマンド
debug sunrpc 

10-73
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

debug sunrpc
RPC アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
sunrpc コマンドを使用します。RPC アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug sunrpc [level]

no debug sunrpc [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug sunrpc コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅く  
なることがあります。

例 次に、RPC アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブルに   
する例を示します。

hostname# debug sunrpc

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect sunrpc Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
show conn RPC を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。
timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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debug tacacs
TACACS+ のデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug tacacs コマンドを使用し     
ます。TACACS+ のデバッグ情報の表示をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用   
します。

debug tacacs [session | user username]

no debug tacacs [session | user username]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、TACACS+ デバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show debug コマンドは、    
TACACS+ デバッグ メッセージがイネーブルであることを示しています。

hostname# debug tacacs user admin342
hostname# show debug
debug tacacs user admin342
hostname#

関連コマンド

session セッション関連の TACACS+ デバッグ メッセージを表示します。
user ユーザ固有の TACACS+ デバッグ メッセージを表示します。一度に表示で   

きるのは、1 ユーザの TACACS+ デバッグ メッセージだけです。
username TACACS+ デバッグ メッセージを表示するユーザを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug tcp-map
TCP アプリケーション検査マップのデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、    
debug tcp-map コマンドを使用します。TCP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を    
停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug tcp-map

no debug tcp-map

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、TCP アプリケーション検査マップのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。  
show debug コマンドでは、TCP アプリケーション検査マップのデバッグ メッセージがイネーブル    
になっていることを確認できます。

hostname# debug tcp-map
debug tcp-map enabled at level 1.
hostname# show debug
debug tcp-map enabled at level 1.
hostname#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug timestamps
すべてのデバッグ メッセージの最初にタイムスタンプ情報を追加するには、特権 EXEC モードで、   
debug timestamps コマンドを使用します。デバッグ タイムスタンプの使用をディセーブルにするに   
は、このコマンドの no 形式を使用します。

debug timestamps [level]

no debug timestamps

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • デバッグのタイムスタンプ情報は、ディセーブルです。

 • デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
または Cisco TAC とのトラブルシューティング セッション中だけに制限してください。また、debug    
コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない時間帯に使用するのが最適で 
す。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマンド処理のオーバーヘッドの超 
過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、デバッグ メッセージのタイムスタンプをイネーブルにする例を示します。debug parser cache   
コマンドは、CLI（コマンドライン インターフェイス）パーサーのデバッグ メッセージをイネーブ  
ルにします。show debug コマンドは、現在のデバッグ設定を示しています。表示されている CLI   
パーサーのデバッグ メッセージには、各メッセージの前にタイムスタンプが付いています。

hostname# debug timestamps
debug timestamps  enabled at level 1
hostname# debug parser cache
debug parser cache enabled at level 1
hostname# show debug
1982769.770000000: parser cache: try to match 'show debug' in exec mode
1982769.770000000: parser cache: hit at index 8
hostname# 

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug vpn-sessiondb
VPN セッション データベースのデバッグ情報を表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
vpn-sessiondb コマンドを使用します。VPN セッション データベースのデバッグ情報の表示をディ   
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug vpn-sessiondb [level]

no debug vpn-sessiondb

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ機能の出力は、CPU 処理における優先順位が高いので、システムが使用不可になることが 
あります。そのため、debug コマンドの使用は、特定の問題のトラブルシューティングを行う場合、 
またはシスコ社のテクニカル サポート担当者とのトラブルシューティング セッション中だけに制  
限してください。また、debug コマンドでは、ネットワーク トラフィック量およびユーザが少ない  
時間帯に使用するのが最適です。これらの時間帯にデバッグを実行することにより、debug コマン 
ド処理のオーバーヘッドの超過によってシステムの使用に影響が生じる可能性が少なくなります。

例 次に、VPN セッション データベースのデバッグ メッセージをイネーブルにする例を示します。show   
debug コマンドでは、VPN セッション データベースのデバッグ メッセージがイネーブルになって    
いることを確認できます。

hostname# debug vpn-sessiondb
debug vpn-sessiondb  enabled at level 1
hostname# show debug
debug vpn-sessiondb  enabled at level 1
hostname#

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show debug 現在のデバッグ設定を表示します。
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debug xdmcp
XDMCP アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug    
xdmcp コマンドを使用します。XDMCP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug xdmcp [level]

no debug xdmcp [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug xdmcp コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅く  
なることがあります。

例 次に、XDMCP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブ   
ルにする例を示します。

hostname# debug xdmcp

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect xdmcp XDMCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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debug sip
SIP アプリケーション検査のデバッグ メッセージを表示するには、特権 EXEC モードで、debug sip     
コマンドを使用します。SIP アプリケーション検査のデバッグ メッセージの表示を停止するには、  
このコマンドの no 形式を使用します。

debug sip [level]

no debug sip [level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの level は、1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン debug コマンドの現在の設定を表示するには、 show debug コマンドを使用します。デバッグの出力    
を停止するには、no debug コマンドを使用します。すべてのデバッグ メッセージの表示を停止す   
るには、no debug all コマンドを使用します。

（注） debug sip コマンドをイネーブルにすると、通信量の多いネットワークのトラフィックが遅くなる  
ことがあります。

例 次に、SIP アプリケーション検査のデフォルト レベル（1）のデバッグ メッセージをイネーブルに   
する例を示します。

hostname# debug sip

関連コマンド

level （任意）表示するデバッグ メッセージのレベルを、1 ～ 255 の範囲で指定    
します。デフォルトは、1 です。高いレベルの追加メッセージを表示する 
には、数値の大きなレベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect sip SIP アプリケーション検査をイネーブルにします。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

show sip FWSM を使用して確立した SIP セッションに関する情報を表示します。
timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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11

default ～ drop コマンド

default (crl configure)
すべての CRL パラメータをシステムのデフォルト値に戻すには、crl configure コンフィギュレー    
ション モードで、default コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレーション モードに     
は、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセスできます。これらの    
パラメータが使用されるのは、LDAP サーバが要求した場合だけです。

default

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの起動は、アクティブ コンフィギュレーションの一部にはなりません。

例 次に、ca-crl コンフィギュレーション モードを開始し、CRL コマンドの値をデフォルト設定に戻す   
例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# default
hostname(ca-crl)# 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

default (crl configure)
すべての CRL パラメータをシステムのデフォルト値に戻すには、crl configure コンフィギュレー    
ション モードで、default コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレーション モードに     
は、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセスできます。これらの    
パラメータが使用されるのは、LDAP サーバが要求した場合だけです。

default

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの起動は、アクティブ コンフィギュレーションの一部にはなりません。

例 次に、ca-crl コンフィギュレーション モードを開始し、CRL コマンドの値をデフォルト設定に戻す   
例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# default
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド 説明

crl configure crl configure コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure crl configure コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。
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default-domain
グループ ポリシーのユーザのデフォルト ドメイン名を設定するには、グループ ポリシー コンフィ    
ギュレーション モードで、default-domain コマンドを使用します。ドメイン名を削除するには、こ  
のコマンドの no 形式を使用します。

default-domain {value domain-name | none}

no default-domain [domain-name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトのドメイン名に使用できるのは、英数字、ハイフン（-）、およびピリオド（.）だけです。

すべてのデフォルト ドメイン名を削除するには、引数を指定しないでこのコマンドの no 形式を使   
用します。default-domain none コマンドにより作成されたヌル リストを含め、設定済みのすべての   
デフォルト ドメイン名が削除されます。

ユーザがドメイン名を継承しないようにするには、default-domain none コマンドを使用します。

FWSM は、ドメイン フィールドが省略された DNS クエリーに付加するために、IPSec クライアン     
トにデフォルトのドメイン名を渡します。このドメイン名は、トンネル化されたパケットだけに適

用されます。デフォルトのドメイン名が存在しない場合、ユーザは、デフォルト グループ ポリシー  
のデフォルトのドメイン名を継承します。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに、FirstDomain というデフォルトのドメイン名を設定す   
る例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# default-domain value FirstDomain

none デフォルトのドメイン名を使用しないことを指定します。デフォルトのド

メイン名はヌル値に設定されるので、使用できません。デフォルトまたは

指定したグループ ポリシーから、デフォルトのドメイン名を継承するのを 
防ぎます。

value domain-name グループのデフォルトのドメイン名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

default enrollment
すべてのエンロールメント パラメータをシステムのデフォルト値に戻すには、crypto ca トラストポ   
イント コンフィギュレーション モードで、default enrollmentコマンドを使用します。

default enrollment

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの起動は、アクティブ コンフィギュレーションの一部にはなりません。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、すべてのエンロールメント パラメータを、トラストポイント central 内のデフォルト値に戻   
す例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# default enrollment

関連コマンド

コマンド 説明

split-dns スプリット トンネルを介して解決されるドメイン リストを指定し  
ます。

split-tunnel-network-list トンネリングが必要なネットワークと不要なネットワークを区別

するために FWSM が使用するアクセス リストを識別します。
split-tunnel-policy IPSec クライアントからのパケットを、条件に応じて IPSec トンネ   

ルを介して暗号化形式で転送したり、クリアテキスト形式で特定の

ネットワーク インターフェイスに転送できるようにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure crypto ca trustpoint すべてのトラストポイントを削除します。

crl configure crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始  

します。
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default-group-policy
ユーザがデフォルトで継承する属性セットを指定するには、tunnel-group general-attributes コンフィ  
ギュレーション モードで、default-group-policy コマンドを使用します。デフォルトのグループ ポ   
リシー名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

default-group-policy group-name

no default-group-policy group-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのグループ名は、DfltGrpPolicy です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトのグループ ポリシー DfltGrpPolicy は、FWSM の初期設定時に設定されます。すべての    
トンネルグループ タイプにこのアトリビュートを適用できます。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードを開始し、ユーザがデフォルトで、 
standard-policy という IPSec LAN-to-LAN トンネル グループのアトリビュート セットを継承するよ      
うに指定する例を示します。このコマンド セットでは、アカウンティング サーバ、認証サーバ、許  
可サーバ、およびアドレス プールを定義しています。

hostname(config)# tunnel-group standard-policy type ipsec-ra
hostname(config)# tunnel-group standard-policy general-attributes
hostname(config-general)# default-group-policy first-policy
hostname(config-general)# accounting-server-group aaa-server123
hostname(config-general)# address-pool (inside) addrpool1 addrpool2 addrpool3
hostname(config-general)# authentication-server-group aaa-server456
hostname(config-general)# authorization-server-group aaa-server78
hostname(config-general)# 

関連コマンド

group-name デフォルト グループの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 •  •

リリース 変更

7.0 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear-configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
group-policy グループ ポリシーを作成または編集します。
show running-config tunnel group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グルー  

プのトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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default-information originate
OSPF ルーティング ドメインにデフォルトの外部ルートを生成するには、ルータ コンフィギュレー   
ション モードで、default-information originate コマンドを使用します。この機能をディセーブルに   
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

default-information originate [always] [metric value] [metric-type {1 | 2}] [route-map name] 

no default-information originate [[always] [metric value] [metric-type {1 | 2}] [route-map name]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は、次のとおりです。

 • metric value は 1 です。

 • metric-type は 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの no 形式に、オプションのキーワードおよび引数を指定すると、このコマンドから  
オプションの情報だけが削除されます。たとえば、no default-information originate metric 3 コマン     
ドを入力すると、実行コンフィギュレーションのこのコマンドから、metric 3 オプションが削除さ  
れます。実行コンフィギュレーションからコマンド全体を削除するには、このコマンドの no 形式  
を、オプションを指定しないで使用します（no default-information originate）。

例 次に、オプションのメトリックおよびメトリック タイプを指定した、default-information originate  
コマンドの使用例を示します。

hostname(config-router)# default-information originate always metric 3 metric-type 2
hostname(config-router)#

always （任意）ソフトウェアにデフォルト ルートがあるかどうかに関係なく、常 
にデフォルト ルートをアドバタイズします。

metric value （任意）0 ～ 16777214 の OSPF デフォルト メトリック値を指定します。
metric-type {1 | 2} （任意）OSPF ルーティング ドメインにアドバタイズするデフォルト ルー   

トに関連付ける外部リンクのタイプを指定します。有効な値は、次のとお

りです。

 • 1 ― タイプ 1 外部ルート

 • 2 ― タイプ 2 外部ルート
route-map name （任意）適用するルート マップの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

delete
ディスク パーティションにあるファイルを削除するには、特権 EXEC モードで、deleteコマンドを   
使用します。

delete [/noconfirm] [/recursive] [disk:]filename 

シンタックスの説明

デフォルト ディレクトリを指定しない場合、デフォルトのディレクトリは現在の作業ディレクトリです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パスを指定しない場合、現在の作業ディレクトリのファイルが削除されます。ファイルを削除する

際には、ワイルドカードを使用できます。ファイルの削除を実行すると、ファイル名のプロンプト

が表示されるので、削除を確認する必要があります。

次に、現在の作業ディレクトリから、test.cfg というファイルを削除する例を示します。

hostname# delete test.cfg

関連コマンド

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されているコマ  

ンドを表示します。

/noconfirm （任意）確認プロンプトを表示しないように指定します。

/recursive （任意）すべてのサブディレクトリで、指定したファイルを繰り返し削除

します。

filename 削除するファイルの名前を指定します。

disk: 削除できない内部フラッシュを、コロンを付けて指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを指定のディレクトリに変更します。

rmdir ファイルまたはディレクトリを削除します。

show file 指定したファイルを表示します。
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deny-request-cmd
FTP（ファイル転送プロトコル）要求内の特定のコマンドを禁止するには、ftp-map コマンドから
アクセスする FTP マップ コンフィギュレーション モードで、deny-request-cmd コマンドを使用し     
ます。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

deny-request-cmd {all | appe | cdup | help | retr | rnfr | rnto | site | stor | stou }

no deny-request-cmd {all | appe | cdup | help | retr | rnfr | rnto | site | stor | stou }

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、厳密な FTP 検査の使用中に、FWSM を通過する FTP 要求内で許可されているコ     
マンドを制御します。

例 次に、stor、stou、または appe コマンドが含まれている FTP 要求を FWSM にドロップさせる例を      
示します。

hostname(config)# ftp-map inbound_ftp
hostname(config-ftp-map)# deny-request-cmd stor stou appe
hostname(config-ftp-map)# exit

all 検査したコマンドをすべて禁止します。

appe ファイルに付加するコマンドを禁止します。

cdup 現在の作業ディレクトリの親ディレクトリを変更するコマンドを禁止します。

help ヘルプ情報を提供します。

retr ファイルを検索するコマンドを禁止します。

rnfr 変更前のファイル名を指定するコマンドを禁止します。

rnto 変更後のファイル名を指定するコマンドを禁止します。

site サーバ システム固有のコマンドを禁止します。通常、リモート管理に使用します。
stor ファイルを保管するコマンドを禁止します。

stou 固有ファイル名を使用してファイルを保管するコマンドを禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

FTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

7.0 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義しま  
す。

clear configure ftp-map FTP マップおよびすべての関連設定を削除します。
ftp-map FTP マップを定義し、FTP マップ コンフィギュレーション モードをイ    

ネーブルにします。

inspect ftp 特定の FTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにしま  
す。

policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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dhcpd dns
DHCP クライアント用の DNS サーバを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モード     
で、dhcpd dns コマンドを使用します。定義したサーバをクリアするには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

dhcpd dns dnsip1 [dnsip2]

no dhcpd dns [dnsip1 [dnsip2]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcpd dns コマンドでは、DHCP クライアント用の DNS サーバの IP アドレスを 1 つ以上指定でき         
ます。2つの DNS サーバを指定できます。設定した DNS IP アドレスを削除するには、no dhcpd dns       
コマンドを使用します。

例 次に、dhcpd address、dhcpd dns、および dhcpd enable interface_name コマンドを使用して、FWSM     
の dmz インターフェイス上に、アドレス プールと DHCP クライアント用の DNS サーバを設定する       
例を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.100-10.0.1.108 dmz
hostname(config)# dhcpd dns 192.168.1.2
hostname(config)# dhcpd enable dmz

関連コマンド

dnsip1 DHCP クライアントに対するプライマリ DNS サーバの IP アドレス 
dnsip2 （任意）DHCP クライアントに対する代替 DNS サーバの IP アドレス 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
dhcpd address 指定したインターフェイス上に、DHCP サーバが使用するアドレス 

プールを指定します。

dhcpd enable 指定したインターフェイス上で、DHCP サーバをイネーブルにしま 
す。

dhcpd wins DHCP クライアント用の WINS サーバを定義します。
show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd domain
DHCP クライアント用の DNS ドメイン名を定義するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで、dhcpd domain コマンドを使用します。DNS ドメイン名をクリアするには、このコマン   
ドの no 形式を使用します。

dhcpd domain domain_name

no dhcpd domain [domain_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcpd domainコマンドでは、DHCP クライアント用の DNS ドメイン名を指定できます。設定した    
DNS ドメイン サーバを削除するには、no dhcpd domainコマンドを使用します。

例 次に、dhcpd domain コマンドを使用して、FWSM 上の DHCP サーバから DHCP クライアントに提       
供されるドメイン名を設定する例を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
hostname(config)# dhcpd dns 198.162.1.2 198.162.1.3
hostname(config)# dhcpd wins 198.162.1.4
hostname(config)# dhcpd lease 3000
hostname(config)# dhcpd ping_timeout 1000
hostname(config)# dhcpd domain example.com
hostname(config)# dhcpd enable inside

関連コマンド

domain_name example.com などの DNS ドメイン名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd enable
DHCP サーバをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで、dhcpd enable    
コマンドを使用します。DHCP サーバをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用   
します。DHCP サーバは、DHCP クライアントに、ネットワーク設定パラメータを提供します。  
FWSM 上で DHCP サーバをサポートすることにより、FWSM で DHCP を使用して、接続先のクラ      
イアントを設定できるようになります。

dhcpd enable interface

no dhcpd enable interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcpd enable interface コマンドを使用すると、DHCP デーモンをイネーブルにして、DHCP 対応イ     
ンターフェイス上で DHCP クライアント要求を待ち受けることができます。no dhcpd enable コマ     
ンドは、指定したインターフェイス上の DHCP サーバ機能をディセーブルにします。

（注） マルチ コンテキスト モードでは、複数のコンテキスト（共有 VLAN [仮想 LAN]）によって使用さ     
れているインターフェイス上で DHCP サーバをイネーブルにすることはできません。

FWSM は、DHCP クライアント要求に応答する場合、応答内のデフォルト ゲートウェイの IP アド     
レスおよびサブネット マスクとして、要求を受信したインターフェイスの IP アドレスおよびサブ   
ネット マスクを使用します。

（注） FWSM DHCP サーバ デーモンは、FWSM のインターフェイスに直接接続されていないクライアン    
トをサポートしていません。

interface DHCP サーバをイネーブルにするインターフェイスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。
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FWSM に DHCP サーバ機能を実装する方法については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600         
Series Router Firewall Services Module Configuration Guide』を参照してください。

例 次に、dhcpd enable コマンドを使用して、内部インターフェイス上で DHCP サーバをイネーブルに    
する例を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
hostname(config)# dhcpd dns 198.162.1.2 198.162.1.3
hostname(config)# dhcpd wins 198.162.1.4
hostname(config)# dhcpd lease 3000
hostname(config)# dhcpd ping_timeout 1000
hostname(config)# dhcpd domain example.com
hostname(config)# dhcpd enable inside

関連コマンド コマンド 説明

debug dhcpd DHCP サーバのデバッグ情報を表示します。
dhcpd address 指定したインターフェイス上に、DHCP サーバが使用するアドレス 

プールを指定します。

show dhcpd DHCP のバインディング、統計情報、またはステート情報を表示し 
ます。

show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd lease
DHCP のリース期間を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、dhcpd lease    
コマンドを使用します。リースをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

dhcpd lease lease_length 

no dhcpd lease [lease_length]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの lease_length は、3600 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcpd lease コマンドでは、DHCP クライアントに提供されるリース期間を、秒単位で指定できま  
す。リース期間は、DHCP クライアントが、DHCP サーバから割り当てられた IP アドレスを使用で    
きる期間を意味します。

 no dhcpd lease コマンドを使用すると、指定したリース期間が変更され、デフォルトの 3600 秒が再      
設定されます。

例 次に、dhcpd lease コマンドを使用して、DHCP クライアントにおける DHCP 情報のリース期間を指     
定する例を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
hostname(config)# dhcpd dns 198.162.1.2 198.162.1.3
hostname(config)# dhcpd wins 198.162.1.4
hostname(config)# dhcpd lease 3000
hostname(config)# dhcpd ping_timeout 1000
hostname(config)# dhcpd domain example.com
hostname(config)# dhcpd enable inside

関連コマンド

lease_length DHCP サーバから DHCP クライアントに提供された IP アドレスのリース     
期間を、秒数で指定します。有効値は、300 ～ 1048575 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd option
DHCP オプションを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、dhcpd option コ     
マンドを使用します。オプションをクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。dhcpd  
option コマンドを使用すると、Cisco IP Phone およびルータに対して、TFTP（簡易ファイル転送プ    
ロトコル）サーバ情報を提供できます。

dhcpd option code {ascii string} | {ip IP_address [IP_address]} | {hex hex_string}

no dhcpd option code

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM の DHCP サーバに DHCP オプション要求が到達すると、FWSM は、クライアントへの応答      
に、dhcpd option コマンドで指定された 1 つまたは複数の値を付与します。

dhcpd option 66 および dhcpd option 150 コマンドは、Cisco IP Phone およびルータがコンフィギュ          
レーション ファイルのダウンロードに使用できる TFTP サーバを指定します。これらのコマンド   
は、次のように使用します。

 • dhcpd option 66 ascii string ― string には TFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名のどちらか           
を指定します。option 66 に指定できる TFTP サーバは 1 つだけです。

 • dhcpd option 150 ip IP_address [IP_address] ― IP_address には TFTP サーバの IP アドレスを指定            
します。option 150 には、2 つまでの IP アドレスを指定できます。

ascii オプション パラメータを、ASCII 文字列に指定します。
code 設定する DHCP オプションを示す番号。有効値は、0 ～ 255 です。サポー     

ト対象外の DHCP オプション コードのリストは、以下の「使用上のガイ   
ドライン」を参照してください。

hex オプション パラメータを、16 進数文字列に指定します。
hex_string 16 進数文字列を、偶数桁でスペースを入れずに指定します。0x プレフィ  

クスを使用する必要はありません。

ip オプション パラメータを、IP アドレスに指定します。ip キーワードでは、   
2 つまでの IP アドレスを指定できます。

IP_address ドット付き 10 進数 IP アドレスを指定します。
string ASCII 文字列をスペースを入れずに指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。
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（注） dhcpd option 66 コマンドは ascii パラメータのみ、dhcpd option 150 コマンドは ip パラメータのみ          
使用できます。

dhcpd option 66 | 150 コマンドに IP アドレスを指定する場合には、次のガイドラインに従ってくだ       
さい。

 • TFTP サーバが DHCP サーバ インターフェイス上に存在する場合には、TFTP サーバのローカ     
ル IP アドレスを使用します。

 • TFTP サ－バが DHCP サーバ インターフェイスよりもセキュリティの低いインターフェイス上    
に存在する場合には、一般的な発信ルールが適用されます。DHCP クライアント用の NAT、グ  
ローバル、および access-list エントリを作成し、TFTP サーバの実 IP アドレスを使用します。

 • TFTP サーバが、よりセキュリティの高いインターフェイス上に存在する場合には、一般的な 
着信ルールが適用されます。TFTP サーバ用のスタティックな access-list ステートメントのグ   
ループを作成し、TFTP サーバのグローバル IP アドレスを使用します。

その他の DHCP オプションの詳細は、RFC 2132 を参照してください。

（注） セキュリティ アプライアンスは、提供したオプションのタイプおよび値が、RFC 2132 に定義され   
たオプション コードに対応するタイプおよび値と一致しているかどうかを確認しません。たとえ 
ば、dhcpd option 46 ascii hello と入力した場合、option 46 は RFC 2132 では 1 桁の 16 進数値を使用              
するよう定義されていますが、セキュリティ アプライアンスでは入力された設定を受け入れます。

次の DHCP オプションは、dhcpd option コマンドで指定することはできません。

例 次に、DHCP option 66 に TFTP サーバを指定する例を示します。

hostname(config)# dhcpd option 66 ascii MyTftpServer

関連コマンド

オプション コード 説明

0 DHCPOPT_PAD
1 HCPOPT_SUBNET_MASK
12 DHCPOPT_HOST_NAME
50 DHCPOPT_REQUESTED_ADDRESS
51 DHCPOPT_LEASE_TIME
52 DHCPOPT_OPTION_OVERLOAD
53 DHCPOPT_MESSAGE_TYPE
54 DHCPOPT_SERVER_IDENTIFIER
58 DHCPOPT_RENEWAL_TIME
59 DHCPOPT_REBINDING_TIME
61 DHCPOPT_CLIENT_IDENTIFIER
67 DHCPOPT_BOOT_FILE_NAME
82 DHCPOPT_RELAY_INFORMATION
255 DHCPOPT_END

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd ping-timeout
DHCP ping のデフォルトのタイムアウトを変更するには、グローバル コンフィギュレーション モー    
ドで、dhcpd ping-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形    
式を使用します。アドレスの競合を防ぐために、DHCP サーバは、DHCP クライアントにアドレス  
を割り当てる前に、そのアドレスに 2 つの ICMP ping パケットを送信します。このコマンドでは、     
ping のタイムアウトをミリ秒単位で指定します。

dhcpd ping-timeout number

no dhcpd ping-timeout

シンタックスの説明

デフォルト number のデフォルト値は、50 ミリ秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM は、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる前に、2 つの ICMP ping パケットが両方        
ともタイムアウトになるまで待機します。たとえば、デフォルト値を使用する場合、FWSM は IP  
アドレスを割り当てる前に 1500 ミリ秒（各 ICMP ping パケットについて 750 ミリ秒）待機します。

ping のタイムアウト値を長くすると、DHCP サーバのパフォーマンスに影響することがあります。

例 次に、 dhcpd ping-timeout コマンドを使用して、DHCP サーバの ping タイムアウト値を変更する例      
を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
hostname(config)# dhcpd dns 198.162.1.2 198.162.1.3
hostname(config)# dhcpd wins 198.162.1.4
hostname(config)# dhcpd lease 3000
hostname(config)# dhcpd ping-timeout 1000
hostname(config)# dhcpd domain example.com
hostname(config)# dhcpd enable inside

関連コマンド

number ping のタイムアウト値を、ミリ秒単位で指定します。最小値は 10、最大  
値は 10,000、デフォルト値は 50 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。
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dhcpd wins
DHCP クライアント用の WINS サーバを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで、dhcpd wins コマンドを使用します。DHCP サーバから WINS サーバを削除するには、このコ     
マンドの no 形式を使用します。

dhcpd wins server1 [server2] 

no dhcpd wins [server1 [server2]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcpd wins コマンドでは、DHCP クライアント用の WINS サーバのアドレスを指定できます。 no      
dhcpd wins コマンドを使用すると、WINS サーバの IP アドレスがコンフィギュレーションから削除     
されます。

例 次に、dhcpd wins コマンドを使用して、DHCP クライアントに送信される WINS サーバ情報を指定     
する例を示します。

hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
hostname(config)# dhcpd dns 198.162.1.2 198.162.1.3
hostname(config)# dhcpd wins 198.162.1.4
hostname(config)# dhcpd lease 3000
hostname(config)# dhcpd ping_timeout 1000
hostname(config)# dhcpd domain example.com
hostname(config)# dhcpd enable inside

server1 プライマリ Microsoft NetBIOS ネーム サーバ（WINS サーバ）の IP アドレ       
スを指定します。

server2 （任意）代替 Microsoft NetBIOS ネーム サーバ（WINS サーバ）の IP アド       
レスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcpd から変更されました。



第 11章      default ～ drop コマンド
dhcp-network-scope

11-19
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

関連コマンド

dhcp-network-scope
FWSM の DHCP サーバが、グループ ポリシーのユーザにアドレスを割り当てるときに使用する IP     
アドレス範囲を指定するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで、   
dhcp-network-scope コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションからこのアトリビュート 
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このオプションを使用すると、別のグルー  
プ ポリシーから値を継承できます。値を継承しないように設定するには、dhcp-network-scope none  
コマンドを使用します。

dhcp-network-scope {ip_address} | none

no dhcp-network-scope

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに、IP サブネットワーク 10.10.85.0 を設定する例を示し     
ます。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# dhcp-network-scope 10.10.85.0

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
dhcpd address 指定したインターフェイス上に、DHCP サーバが使用するアドレ 

ス プールを指定します。
dhcpd dns DHCP クライアント用の DNS サーバを定義します。
show dhcpd DHCP のバインディング、統計情報、またはステート情報を表示 

します。

show running-config dhcpd 現在の DHCP サーバ設定を表示します。

ip_address DHCP サーバが、グループ ポリシーのユーザに IP アドレスを割り当てる    
ときに使用する IP サブネットワークを指定します。

none DHCP サブネットワークをヌル値に設定します。つまり、IP アドレスを割  
り当てません。デフォルト グループ ポリシーまたは指定されたグループ  
ポリシーからの値の継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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dhcprelay enable
DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モード    
で、dhcprelay enable コマンドを使用します。DHCP リレー エージェントをディセーブルにするに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。DHCP リレー エージェントにより、指定した FWSM の      
インターフェイスから指定した DHCP サーバに DHCP 要求を転送できます。

dhcprelay enable interface_name

no dhcprelay enable interface_name

シンタックスの説明

デフォルト DHCP リレー エージェントはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM で、dhcprelay enable interface_name コマンドを使用して DHCP リレー エージェントを起動       
するには、コンフィギュレーションに dhcprelay server コマンドが設定されている必要があります。   
設定されていない場合、FWSMにより次のようなエラー メッセージが表示されます。

DHCPRA: Warning - There are no DHCP servers configured!
No relaying can be done without a server!
Use the 'dhcprelay server <server_ip> <server_interface>' command

DHCP リレーをイネーブルにできない状況は、次のとおりです。

 • 同じインターフェイス上で、DHCP リレーと DHCP リレー サーバをイネーブルにすることはで    
きません。

 • 同じインターフェイス上で、DHCP リレーと DHCP サーバ（dhcpd enable）をイネーブルにす    
ることはできません。

 • DHCP サーバと同時のコンテキストでは、DHCP リレーをイネーブルにすることはできません。

 • マルチ コンテキスト モードでは、複数のコンテキスト（共有 VLAN [仮想 LAN]）によって使     
用されているインターフェイス上で DHCP リレーをイネーブルにすることはできません。

no dhcprelay enable interface_name コマンドでは、interface_name で指定したインターフェイスの     
DHCP リレー エージェント設定だけが削除されます。

interface_name DHCP リレー エージェントがクライアントからの要求を受け入れるイン  
ターフェイス名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcprelay から変更されました。
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例 次に、FWSM の外部インターフェイス上で IP アドレス 10.1.1.1 の DHCP サーバ用の DHCP リレー         
エージェントを設定し、FWSM の内部インターフェイス上でクライアント要求を設定し、タイムア 
ウト値を 90 秒までに設定する例を示します。

hostname(config)# dhcprelay server 10.1.1.1 outside
hostname(config)# dhcprelay timeout 90
hostname(config)# dhcprelay enable inside
hostname(config)# show running-config dhcprelay
dhcprelay server 10.1.1.1 outside
dhcprelay enable inside
dhcprelay timeout 90

次に、DHCP リレー エージェントをディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# no dhcprelay enable inside
hostname(config)# show running-config dhcprelay
dhcprelay server 10.1.1.1 outside
dhcprelay timeout 90

関連コマンド コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
debug dhcp relay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
dhcprelay server DHCP リレー エージェントからの DHCP 要求の転送先となる    

DHCP サーバを指定します。
dhcprelay setroute DHCP リレー エージェントが、DHCP 応答のデフォルト ルー    

タ アドレスとして使用する IP アドレスを定義します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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dhcprelay server
DHCP 要求の転送先となる DHCP サーバを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで、dhcpreplay server コマンドを使用します。DHCP リレーの設定から DHCP サーバを削除する     
には、このコマンドの no 形式を使用します。DHCP リレー エージェントにより、指定した FWSM     
のインターフェイスから指定した DHCP サーバに DHCP 要求を転送できます。

dhcprelay server IP_address interface_name

no dhcprelay server IP_address [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各インターフェイスに、最大 4 つの DHCP リレー サーバを追加できます。dhcprelay enable コマン       
ドを入力する前に、FWSM のコンフィギュレーションに、最低 1 つの dhcprelay server コマンドを      
設定する必要があります。DHCP リレー サーバが設定されているインターフェイス上に、DHCP ク   
ライアントを設定することはできません。

dhcprelay server コマンドは、指定されたインターフェイス上で UDP ポート 67 をオープンし、コ     
ンフィギュレーションに dhcprelay enable コマンドが追加されるとすぐに、DHCP リレー タスクを     
開始します。コンフィギュレーションに no dhcprelay enable コマンドが設定されている場合には、   
ソケットは開かれず、DHCP リレー タスクは開始されません。

no dhcprelay server IP_address [interface_name] コマンドを使用すると、インターフェイスは指定さ     
れたサーバへの DHCP パケットの転送を停止します。

no dhcprelay server IP_address [interface_name] コマンドでは、IP_address [interface_name] で指定さ       
れた DHCP サーバの DHCP リレー エージェント設定だけが削除されます。

interface_name DHCP サーバが常駐する FWSM のインターフェイス名を指定します。
IP_address DHCP リレー エージェントがクライアントの DHCP 要求を転送する    

DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcprelay から変更されました。
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例 次に、FWSM の外部インターフェイス上で IP アドレス 10.1.1.1 の DHCP サーバ用の DHCP リレー         
エージェントを設定し、FWSM の内部インターフェイス上でクライアント要求を設定し、タイムア 
ウト値を 90 秒までに設定する例を示します。

hostname(config)# dhcprelay server 10.1.1.1 outside
hostname(config)# dhcprelay timeout 90
hostname(config)# dhcprelay enable inside
hostname(config)# show running-config dhcprelay
dhcprelay server 10.1.1.1 outside
dhcprelay enable inside
dhcprelay timeout 90

関連コマンド コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
dhcprelay enable 指定したインターフェイス上で、DHCP リレー エージェントを  

イネーブルにします。

dhcprelay setroute DHCP リレー エージェントが、DHCP 応答のデフォルト ルータ    
アドレスとして使用する IP アドレスを定義します。

dhcprelay timeout DHCP リレー エージェントのタイムアウト値を指定します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。



第 11章      default ～ drop コマンド         
dhcprelay setroute

11-24
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

dhcprelay setroute
DHCP 応答のデフォルト ゲートウェイ アドレスを設定するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで、dhcprelay setroute コマンドを使用します。デフォルトのルータを削除するには、   
このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドにより、DHCP 応答のデフォルトの IP アドレ     
スを、指定した FWSM インターフェイスのアドレスの代わりに使用できます。

dhcprelay setroute interface

no dhcprelay setroute interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dhcprelay setroute interface コマンドにより、DHCP リレー エージェントで、（DHCP サーバから送      
信されたパケット内の）最初のデフォルト ルータ アドレスを、interface のアドレスに変更できます。

パケット内にデフォルトのルータ オプションがない場合、FWSM は、interface のアドレスを含むデ   
フォルト ルータを追加します。これにより、クライアントは、FWSM を宛先とするデフォルト ルー   
トを設定できます。

dhcprelay setroute interface コマンドを設定しない場合（かつ、パケットにデフォルト ルータ オプ     
ションがある場合）には、ルータ アドレスは変更されずに FWSM を通過します。

例 次に、dhcprelay setroute コマンドを使用して、外部 DHCP サーバから、FWSM の内部インターフェ     
イスへの DHCP 応答のデフォルト ゲートウェイを設定する例を示します。

hostname(config)# dhcprelay server 10.1.1.1 outside
hostname(config)# dhcprelay timeout 90
hostname(config)# dhcprelay setroute inside
hostname(config)# dhcprelay enable inside

interface DHCP リレー エージェントを設定し、（DHCP サーバから送信されたパ   
ケット内の）最初のデフォルト IP アドレスを、interface のアドレスに変更   
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcprelay から変更されました。
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関連コマンド

dhcprelay enable
DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モード    
で、dhcprelay enable コマンドを使用します。DHCP リレー エージェントをディセーブルにするに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。DHCP リレー エージェントにより、指定した FWSM の      
インターフェイスから指定した DHCP サーバに DHCP 要求を転送できます。

dhcprelay enable interface_name

no dhcprelay enable interface_name

シンタックスの説明

デフォルト DHCP リレー エージェントはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM で、dhcprelay enable interface_name コマンドを使用して DHCP リレー エージェントを起動       
するには、コンフィギュレーションに dhcprelay server コマンドが設定されている必要があります。   
設定されていない場合、FWSMにより次のようなエラー メッセージが表示されます。

DHCPRA: Warning - There are no DHCP servers configured!
No relaying can be done without a server!
Use the 'dhcprelay server <server_ip> <server_interface>' command

コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
dhcprelay enable 指定したインターフェイス上で、DHCP リレー エージェントを  

イネーブルにします。

dhcprelay server DHCP リレー エージェントからの DHCP 要求の転送先となる    
DHCP サーバを指定します。

dhcprelay timeout DHCP リレー エージェントのタイムアウト値を指定します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。

interface_name DHCP リレー エージェントがクライアントからの要求を受け入れるイン  
ターフェイス名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、dhcprelay から変更されました。
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DHCP リレーをイネーブルにできない状況は、次のとおりです。

 • 同じインターフェイス上で、DHCP リレーと DHCP リレー サーバをイネーブルにすることはで    
きません。

 • 同じインターフェイス上で、DHCP リレーと DHCP サーバ（dhcpd enable）をイネーブルにす    
ることはできません。

 • DHCP サーバと同時のコンテキストでは、DHCP リレーをイネーブルにすることはできません。

 • マルチ コンテキスト モードでは、複数のコンテキスト（共有 VLAN［仮想 LAN］）によって使    
用されているインターフェイス上で DHCP リレーをイネーブルにすることはできません。

no dhcprelay enable interface_name コマンドでは、interface_name で指定したインターフェイスの     
DHCP リレー エージェント設定だけが削除されます。

例 次に、FWSM の外部インターフェイス上で IP アドレス 10.1.1.1 の DHCP サーバ用の DHCP リレー         
エージェントを設定し、FWSM の内部インターフェイス上でクライアント要求を設定し、タイムア 
ウト値を 90 秒までに設定する例を示します。

hostname(config)# dhcprelay server 10.1.1.1 outside
hostname(config)# dhcprelay timeout 90
hostname(config)# dhcprelay enable inside
hostname(config)# show running-config dhcprelay
dhcprelay server 10.1.1.1 outside
dhcprelay enable inside
dhcprelay timeout 90

次に、DHCP リレー エージェントをディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# no dhcprelay enable inside
hostname(config)# show running-config dhcprelay
dhcprelay server 10.1.1.1 outside
dhcprelay timeout 90

関連コマンド コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
debug dhcp relay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
dhcprelay server DHCP リレー エージェントからの DHCP 要求の転送先となる    

DHCP サーバを指定します。
dhcprelay setroute DHCP リレー エージェントが、DHCP 応答のデフォルト ルータ    

アドレスとして使用する IP アドレスを定義します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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dhcp-server
VPN トンネルを確立するときに、DHCP サーバがクライアントに IP アドレスを割り当てるように    
設定するには、tunnel-group general-attributes コンフィギュレーション モードで、dhcp-server コマン    
ドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

dhcp-server hostname1 [...hostname10]

no dhcp-server hostname

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモート アクセス トンネル グループ タイプだけです。

例 次に、config-general コンフィギュレーション モードで、IPSec リモート アクセス トンネル グルー      
プ remotegrp に、3 つの DHCP サーバ（dhcp1、dhcp2、dhcp3）を追加するコマンドの例を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)# default-group-policy remotegrp
hostname(config-general)# dhcp-server dhcp1 dhcp2 dhcp3
hostname(config-general)

関連コマンド

hostname1 ...hostname10 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。最大 10 の DHCP サーバを       
指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear-configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  

のトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。



第 11章      default ～ drop コマンド         
dir

11-28
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

dir
ディレクトリの内容を表示するには、特権 EXEC モードで、dirコマンドを使用します。

dir [/all] [all-filesystems] [/recursive] [flash: | system:] [path] 

シンタックスの説明

デフォルト ディレクトリを指定しない場合、デフォルトのディレクトリは現在の作業ディレクトリです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードおよび引数を指定せずに dir コマンドを使用すると、現在のディレクトリの内容が表示  
されます。

例 次に、ディレクトリの内容を表示する例を示します。

hostname# dir
Directory of disk0:/

1      -rw-  1519        10:03:50 Jul 14 2003    my_context.cfg
2      -rw-  1516        10:04:02 Jul 14 2003    my_context.cfg
3      -rw-  1516        10:01:34 Jul 14 2003    admin.cfg
60985344 bytes total (60973056 bytes free)

次に、ファイル システム全体の内容を繰り返し表示する例を示します。

hostname# dir /recursive disk0:
Directory of disk0:/*
1      -rw-  1519        10:03:50 Jul 14 2003    my_context.cfg
2      -rw-  1516        10:04:02 Jul 14 2003    my_context.cfg
3      -rw-  1516        10:01:34 Jul 14 2003    admin.cfg
60985344 bytes total (60973056 bytes free)

/all （任意）すべてのファイルを表示します。

all-filesystems （任意）すべてのファイルシステムのファイルを表示します。

/recursive （任意）ディレクトリの内容を繰り返し表示します。

system: （任意）ファイル システムのディレクトリ内容を表示します。
flash: （任意）デフォルトのフラッシュ パーティションのディレクトリ内容を表 

示します。

path （任意）特定のパスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド

disable
特権 EXEC モードを終了し、ユーザ EXEC モードに戻るには、特権 EXEC モードで、disable コマ       
ンドを使用します。

disable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特権 EXEC モードを開始するには、enableコマンドを使用します。disable コマンドを使用すると、   
特権 EXEC モードを終了してユーザ EXEC モードに戻ります。

例 次に、特権 EXEC モードを開始する例を示します。

hostname> enable
hostname#

次に、特権 EXEC モードを終了する例を示します。

hostname# disable
hostname>

関連コマンド

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを指定のディレクトリに変更します。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。

mkdir ディレクトリを作成します。

rmdir ディレクトリを削除します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

enable 特権 EXEC モードを開始します。
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distance ospf
ルート タイプに基づいて、OSPF ルートの管理ディスタンスを定義するには、ルータ コンフィギュ   
レーション モードで、distance ospf コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマン   
ドの no 形式を使用します。

distance ospf [intra-area d1] [inter-area d2] [external d3]

no distance ospf

シンタックスの説明

デフォルト d1、d2、および d3 のデフォルト値は、110 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最低 1 つのキーワードおよび引数を指定する必要があります。このコマンドは、各タイプの管理  
ディスタンスについて個別に入力できますが、コンフィギュレーションには単一コマンドとして表

示されます。管理ディスタンスを再入力すると、指定したルート タイプの管理ディスタンスだけが 
変更されます。他のルート タイプの管理ディスタンスは変更されません。

このコマンドの no 形式には、キーワードまたは引数は使用しません。このコマンドの no 形式を使    
用すると、すべてのルート タイプの管理ディスタンスがデフォルト値に戻ります。複数のルート 
タイプが設定されている場合に、1 つのルート タイプの管理ディスタンスだけをデフォルト値に戻  
すには、次のいずれかを実行します。

 • そのルート タイプを、手動でデフォルト値に設定します。

 • コマンドの no 形式を使用して設定全体を削除し、保持したいルート タイプに対して設定を再   
入力します。

例 次に、外部ルートの管理ディスタンスを 150 に設定する例を示します。

hostname(config-router)# distance ospf external 105 
hostname(config-router)#

d1、d2、および d3 各ルート タイプのディスタンスを指定します。有効値は 1 ～ 255 です。
external （任意）再配布によって学習した他のルーティング ドメインからのルート 

のディスタンスを設定します。

inter-area （任意）1つのエリアから別のエリアへのすべてのルートのディスタンスを
設定します。

intra-area （任意）1つのエリア内のすべてのルートのディスタンスを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、各ルート タイプについて入力した個別のコマンドが、ルータ コンフィギュレーションには  
1 つのコマンドとして表示される例を示します。

hostname(config-router)# distance ospf intra-area 105 inter-area 105
hostname(config-router)# distance ospf intra-area 105
hostname(config-router)# distance ospf external 105
hostname(config-router)# exit
hostname(config)# show running-config router ospf 1
!
router ospf 1
 distance ospf intra-area 105 inter-area 105 external 105
!
hostname(config)#

次に、各管理ディスタンスを 105 に設定し、外部管理ディスタンスだけを 150 に変更する例を示し    
ます。show running-config router ospf コマンドにより、外部ルート タイプの値だけが変更され、他     
のルート タイプは以前設定された値が保持されていることがわかります。

hostname(config-router)# distance ospf external 105 intra-area 105 inter-area 105
hostname(config-router)# distance ospf external 150
hostname(config-router)# exit
hostname(config)# show running-config router ospf 1
!
router ospf 1
 distance ospf intra-area 105 inter-area 105 external 150
!
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  

コマンドを表示します。
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dns domain-lookup
検索をサポートするコマンドで名前検索を実行するために、DNS 要求を DNS サーバに送信するよ   
うに FWSM を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、dns domain-lookup コ      
マンドを使用します。DNS 検索をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

dns domain-lookup interface_name

no dns domain-lookup interface_name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、DNS 検索はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン DNS 要求の送信先である DNS サーバのアドレスを設定するには、dns name-server コマンドを使用     
します。DNS 検索をサポートするコマンドのリストは、dns name-server コマンドを参照してくだ   
さい。

FWSM は、ダイナミックに学習したエントリから構成された名前解決のキャッシュを保持します。 
ホスト名から IP アドレスへの変換が必要な場合、その都度外部 DNS サーバにクエリーを送信する    
代わりに、FWSM は外部 DNS 要求から戻された情報をキャッシュします。FWSM は、キャッシュ    
に存在しない名前のみ要求を送信します。キャッシュ内のエントリは、DNS レコードの有効期限ま 
たは 72 時間のどちらかが経過すると、自動的にタイムアウトになります。

例 次に、内部インターフェイス上で DNS 検索をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# dns domain-lookup inside

interface_name DNS 検索をイネーブルにするインターフェイスを指定します。このコマン 
ドを複数回入力して、複数のインターフェイス上で DNS 検索をイネーブ  
ルにすると、FWSM は応答を受信するまで、各インターフェイスに順番に 
要求を送信しようとします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

dns name-server
1 つまたは複数の DNS サーバを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、dns     
name-server コマンドを使用します。サーバを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま   
す。FWSM は、DNS を使用して、証明書コンフィギュレーションのサーバ名を解決します（サポー  
ト対象コマンドについては、使用上のガイドラインを参照してください）。サーバ名を定義する他

の機能（AAA など）は、DNS 解決をサポートしていません。IP アドレスを入力するか、name コ    
マンドを使用して手動で名前を IP アドレスに解決する必要があります。

[no] dns name-server ip_address [ip_address2] [...] [ip_address6]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン DNS 検索をイネーブルにするには、dns domain-lookup コマンドを使用します。DNS 検索をイネー    
ブルにしないと、DNS サーバを使用できません。

DNS 解決がサポートされるコマンドは、次のとおりです。

 • enrollment url

コマンド 説明

dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行する回数   

を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。

ip_address DNS サーバの IP アドレスを指定します。個別のコマンドで最大 6 個のア     
ドレスを指定できます。または、1 つのコマンドに、最大 6 個のアドレス   
をスペースで区切って指定できます。1 つのコマンドに複数のサーバを入 
力した場合、FWSM は、各サーバを個別コマンドとしてコンフィギュレー 
ションに保存します。FWSM は、応答を受信するまで、各 DNS サーバを   
順番に試みます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • url

name コマンドを使用すると、名前と IP アドレスを手動で入力できます。

FWSM が DNS サーバのリストを再試行する回数を設定する方法は、dns retries を参照してくださ     
い。

例 次に、3 つの DNS サーバを追加する例を示します。

hostname(config)-if# dns name-server 10.1.1.1 10.2.3.4 192.168.5.5

FWSM は、次のように、個別コマンドとしてコンフィギュレーションに保存します。

dns name-server 10.1.1.1
dns name-server 10.2.3.4
dns name-server 192.168.5.5

2 つのサーバを追加する場合、1 つのコマンドで入力できます。

hostname(config-if)# dns name-server 10.5.1.1 10.8.3.8
hostname(config-if)# show running-config dns
dns name-server 10.1.1.1
dns name-server 10.2.3.4
dns name-server 192.168.5.5
dns name-server 10.5.1.1
dns name-server 10.8.3.8
...

または、2 つのコマンドを入力します。

hostname(config)# dns name-server 10.5.1.1
hostname(config)# dns name-server 10.8.3.8

複数のサーバを削除する場合、複数のコマンドを入力するか、または次のように 1 つのコマンドで  
指定できます。

hostname(config)# no dns name-server 10.5.1.1 10.8.3.8

関連コマンド コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行する回   

数を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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dns retries
FWSM が応答を受信しない場合、DNS サーバのリストを再試行する回数を指定するには、グロー  
バル コンフィギュレーション モードで、dns retries コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す    
には、このコマンドの no 形式を使用します。

dns retries number

no dns retries [number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの再試行回数は、2 回です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン DNS サーバを追加するには、dns name-server コマンドを使用します。

例 次に、再試行回数を 0 に設定する例を示します。この場合、FWSM は各サーバを 1 回だけ試みます。

hostname(config)# dns retries 0

関連コマンド

number 0 ～ 10 の範囲で再試行の回数を指定します。デフォルトは、2 回です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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description
指定したコンフィギュレーション単位（コンテキストまたはオブジェクト グループなど）に説明を 
追加するには、各種コンフィギュレーション モードで、description コマンドを使用します。説明を  
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。説明は、コンフィギュレーションの情報と  
して役立ちます。

description text

no description

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

text 説明として、200 文字までの長さのテキスト文字列を設定します。文字列に 
疑問符（?）を使用する場合には、CLI（コマンドライン インターフェイス） 
ヘルプが起動しないように、疑問符を入力する前に Ctrl-V を入力する必要  
があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

 •  • — —  •

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  •  •  •  •

object-group コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

ポリシーマップ コンフィギュ 
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、いくつかの新しいコンフィギュレーション モードに追加 
されました。
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例 次に、[Administration] コンテキスト コンフィギュレーションに説明を追加する例を示します。

hostname(config)# context administrator
hostname(config-ctx)# description This is the admin context.
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan 100
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan 200
hostname(config-ctx)# config-url disk://admin.cfg

関連コマンド コマンド 説明

class-map policy-map コマンドの動作を適用するトラフィックを指定します。
context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  

し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。
interface インターフェイスを設定し、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。

object-group access-list コマンドに含めるトラフィックを指定します。
policy-map class-map コマンドで指定したトラフィックに適用する動作を設定しま 

す。
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dns-server
プライマリおよびセカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定するには、グループポリシー モード     
で、dns-server コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションからこの属性を削除するには、 
このコマンドの no 形式を使用します。このオプションにより、別のグループ ポリシーから DNS    
サーバを継承できます。サーバを継承しないように設定するには、dns-server none コマンドを使用  
します。

dns-server {value ip_address [ip_address] | none}

no dns-server

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン dns-server コマンドを入力するごとに、既存の設定が上書きされます。たとえば、DNS サーバ x.x.x.x   
を設定してから、DNS サーバ y.y.y.y を設定すると、2 つめのコマンドにより最初の設定が上書きさ    
れ、y.y.y.y が唯一の DNS サーバになります。複数のサーバがある場合も同様です。既存のサーバ   
設定を保持したまま DNS サーバを追加するには、このコマンドの入力時にすべての DNS サーバの    
IP アドレスを指定します。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに、IP アドレス 10.10.10.15、10.10.10.30、および 10.10.10.45     
の DNS サーバを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# dns-server value 10.10.10.15 10.10.10.30 10.10.10.45

none dns-servers をヌル値に設定します。つまり、DNS サーバを使用しません。  
デフォルト グループ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからの   
値の継承を禁止します。

value ip_address プライマリおよびセカンダリ DNS サーバの IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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dns timeout
次の DNS サーバを試みるまでの待機時間を指定するには、グローバル コンフィギュレーション   
モードで、dns timeout コマンドを使用します。デフォルトのタイムアウト値に戻すには、このコマ  
ンドの no 形式を使用します。

dns timeout seconds

no dns timeout [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは、2 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、タイムアウトを 1 秒に設定する例を示します。

hostname(config)# dns timeout 1

関連コマンド

seconds 1 ～ 30 の範囲でタイムアウトの秒数を指定します。デフォルトは、2 秒で    
す。FWSM がサーバのリストを再試行するごとに、このタイムアウト値は 
2 倍になります。再試行回数の設定については、dns retries コマンドを参   
照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行する回   

数を指定します。

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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domain-name
デフォルトのドメイン名を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、 
domain-name コマンドを使用します。ドメイン名を削除するには、このコマンドの no 形式を使用   
します。FWSM は、無修飾名のサフィックスとして、ドメイン名を付加します。たとえば、ドメイ 
ン名を example.com に設定した場合、jupiter という無修飾名で Syslog サーバを指定すると、セキュ     
リティ アプライアンスにより名前が jupiter.example.com に修飾されます。

domain-name name

no domain-name [name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのドメイン名は、default.domain.invalid です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードでは、システム実行スペース内と同様、各コンテキストにドメイン名  
を設定できます。

例 次に、example.com というドメイン名を設定する例を示します。

hostname(config)# domain-name example.com

関連コマンド

name 最大 63 文字のドメイン名を設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
hostname FWSM のホスト名を設定します。
show running-config domain-name ドメイン名のコンフィギュレーションを表示します。
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drop
指定した GTP メッセージをドロップするには、gtp-map コマンドを使用してアクセスする GTP マッ     
プ コンフィギュレーション モードで、drop コマンドを使用します。コマンドを削除するには、no   
形式を使用します。

drop {apn access_point_name | message message_id | version version}

no drop {apn access_point_name | message message_id | version version}

シンタックスの説明

デフォルト 有効なメッセージ ID、APN、およびバージョンのすべてのメッセージが検査されます。

すべての APN が許可されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ネットワーク上で許可する必要のない特定の GTP メッセージをドロップするには、drop message コ    
マンドを使用します。

指定したアクセス ポイントの GTP メッセージをドロップするには、drop apn コマンドを使用しま     
す。指定したバージョンの GTP メッセージをドロップするには、drop version コマンドを使用しま    
す。

例 次に、メッセージ ID 20 へのトラフィックをドロップする例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# drop message 20

apn 指定したアクセス ポイント名の GTP メッセージをドロップします。
access_point_name ドロップする APN のテキスト文字列を指定します。
message 特定の GTP メッセージをドロップします。
message_id ドロップするメッセージの英数字識別子を指定します。message_id の有効 

範囲は、1 ～ 255 です。
version 指定したバージョンの GTP メッセージをドロップします。
version Version 0 を指定するには 0、Version 1 を指定するには 1 を使用します。GTP       

の Version 0 はポート 2123 を使用し、Version 1 はポート 3386 を使用しま         
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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12

email ～ ftp-map コマンド

email
エンロールメント実行中に証明書の Subject Alternative Name 拡張に特定の電子メール アドレスを付     
加するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、email コマンドを使用     
します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

email address

no email [address]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは設定されていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central のエンロールメント要求に電子メール アドレス jjh@nhf.net を含め     
る例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# email jjh@nhf.net
hostname(ca-trustpoint)# 

address 電子メール アドレスを指定します。address の最大長は、64 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

enable
特権 EXEC モードを開始するには、ユーザ EXEC モードで、enable コマンドを使用します。

enable [level]

シンタックスの説明

デフォルト コマンド許可を使用しない場合には、特権レベル 15 を入力します。この場合、デフォルトのレベ  
ルは、ユーザ名に設定されているレベルに応じて異なります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトのイネーブル パスワードは設定されていません。パスワードの設定については、enable 
password コマンドを参照してください。

デフォルトの 15 以外の特権レベルを使用するには、ローカル コマンド許可を設定し（aaa   
authorization command コマンドを使用し、LOCAL キーワードを指定）、privilege コマンドを使用    
して、コマンドを異なる特権レベルに設定します。ローカル コマンド許可を設定しない場合、特権 
レベルは無視され、設定したレベルに関係なく、レベル 15 にアクセスします。現在の特権レベル  
を表示するには、show curpriv コマンドを参照してください。

レベル 2 以上は、特権 EXEC モードを開始します。レベル 0 および 1 は、ユーザ EXEC モードを開          
始します。

特権 EXEC モードを終了するには、disableコマンドを使用します。

例 次に、特権 EXEC モードを開始する例を示します。

hostname> enable
Password: Pa$$w0rd
hostname#

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。

level （任意）0 ～ 15 の特権レベルを入力します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、レベル 10 の特権 EXEC モードを開始する例を示します。

hostname> enable 10
Password: Pa$$w0rd10
hostname#

関連コマンド コマンド 説明

enable password イネーブル パスワードを設定します。
disable 特権 EXEC モードを終了します。
aaa authorization command コマンド許可を設定します。

privilege ローカル コマンド許可のコマンド特権レベルを設定します。
show curpriv 現在ログインしているユーザ名およびユーザ特権レベルを表示

します。
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enable password
特権 EXEC モードのイネーブル パスワードを設定するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで、 enable password コマンドを使用します。15 以外のレベルのパスワードを削除するには、    
このコマンドの no 形式を使用します。レベル 15 のパスワードを削除することはできません。

enable password password [level level] [encrypted]

no enable password level level

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのパスワードは設定されていません。デフォルトのレベルは、15 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特権レベル 15（デフォルト レベル）のデフォルトのパスワードはブランクです。パスワードをブ  
ランクに戻すには、password に何もテキストを入力しないでください。

マルチ コンテキスト モードでは、システム コンフィギュレーションおよび各コンテキストのイ   
ネーブル パスワードを作成できます。

デフォルトの 15 以外の特権レベルを使用するには、ローカル コマンド許可を設定し（aaa   
authorization command コマンドを使用し、LOCAL キーワードを指定）、privilege コマンドを使用    
して、コマンドを異なる特権レベルに設定します。ローカル コマンド許可を設定しない場合、特権 
レベルは無視され、設定したレベルに関係なく、レベル 15 にアクセスします。現在の特権レベル  
を表示するには、show curpriv コマンドを参照してください。

レベル 2 以上は、特権 EXEC モードを開始します。レベル 0 および 1 は、ユーザ EXEC モードを開          
始します。

encrypted （任意）パスワードが暗号形式であることを指定します。パスワードは暗号

形式でコンフィギュレーションに保存されるので、入力後は元のパスワー

ドを表示できません。何らかの理由でパスワードを別の FWSM にコピーす  
る必要があり、元のパスワードが不明な場合には、暗号化されたパスワー

ドとこのキーワードを使用して、enable password コマンドを入力します。  
通常、このキーワードが表示されるのは、show running-config enable コマ   
ンドを入力した場合だけです。

level level （任意）0 ～ 15 の特権レベルのパスワードを設定します。
password 英数字と特殊文字を使用し、大文字と小文字を区別した 16 文字までの文字  

列でパスワードを設定します。パスワードには、疑問符およびスペースを

除くすべての文字が使用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、イネーブル パスワードを Pa$$w0rd に設定する例を示します。

hostname(config)# enable password Pa$$w0rd

次に、レベル 10 のイネーブル パスワードを Pa$$w0rd に設定する例を示します。

hostname(config)# enable password Pa$$w0rd10 level 10

次に、イネーブル パスワードを、別の FWSM からコピーした暗号化パスワードに設定する例を示   
します。

hostname(config)# enable password jMorNbK0514fadBh encrypted

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization command コマンド許可を設定します。

enable 特権 EXEC モードを開始します。
privilege ローカル コマンド許可のコマンド特権レベルを設定します。
show curpriv 現在ログインしているユーザ名およびユーザ特権レベルを表示

します。

show running-config enable イネーブル パスワードを暗号化形式で表示します。
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endpoint
エンドポイントに HSI グループを関連付けるには、HSI グループ コンフィギュレーション モード     
で endpoint コマンドを使用します。エンドポイントを削除するには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

endpoint ip address interface

no endpoint ip address interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン endpoint コマンドを使用して、HSI グループに関連付けるエンドポイントを指定します。HSI グルー   
プにより、H.225 コール シグナリングに HSI が含まれている場合、FWSM で H.245 接続用のダイナ       
ミックなポート固有のピンホールをオープンできます。

各 HSI グループに、最大 10 のエンドポイントを設定できます。エンドポイントを設定する前に、    
グループ内に HSI を設定しておく必要があります。HSI グループを削除する場合には、事前にすべ   
てのエンドポイントと HSI を削除する必要があります。

例 次に、H.225 マップを定義する例を示します。

hostname(config)# h225-map hmap
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 10.10.15.11 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.3.6.1 inside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.10.25.5 outside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit

ip address エンドポイントの IP アドレスを指定します。
interface エンドポイントに接続している FWSM 上のインターフェイスを指定しま  

す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HSI グループ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

hsi HSI グループに関連付ける HSI を定義します。
hsi-group HSI グループを定義し、HSI グループ コンフィギュレーション モード    

をイネーブルにします。

h225-map H.225 マップを定義し、H.225 マップ コンフィギュレーション モード    
を開始します。

inspect h323 h225 H.323 アプリケーション検査に H.225 マップを適用します。
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enforcenextupdate
NextUpdate CRL フィールドの処理方法を指定するには、crl configure コンフィギュレーション モー     
ドで、enforcenextupdate コマンドを使用します。このコマンドを設定すると、CRL に有効な  
NextUpdate フィールドが必要になります。このコマンドを使用しない場合、FWSM は、NextUpdate  
フィールドが欠落または期限切れになっている CRL を許可します。

NextUpdate フィールドの期限切れまたは欠落を許可するには、このコマンドの no 形式を使用しま   
す。

enforcenextupdate

no enforcenextupdate

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの設定は、許可しない（オン）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、crl configure コンフィギュレーション モードを開始し、トラストポイント central に対し、CRL     
が有効な NextUpdate フィールドを持つように設定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# enforcenextupdate
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cache-time キャッシュのリフレッシュ タイムを分単位で指定します。
crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
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enrollment retry count
再試行カウントを指定するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、    
enrollment retry count コマンドを使用します。再試行カウントをデフォルトの設定に戻すには、こ   
のコマンドの no 形式を使用します。証明書を要求すると、FWSM は CA から証明書を受信するま     
で待機します。設定された再試行期限内に FWSM が証明書を受信しなかった場合、証明書の要求  
が再度送信されます。FWSM は、応答を受信するか、設定された再試行期限が終了するまで要求を 
再度繰り返します。

enrollment retry count number 

no enrollment retry count

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの number は、0（無制限）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは任意で、自動エンロールメントが設定されている場合にのみ適用されます。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central 内のエンロールメントの再試行回数を 20 回に設定する例を示しま    
す。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# enrollment retry count 20
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

number エンロールメント要求を送信する最大試行回数を設定します。有効範囲

は、0、1 ～ 100 回です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment retry period エンロールメント要求を再送信するまでの待機時間を分単位で指

定します。
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enrollment retry period
再試行期限を指定するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、 
enrollment retry period コマンドを使用します。再試行期限をデフォルトの設定に戻すには、このコ   
マンドの no 形式を使用します。証明書を要求すると、FWSM は CA から証明書を受信するまで待     
機します。指定した再試行期限内に FWSM が証明書を受信しなかった場合、証明書の要求が再度  
送信されます。

enrollment retry period minutes 

no enrollment retry period

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は、1 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは任意で、自動エンロールメントが設定されている場合にのみ適用されます。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central 内のエンロールメントの再試行期限を 10 分に設定する例を示しま    
す。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# enrollment retry period 10
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

minutes エンロールメント要求の送信を試みる間隔を分単位で設定します。有効範

囲は、1 ～ 60 分です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment すべてのエンロールメント パラメータを、システムのデフォルト 

値に戻します。

enrollment retry count エンロールメント要求の再試行回数を定義します。
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enrollment terminal
トラストポイントのエンロールメントのカットアンドペースト（手動エンロールメント）を指定す

るには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、enrollment terminal コマン      
ドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

enrollment terminal

no enrollment terminal

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの設定は、オフです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central にカットアンドペースト方式の CA エンロールメントを指定する例    
を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# enrollment terminal
hostname(ca-trustpoint)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment retry count エンロールメント要求を送信する再試行回数を設定します。

enrollment retry period エンロールメント要求を再送信するまでの待機時間を分単位で指

定します。

enrollment url トラストポイントに自動エンロールメント（SCEP）を指定し、URL
を設定します。
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enrollment url
トラストポイントを登録するために自動エンロールメント（SCEP）を指定し、エンロールメント
URL を設定するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで enrollment url       
コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

enrollment url url

no enrollment url

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は、オフです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central に URL https://enrollsite での SCEP エンロールメントを指定する例を       
示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# enrollment url https://enrollsite
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

url 自動エンロールメント用の URL 名を指定します。最大文字長は 1 K です     
（事実上無制限です）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment retry count エンロールメント要求を送信する再試行回数を設定します。

enrollment retry period エンロールメント要求を再送信するまでの待機時間を分単位で指

定します。

enrollment terminal トラストポイントのカットアンドペースト方式のエンロールメン

トを指定します。



第 12章      email ～ ftp-map コマンド
erase

12-13
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

erase
ファイル システムを消去して、再フォーマットするには、特権 EXEC モードで、erase コマンドを    
使用します。このコマンドは、非表示システム ファイルを含むすべてのファイルを上書きして、 
ファイル システムを消去し、ファイル システムを再インストールします。

erase [flash:] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン erase コマンドは、OxFF パターンを使用してフラッシュ メモリ上の全データを消去し、デバイスの   
空のファイル システム割り当てテーブルを再書き込みします。

（非表示システム ファイルを除く）すべての表示ファイルを削除するには、erase コマンドの代わり  
に、delete /recursive コマンドを使用します。

例 次に、ファイル システムを消去して、再フォーマットする例を示します。

hostname# erase flash:

関連コマンド

flash: （任意）内蔵フラッシュ メモリを指定し、続けてコロンを指定します。

注意 フラッシュ メモリを消去すると、フラッシュ メモリ内に保管さ  
れているライセンス情報も削除されます。フラッシュ メモリを 
消去する前に、ライセンス情報を保管してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

delete 非表示システム ファイルを除き、すべての表示ファイルを削除します。
format （非表示システム ファイルを含む）すべてのファイルを消去し、ファイル 

システムをフォーマットします。
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established
確立された接続に基づくポート上のリターン接続を許可するには、グローバル コンフィギュレー 
ション モードで、established コマンドを使用します。established 機能をディセーブルにするには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

established est_protocol dest_port [source_port] [permitto protocol port [-port]] [permitfrom protocol 
port[-port]]

no established est_protocol dest_port [source_port] [permitto protocol port [-port]] [permitfrom 
protocol port[-port]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • dest_port ― 0（ワイルドカード）

 • source_port ― 0（ワイルドカード）

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン established コマンドは、FWSM を経由した発信接続のリターン アクセスを許可します。このコマ   
ンドは、ネットワークから発信され、FWSM によって保護される元の接続、および外部ホスト上の 
同じ 2 つのデバイス間の着信リターン接続上で動作します。established コマンドを使用すると、接   
続の検索に使用する宛先ポートを指定できます。これにより、コマンドを細かく制御できるため、

宛先ポートが判明していて送信元ポートが不明なプロトコルをサポートできます。permitto および 
permitfrom キーワードは、リターン着信接続を定義します。

est_protocol 確立されている接続の検索に使用する IP プロトコル（UDP または TCP）    
を指定します。

dest_port 確立されている接続の検索に使用する宛先ポートを指定します。

permitfrom （任意）指定ポートからのリターン プロトコル接続を許可します。
permitto （任意）指定ポート宛のリターン プロトコル接続を許可します。
port [-port] （任意）リターン接続の宛先ポート（UDPまたは TCP）を指定します。
protocol （任意）リターン接続が使用する IP プロトコル（UDPまたは TCP）。
source_port （任意）確立されている接続の検索に使用する送信元ポートを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) CLI（コマンドライン インターフェイス）から、to および from のキーワー    
ドが削除されました。代わりに、permitto および permitfrom のキーワード   
を使用します。
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注意 established コマンドには、必ず permitto キーワードおよび permitfrom キーワードを指定すること     
を推奨します。これらのキーワードを使用せずに established コマンドを使用すると、セキュリティ  
上のリスクが生じます。これは、外部システムに接続を行った場合、外部システムから関連する内

部ホストに無制限にアクセスできるためです。この場合、内部システムが攻撃を受ける危険があり

ます。

例 established コマンドを正しく使用しないとセキュリティ違反が発生する可能性があることを示す 
例を以下に示します。

次の例では、内部システムがポート 4000 上で外部ホストに TCP 接続した場合、外部ホストは、任    
意のプロトコルを使用し、任意のポート上にリターン アクセスする可能性があります。

hostname(config)# established tcp 4000 0

プロトコルに使用ポートが指定されていない場合、送信元ポートおよび宛先ポートに 0 を指定でき  
ます。ワイルドカード ポート（0）は、必要な場合のみ使用してください。

hostname(config)# established tcp 0 0 

（注） established コマンドを正しく動作させるには、permitto キーワードで指定したポート上で、クライ  
アントが待機している必要があります。

established コマンドは、nat 0 コマンドと併用できます（ global コマンドがない場合）。

（注） established コマンドは、PAT とは併用できません。

FWSM は、established コマンドの使用により、XDMCP をサポートします。

注意 FWSM を通じて XWindows システムを使用すると、セキュリティ上のリスクが生じる場合があり   
ます。

XDMCP はデフォルトではオンですが、次のように established コマンドが入力されるまで、セッ   
ションは完了しません。

hostname(config)# established tcp 6000 0 permitto tcp 6000 permitfrom tcp 1024-65535

established コマンドを使用すると、内部の XDMCP（UNIX または ReflectionX）搭載ホストから、   
外部の XDMCP 搭載 XWindows サーバにアクセスできます。UDP/177 ベースの XDMCP が TCP ベー         
スの XWindows セッションをネゴシエートし、以降の TCP リターン接続が許可されます。リター    
ン トラフィックの送信元ポートは不明なので、source_port フィールドには 0（ワイルドカード）を   
指定します。dest_port は、6000 ＋ nである必要があります。nはローカル ディスプレイ番号です。   
この値を変更するには、次の UNIX コマンドを使用します。

hostname(config)# setenv DISPLAY hostname:displaynumber.screennumber
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established コマンドが必要な理由は、（ユーザとの対話に基づいて）多数の TCP 接続が生成されま   
すが、これらの接続に使用される送信元ポートが不明であるためです。宛先ポートだけがスタ

ティックになります。FWSM は、XDMCP フィックスアップを透過的に行います。設定は不要です  
が、TCP セッションに対応するには established コマンドが必要です。

次に、プロトコル A を使用して 2 つのホスト間、SRC ポート C からポート B までを接続する例を         
示します。FWSM およびプロトコル D を経由したリターン接続を許可するには、送信元ポートが   
ポート F に対応し、宛先ポートがポート E に対応している必要があります（プロトコル D は、プ      
ロトコル A と異なっていてもかまいません）。

hostname(config)# established A B C permitto D E permitfrom D F

次に、TCP 宛先ポート 6060 および任意の送信元ポートを使用し、内部ホストから外部ホストに接   
続を開始する例を示します。FWSM は、TCP 宛先ポート 6061 および任意の TCP 送信元ポートを経      
由するホスト間のリターン トラフィックを許可します。

hostname(config)# established tcp 6060 0 permitto tcp 6061 permitfrom tcp 0

次に、UDP 宛先ポート 6060 および任意の送信元ポートを使用し、内部ホストから外部ホストに接   
続を開始する例を示します。FWSM は、TCP 宛先ポート 6061 と TCP 送信元ポート 1024 ～ 65535         
を経由するホスト間のリターン トラフィックを許可します。

hostname(config)# established udp 6060 0 permitto tcp 6061 permitfrom tcp 1024-65535

次に、ローカル ホストから外部ホストに対して、ポート 9999 で TCP 接続を開始する例を示します。     
この例では、外部ホストのポート 4242 から、ローカル ホストのポート 5454 に戻るパケットが許可     
されます。

hostname(config)# established tcp 9999 permitto tcp 5454 permitfrom tcp 4242

関連コマンド コマンド 説明

clear configure established 確立されたコマンドをすべて削除します。

show running-config established 確立された接続に基づいて許可された着信接続を表示します。
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exit
現在のコンフィギュレーション モードを終了するか、特権 EXEC モードまたはユーザ EXEC モー     
ドからログアウトするには、exit コマンドを使用します。

exit

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Ctrl Z のキー シーケンスを使用して、グローバル コンフィギュレーション（またはそれより上の）    
モードを終了することもできます。このキー シーケンスは、特権モードまたはユーザ EXEC モー   
ドでは無効です。

特権 /ユーザ EXEC モードで exit コマンドを入力すると、FWSM からログアウトします。特権 EXEC      
モードからユーザ EXEC モードに戻るには、disable コマンドを使用します。

例 次に、exit コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードを終了し、セッションか   
らログアウトする例を示します。

hostname(config)# exit
hostname# exit

Logoff

次に、exit コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードを終了し、次に、disable   
コマンドを使用して特権 EXEC モードを終了する例を示します。

hostname(config)# exit
hostname# disable
hostname>

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

quit コンフィギュレーション モードを終了する、または特権モードまたはユー 
ザ EXEC モードからログアウトします。
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failover
フェールオーバーをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover  
コマンドを使用します。フェールオーバーをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を  
使用します。

failover

no failover 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト フェールオーバーはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバーをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

注意 フェールオーバーの間すべての情報が送信されます。フェールオーバー鍵を使用して通信のセキュ

リティを確保していない場合、ステートフル フェールオーバー リンクがクリア テキストで送信さ   
れます。FWSM に設定されているユーザ名、パスワード、および事前共有鍵がクリア テキストで  
送信されるので、セキュリティ上に大きなリスクが生じます。フェールオーバー鍵を使用して、

フェールオーバー通信のセキュリティを確保することを推奨します。

例 次に、フェールオーバーをディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# no failover
hostname(config)#

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは、コンフィギュレーションのフェールオーバーをイネーブ

ルまたはディセーブルにするように制限されました（failover active コマン  
ドを参照してください）。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure failover 実行コンフィギュレーションから failover コマンドを消去し、  
フェールオーバーをデフォルトの設定に戻します。

failover active スタンバイ装置をアクティブに切り換えます。

show failover 装置のフェールオーバー ステータスに関する情報を表示しま 
す。

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示します。



第 12章      email ～ ftp-map コマンド         
failover active

12-20
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

failover active
スタンバイ FWSM またはフェールオーバー グループをアクティブ ステートに切り換えるには、特    
権 EXEC モードで、failover active コマンドを使用します。アクティブ FWSM またはフェールオー      
バー グループをスタンバイに切り換えるには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover active [group group_id]

no failover active [group group_id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン スタンバイ装置からフェールオーバーの切り換えを開始するには、failover active コマンドを使用し  
ます。アクティブ装置からフェールオーバーの切り換えを開始するには、no failover active コマン  
ドを使用します。この機能を使用して、障害が発生した装置をサービス状態に復帰させたり、アク

ティブ装置をメンテナンスのために強制的にオフラインにすることができます。ステートフル

フェールオーバーを使用していない場合、すべてのアクティブ接続がドロップされるので、クライ

アントはフェールオーバーの発生後、接続を再確立する必要があります。

フェールオーバー グループの切り換えができるのは、アクティブ /アクティブ フェールオーバーの  
場合だけです。フェールオーバー グループを指定せずに、アクティブ / アクティブ フェールオー  
バー装置上で failover active コマンドを入力すると、装置のすべてのグループがアクティブになり   
ます。

例 次に、スタンバイ グループ 1 をアクティブに切り換える例を示します。

hostname# failover active group 1

関連コマンド

group group_id （任意）アクティブに切り換えるフェールオーバー グループを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

failover reset FWSM を、障害ステートからスタンバイに移行します。
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failover group
アクティブ /アクティブ フェールオーバー グループを設定するには、グローバル コンフィギュレー   
ション モードで、failover group コマンドを使用します。フェールオーバー グループを削除するに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

failover group num

no failover group num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最大 2 つのフェールオーバー グループを定義できます。failover group コマンドを追加できるのは、     
マルチ コンテキスト モード用に設定されたデバイスのシステム コンテキストに対してだけです。   
フェールオーバー グループを作成または削除するには、フェールオーバーをディセーブルにする必 
要があります。

このコマンドを入力すると、フェールオーバー グループ コマンド モードになります。primary、   
secondary、preempt、replication http、 interface-policy、および polltime interface の各コマンドが、     
フェールオーバー グループ コンフィギュレーション モードで使用できます。グローバル コンフィ    
ギュレーション モードに戻るには、exit コマンドを使用します。

（注） failover polltime interface、failover interface-policy、および failover replication http コマンドは、ア       
クティブ /アクティブ フェールオーバー 設定には影響しません。これらは、フェールオーバー グ   
ループ コンフィギュレーション モードの polltime interface、interface-policy、および replication    
http の各コマンドにより上書きされます。

フェールオーバー グループを削除する場合には、フェールオーバー グループ 1 を最後に削除する    
必要があります。フェールオーバー グループ 1 には、常に、管理コンテキストが含まれています。   
フェールオーバー グループに割り当てられていないコンテキストはすべて、デフォルトでフェール 
オーバー グループ 1 に含まれます。コンテキストが明示的に割り当てられているフェールオーバー   
グループは、削除できません。

num フェールオーバー グループ番号です。有効値は、1 または 2 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、2 つのフェールオーバー グループに使用可能なコンフィギュレーション例の一部を示しま  
す。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)# failover group 2
hostname(config-fover-group)# secondary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

asr-group 非対称ルーティング インターフェイス グループ ID を指定します。
interface-policy モニタリングによりインターフェイス障害が検出された場合のフェー

ルオーバー ポリシーを指定します。
join-failover-group コンテキストをフェールオーバー グループに割り当てます。
polltime interface モニタ対象インターフェイスに送信する hello メッセージの間隔を指定  

します。

preempt リブート後、プライオリティの高い装置がアクティブ装置になるように

指定します。

primary プライマリ装置に、フェールオーバー グループでの高いプライオリティ 
を指定します。

replication http 選択したフェールオーバー グループの HTTP セッション複製を指定し   
ます。

secondary セカンダリ装置に、フェールオーバー グループでの高いプライオリティ 
を指定します。
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failover interface ip
フェールオーバー インターフェイスおよびステートフル フェールオーバー インターフェイスに IP    
アドレスおよびマスクを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover  
interface ip コマンドを使用します。IP アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し     
ます。

failover interface ip if_name ip_address mask standby ip_address

no failover interface ip if_name ip_address mask standby ip_address

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバーおよびステートフル フェールオーバー インターフェイスは、FWSM がトランス   
ペアレント ファイアウォール モードで稼働し、システムに対してグローバルであっても、レイヤ  
3 で動作します。

マルチ コンテキスト モードでは、（monitor-interface コマンドを除き）システム コンテキストに    
フェールオーバーを設定します。

FWSM を LAN フェールオーバー用にブートストラップする場合には、このコマンドがコンフィ   
ギュレーションに含まれている必要があります。

例 次に、フェールオーバー インターフェイスに IP アドレスおよびマスクを指定する例を示します。

hostname(config)# failover interface ip lanlink 172.27.48.1 255.255.255.0 standby 
172.27.48.2 

if_name フェールオーバーまたはステートフル フェールオーバー インターフェイ  
スのインターフェイス名を指定します。

ip_address mask プライマリ モジュールのフェールオーバーまたはステートフル フェール  
オーバー インターフェイスの IP アドレスおよびマスクを指定します。

standby ip_address プライマリ モジュールと通信するためにスタンバイ モジュールが使用す  
る IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure failover 実行コンフィギュレーションから failover コマンドを消去し、  
フェールオーバーをデフォルトの設定に戻します。

failover lan interface フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定しま

す。

failover link ステートフル フェールオーバーに使用するインターフェイスを 
指定します。

monitor-interface 指定したインターフェイスの状態をモニタします。

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示します。
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failover interface-policy
モニタによりインターフェイス障害が検出された場合のフェールオーバー ポリシーを指定するに 
は、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover interface-policyコマンドを使用します。   
デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover interface-policy num[%] 

no failover interface-policy num[%]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのインターフェイス ポリシーは 50% です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 引数 num とオプション キーワード % の間にスペースはありません。

障害が発生したインターフェイス数が設定したポリシーに適合した場合、その他の FWSM が正常  
に動作していても、FWSM は障害状態であるとみなし、フェールオーバーが実行される場合があり 
ます（アクティブ FWSM に障害が発生した場合）。monitor-interface コマンドでモニタ対象として   
指定されたインターフェイスだけがポリシーのカウントに含まれます。

（注） このコマンドは、アクティブ /スタンバイ フェールオーバーだけに適用されます。アクティブ /ア 
クティブ フェールオーバーの場合には、フェールオーバー グループ コンフィギュレーション モー    
ドで、interface-policy コマンドを使用し、各フェールオーバー グループにインターフェイス ポリ   
シーを設定します。

例 次に、フェールオーバー ポリシーを指定する 2 種類の例を示します。

hostname(config)# failover interface-policy 20%

hostname(config)# failover interface-policy 5

num パーセンテージで指定する場合、1 ～ 100 を指定します。数値で指定する   
場合は、1 からインターフェイスの最大数を指定します。

% （任意）数値 num が監視対象インターフェイスの割合であることを指定し  
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

failover key
フェールオーバー ペアの装置間で暗号化および認証された通信を行うための鍵を指定するには、グ 
ローバル コンフィギュレーション モードで、failover key コマンドを使用します。共有秘密鍵を削    
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover key {secret | hex key}

no failover key

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 装置間のフェールオーバー通信を暗号化および認証するには、両装置に共有シークレットまたは 16 
進数値の鍵を設定する必要があります。フェールオーバー鍵を指定しない場合、フェールオーバー

通信はクリア テキストで送信されます。

コマンド 説明

failover polltime 装置およびインターフェイスのポーリング間隔を指定します。

failover reset 障害が発生した装置を、障害のないステートに戻します。

monitor-interface フェールオーバーのためにモニタするインターフェイスを指定します。

show failover 装置のフェールオーバー ステートに関する情報を表示します。

hex key 16 進数値の暗号鍵を指定します。鍵には、32 文字の 16 進数値（0 ～ 9、a      
～ f）を指定する必要があります。

secret 英数字の共有シークレットを指定します。シークレットは、1 ～ 63 文字で   
指定できます。有効値は、数字、文字、または句読点の任意の組み合わせ

です。共有シークレットは、暗号鍵を生成するために使用されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 12章      email ～ ftp-map コマンド
failover key 

12-27
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

注意 フェールオーバーの間すべての情報が送信されます。フェールオーバー鍵を使用して通信のセキュ

リティを確保していない場合、ステートフル フェールオーバー リンクがクリア テキストで送信さ   
れます。FWSM に設定されているユーザ名、パスワード、および事前共有鍵がクリア テキストで  
送信されるので、セキュリティ上に大きなリスクが生じます。フェールオーバー鍵を使用して、

フェールオーバー通信のセキュリティを確保することを推奨します。

例 次に、フェールオーバー ペアの装置間で安全なフェールオーバー通信を行うために、共有シーク 
レットを指定する例を示します。

hostname(config)# failover key abcdefg

次に、フェールオーバー ペアの 2 つの装置間で安全なフェールオーバー通信を行うために、16 進    
数値の鍵を指定する例を示します。

hostname(config)# failover key hex 6a1ed228381cf5c68557cb0c32e614dc

関連コマンド コマンド 説明

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示します。
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failover lan interface
フェールオーバーの通信に使用するインターフェイス名および VLAN（仮想 LAN）を指定するに  
は、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover lan interface コマンドを使用します。    
フェールオーバー インターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover lan interface if_name vlan vlan

no failover lan interface if_name vlan vlan

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブおよびスタンバイのモジュールは、各モジュールの運用ステータスを判別するために、

このリンク上で継続的に通信します。フェールオーバー リンク上の通信には、モジュールのステー 
ト（アクティブまたはスタンバイ）、hello メッセージ（その他のすべてのインターフェイスにも送 
信されます）、および 2 つのモジュール間のコンフィギュレーションの同期化が含まれます。

フェールオーバーには、フェールオーバー トラフィックを転送するための専用インターフェイスが 
必要ですが、ステートフル フェールオーバー リンクには LAN フェールオーバー インターフェイス     
を使用することもできます。LAN フェールオーバーとステートフル フェールオーバーの両方に同  
じインターフェイスを使用する場合には、インターフェイスに、フェールオーバーおよびステート

フル フェールオーバーの両方のトラフィックを処理できるだけの十分な容量が必要です。

フェールオーバー リンクには、専用 VLAN を使用します。フェールオーバー リンクの VLAN を他      
の VLAN と共有すると、トラフィックが中断されたり、ping 障害および ARP 障害の原因になりま     
す。

モジュール上の任意の未使用インターフェイスを、フェールオーバー インターフェイスとして使用 
できます。現在、名前が設定されているインターフェイスを指定することはできません。フェール

オーバー インターフェイスは、通常のネットワーキング インターフェイスとしては設定されず、  
フェールオーバー通信専用として存在します。このインターフェイスは、フェールオーバー リンク 
用（および任意にステート リンク用）としてのみ使用してください。

if_name フェールオーバー専用の FWSM インターフェイスの名前を指定します。
vlan vlan VLAN 番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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マルチ コンテキスト モードを実行しているシステムでは、フェールオーバー リンクはシステム コ    
ンテキストに常駐します。システム コンテキストに設定できるインターフェイスは、このインター 
フェイスとステート リンク（使用する場合）だけです。その他のインターフェイスはすべて、セ 
キュリティ コンテキストから設定し、セキュリティ コンテキストに割り当てられます。

（注） フェールオーバー リンクの IP アドレスおよび MAC（メディア アクセス制御）アドレスは、フェー     
ルオーバーが発生しても変わりません。

このコマンドの no 形式を使用すると、フェールオーバー インターフェイスの IP アドレスもクリア     
されます。

フェールオーバー用に FWSM をブートストラップする場合には、このコマンドがコンフィギュレー  
ションに含まれている必要があります。

例 次に、フェールオーバー LAN インターフェイスを設定する例を示します。

hostname(config)# failover lan interface folink vlan 101

関連コマンド コマンド 説明

failover lan unit LAN ベース フェールオーバーのプライマリ装置またはセカンダリ装置を  
指定します。

failover link ステートフル フェールオーバー インターフェイスを指定します。
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failover lan unit
FWSM を、フェールオーバー コンフィギュレーションのプライマリ装置またはセカンダリ装置と  
して設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover lan unit コマンドを使     
用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover lan unit {primary | secondary}

no failover lan unit {primary | secondary}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、セカンダリです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブ /スタンバイ フェールオーバーの場合、フェールオーバー装置をプライマリおよびセカ 
ンダリに指定すると、ブート時にアクティブになる装置が決まります。次の状況では、ブート時に

プライマリ装置がアクティブ装置になります。

 • 初回のフェールオーバー ポーリング チェックの実行中に、プライマリおよびセカンダリの両  
装置がブート シーケンスを完了した場合 

 • プライマリ装置が、セカンダリ装置よりも先に起動した場合

プライマリ装置の起動時に、セカンダリ装置がすでにアクティブ装置になっていた場合には、プラ

イマリ装置はアクティブにならず、スタンバイ装置になります。この場合、プライマリ装置を強制

的にアクティブ ステータスに戻すには、スタンバイ（アクティブ）装置上で no failover active コマ     
ンドを入力する必要があります。

アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合には、各フェールオーバー グループにプライマリ  
装置またはセカンダリ装置の優先順位を指定します。この優先順位により、起動時に両方の装置が

（フェールオーバー ポーリング実行中に）同時に起動した場合、フェールオーバー グループ内の  
フェールオーバー ペアのどの装置がアクティブになるかが判別されます。

フェールオーバー用に FWSM をブートストラップする場合には、このコマンドがコンフィギュレー  
ションに含まれている必要があります。

例 次に、FWSM をプライマリ装置として設定する例を示します。

hostname(config)# failover lan unit primary

primary FWSM を、プライマリ装置として指定します。
secondary セキュリティ アプライアンスを、セカンダリ装置として指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

failover link
ステートフル フェールオーバー インターフェイスおよび VLAN（仮想 LAN）を指定するには、グ    
ローバル コンフィギュレーション モードで、failover link コマンドを使用します。ステートフル    
フェールオーバー インターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover link if_name [vlan vlan]

no failover link 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバー通信インターフェイスを共有しない場合には、物理インターフェイスまたは論理

インターフェイスの引数が必要です。

failover link コマンドは、ステートフル フェールオーバーをイネーブルにします。ステートフル   
フェールオーバーをディセーブルにして、ステートフル フェールオーバー インターフェイスの IP   
アドレス設定をクリアするには、 no failover link コマンドを使用します。

ステートフル フェールオーバーを使用するには、すべてのステート情報を転送するステート リン  
クを設定する必要があります。ステート リンクは、2 つの方法で設定できます。ステート リンク用   
の専用インターフェイスを使用するか、またはフェールオーバー リンクを使用します。

コマンド 説明

failover lan interface フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定します。

if_name ステートフル フェールオーバー専用の FWSM インターフェイスの名前を   
指定します。

vlan vlan （任意）ステートフル アップデート情報に使用する VLAN を設定します。   
ステートフル フェールオーバー インターフェイスが、フェールオーバー  
通信に割り当てられたインターフェイスを共有する場合には、この引数は

不要です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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注意 ステートフル フェールオーバー リンクと、通常のファイアウォール インターフェイスを共有する   
ことはできません。旧バージョンのソフトウェアには、この制約は適用されていませんでした。旧

バージョンの FWSM ソフトウェアからアップグレードする場合、ステート リンクと通常のファイ   
アウォール インターフェイスとの共有が設定されていると、アップグレードの実行時にファイア 
ウォール インターフェイスに関する設定が失われます。設定が失われないようにするには、アッ 
プグレードを実行する前に、ステート リンクを別の物理インターフェイスに移動するか、または 
ステートフル フェールオーバーをディセーブルにしてください。

ステート トラフィックは、大容量になることがあります。フェールオーバー リンクをステート リ   
ンクとして使用したときにパフォーマンスが低下するようであれば、ステート トラフィック用に個 
別の専用リンクを設定してください。

マルチ コンテキスト モードでは、ステート リンクはシステム コンテキストに常駐します。システ    
ム コンテキストに常駐するインターフェイスは、このインターフェイスとフェールオーバー イン  
ターフェイスだけです。その他のインターフェイスはすべて、セキュリティ コンテキストから設定 
し、セキュリティ コンテキストに割り当てられます。

（注） ステート リンクの IP アドレスおよび MAC（メディア アクセス制御）アドレスは、フェールオー     
バーが発生しても変わりません。

注意 フェールオーバーの間すべての情報が送信されます。フェールオーバー鍵を使用して通信のセキュ

リティを確保していない場合、ステートフル フェールオーバー リンクがクリア テキストで送信さ   
れます。FWSM に設定されているユーザ名、パスワード、および事前共有鍵がクリア テキストで  
送信されるので、セキュリティ上に大きなリスクが生じます。フェールオーバー鍵を使用して、

フェールオーバー通信のセキュリティを確保することを推奨します。

例 次に、ステートフル フェールオーバー インターフェイスを指定する例を示します。

hostname(config)# failover link stateful_if vlan 101

関連コマンド コマンド 説明

failover interface ip failover コマンドおよびステートフル フェールオーバー インター   
フェイスの IP アドレスを設定します。

failover lan interface フェールオーバー通信に使用するインターフェイスを指定します。

mtu インターフェイスに MTU を指定します。
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failover polltime
フェールオーバー装置、インターフェイスのポーリング間隔、および装置のホールド タイムを指定 
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、failover polltime コマンドを使用します。    
デフォルトのポーリング間隔に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover polltime [unit] [msec] time [holdtime time]

failover polltime interface time

no failover polltime [unit] [msec] time [holdtime time]

no failover polltime interface time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • unit のポーリング time は、1 秒です。

 • ポーリング時間を指定しており、なおかつ holdtime キーワードで保留時間を指定していない場  
合、holdtime time はポーリング時間（最小値は 3 秒）の 3 倍になります。holdtime キーワード       
で保留時間を指定する場合は、ポーリング time の 3 倍以上にする必要があります。clear    
configure failover コマンドを入力した場合、保留時間は 15 秒です。

 • interface のポーリング time は、15 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

holdtime time （任意）ピア装置に障害が宣言されたあと、装置がフェールオーバー リン 
ク上で hello メッセージを受信する時間を設定します。有効値は 3 ～ 45 秒      
です。

interface time インターフェイス モニタリングのポーリング間隔を指定します。有効値は 
3 ～ 15 秒です。

msec （任意）メッセージの送信間隔をミリ秒単位で指定します。有効値の範囲

は、500 ～ 999 ミリ秒です。
time Hello メッセージの時間間隔有効値は 1 ～ 15 秒、または msec キーワード       

を指定した場合、500 ～ 999 ミリ秒です。
unit （任意）フェールオーバー リンク上で送信する helloメッセージの頻度を設  

定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) このコマンドが、failover poll コマンドから、 failover polltime コマンドに     
変更され、unit、interface、および holdtime キーワードが追加されました。
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使用上のガイドライン holdtime には、装置のポーリング間隔の 3 倍未満の値を指定することはできません。ポーリング間   
隔を短くすると、FWSM による障害の検出とフェールオーバーの起動がより迅速に行われます。た 
だし、ネットワークが一時的に輻輳している場合には、不要なスイッチオーバーが行われる可能性

があります。

unit または interface キーワードを指定しない場合、装置のポーリング間隔が設定されます。

コンフィギュレーションには、failover polltime unit コマンドおよび failover polltime interface コマ      
ンドの両方を含めることができます。

（注） failover polltime interface コマンドは、アクティブ / スタンバイ フェールオーバーだけに適用され    
ます。アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合には、 failover polltime interface コマンドの     
代わりに、フェールオーバー グループ コンフィギュレーション モードで、polltime interface コマ     
ンドを使用します。

ホールド タイム中にフェールオーバー通信インターフェイス上で hello パケットが受信されなかっ   
た場合、ピア装置は障害状態であるとみなされ、スタンバイ装置がアクティブに切り替わります。

interface の hello パケットが 5 回連続して受信されなかった場合、インターフェイスのテストが実行     
されます。

（注） フェールオーバー設定で、CTIQBE トラフィックが FWSM を通過する場合には、セキュリティ ア    
プライアンスのフェールオーバー ホールド タイムを 30 秒未満に設定すべきです。CTIQBE のキー     
プアライブのタイムアウトは 30 秒なので、フェールオーバー状況でフェールオーバーが実行され  
る前に、タイムアウトになることがあります。CTIQBE がタイムアウトになると、Cisco CallManager  
への Cisco IP SoftPhone 接続がドロップされるので、IP SoftPhone クライアントは CallManager に再        
登録する必要があります。

例 次に、装置のポーリング間隔を 3 秒に設定する例を示します。

hostname(config)# failover polltime 3

関連コマンド コマンド 説明

polltime interface アクティブ / アクティブ フェールオーバー コンフィギュレーション用の  
インターフェイスのポーリング間隔を指定します。

show failover フェールオーバーのコンフィギュレーション情報を表示します。
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failover reload-standby
スタンバイ装置を強制的にリブートするには、特権 EXEC モードで、failover reload-standby コマン    
ドを使用します。

failover reload-standby

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、フェールオーバー装置の同期化が実行されない場合に使用します。スタンバイ装

置が再起動し、ブート完了後、アクティブ装置と再び同期化を実行します。

例 次に、アクティブ装置上で failover reload-standby コマンドを使用し、スタンバイ装置を強制的に   
リブートする例を示します。

hostname# failover reload-standby

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

write standby スタンバイ装置のメモリに実行コンフィギュレーションを書き込みます。
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failover replication http
HTTP（ポート 80）接続の複製をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで、failover replication http コマンドを使用します。HTTP 接続の複製をディセーブルにするに   
は、このコマンドの no 形式を使用します。

failover replication http 

no failover replication http

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、FWSM はステートフル フェールオーバーがイネーブルの場合、HTTP セッション   
情報の複製を行いません。HTTP セッションは通常、有効期間が短いので、また、HTTP クライア  
ントは通常、接続に失敗しても再試行するので、HTTP セッションの複製を行わない方がパフォー 
マンスが向上します。データまたは接続の重大な損失が生じることもありません。failover
replication http コマンドは、ステートフル フェールオーバー環境で HTTP セッションをステートフ     
ルに複製できますが、システムのパフォーマンスに影響することがあります。

アクティブ /アクティブ フェールオーバー設定では、フェールオーバー グループ コンフィギュレー   
ション モードで replication http コマンドを使用し、フェールオーバー グループ単位で HTTP セッ       
ションの複製を制御します。

例 次に、HTTP 接続の複製をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# failover replication http

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

replication http 特定のフェールオーバー グループの HTTP セッションの複製を   
イネーブルにします。

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示します。



第 12章      email ～ ftp-map コマンド
failover reset 

12-37
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

failover reset
障害が発生した FWSM を、障害のないステートに戻すには、特権 EXEC モードで、failover reset コ      
マンドを使用します。

failover reset [group group_id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン failover reset コマンドにより、障害が発生した装置またはグループを、障害のないステートに戻す  
ことができます。failover resetコマンドは、どちらの装置からでも入力できますが、常にアクティ 
ブ装置上で入力することを推奨します。アクティブ装置で failover reset コマンドを入力すると、ス   
タンバイ装置に障害が発生しません。

装置のフェールオーバー ステータスは、show failover コマンドまたは show failover state コマンド      
で表示できます。

このコマンドの no 形式はありません。

アクティブ /アクティブ フェールオーバーでは、failover reset コマンドを入力すると、装置全体が   
リセットされます。このコマンドにフェールオーバー グループを指定すると、指定したグループだ 
けがリセットされます。

例 次に、障害が発生した装置を、障害のないステートに戻す例を示します。

hostname# failover reset

関連コマンド

group （任意）フェールオーバー グループを指定します。
group_id フェールオーバー グループ番号です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが、任意でフェールオーバー グループ ID を指定できるよう   
に変更されました。

コマンド 説明

failover interface-policy モニタリングによりインターフェイス障害が検出された場合の

フェールオーバー ポリシーを指定します。
show failover 装置のフェールオーバー ステータスに関する情報を表示します。
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failover suspend-config-sync
フェールオーバー コンフィギュレーションの同期化を一時停止するには、グローバル コンフィ  
ギュレーション モードで、failover suspend-config-sync コマンドを使用します。フェールオーバー   
をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

failover suspend-config-sync

no failover suspend-config-sync

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを実行できるのは、アクティブ装置上だけです。このコマンドを実行すると、イン

ターフェイスのモニタリングおよび論理アップデートがディセーブルになります。

例 次に、フェールオーバー コンフィギュレーションの同期化を一時停止する例を示します。

hostname(config)# failover suspend-config-sync
hostname(config)#

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure failover 実行コンフィギュレーションから failover コマンドを削除しま  
す。

failover フェールオーバーをイネーブルにします。

show running-config failover 実行コンフィギュレーションの failover コマンドを表示します。
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filter activex
FWSM を通過する HTTP トラフィックの ActiveX オブジェクトを削除するには、グローバル コン      
フィギュレーション モードで、filter activex コマンドを使用します。設定を削除するには、このコ   
マンドの no 形式を使用します。

filter activex {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] 

no filter activex {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ActiveX オブジェクトには、保護されたネットワーク上のホストおよびサーバの攻撃を目的とした 
コードが含まれていることがあるので、セキュリティ上のリスクになります。filter activex コマン  
ドを使用すると、ActiveX オブジェクトをディセーブルにできます。

except 指定した filter 条件に対して、例外を作成します。
foreign_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの 

IP アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全  
ホストを指定できます。

foreign_mask foreign_ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を  
指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホストを指定 
できます。

local_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も高いインターフェイスの 
IP アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全  
ホストを指定できます。

local_mask local_ip のネットワーク マスクを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）   
を使用すると、全ホストを指定できます。

port フィルタリングを適用する TCP ポートを指定します。通常、ポート 21 で    
すが、他の値も使用できます。ポート 21 には、http または url を使用で     
きます。許可される値の範囲は、0 ～ 65535 です。予約済みポートおよび   
その値のリストは、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router        
Firewall Services Module Configuration Guide』を参照してください。

port -port （任意）ポート範囲を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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ActiveX コントロール（旧 OLE コントロールまたは OCX コントロール）は、Web ページまたは他      
のアプリケーションに挿入できるコンポーネントです。これらのコントロールには、カスタム

フォーム、カレンダー、または情報を収集または表示するためのサードパーティの拡張形式が含ま

れています。ActiveX には、ワークステーション障害およびネットワーク セキュリティ上の問題の  
原因になる、またはサーバ攻撃に使用されるなど、技術的に多数の潜在的な問題があります。

filter activex コマンドは、HTML Web ページ内の HTML の <object> コマンドをコメント化して除外        
することにより、これらをブロックします。HTML ファイルの ActiveX フィルタリングは、   
<APPLET>、</APPLET>、<OBJECT CLASSID> 、および </OBJECT> タグを選択してコメントに置    
換することにより実行されます。トップレベルのタグをコメントに変換することで、ネストされた

タグのフィルタリングもサポートされます。

注意 <object> タグは、Java アプレット、イメージ ファイル、およびマルチメディア オブジェクトにも    
使用されますが、これらもこのコマンドによりブロックされます。

<OBJECT> または </OBJECT> HTML タグが複数のネットワーク パケット上に分割されている場     
合、またはタグ内のコードが MTU（最大伝送ユニット）のバイト数を超えている場合には、FWSM 
でタグをブロックできません。

ActiveX のブロックは、ユーザが alias コマンドを使用して参照する IP アドレスにアクセスする場    
合には、実行されません。

例 次に、すべての発信接続上で、ActiveX オブジェクトをブロックする例を示します。

hostname(config)# filter activex 80 0 0 0 0

このコマンドにより、ポート 80 上のすべてのローカル ホストからの Web トラフィック、およびす     
べての外部ホストへの接続に対して、ActiveX オブジェクトがブロックされます。

関連コマンド コマンド 説明

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
filter java FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削     

除します。

show running-config filter フィルタリング設定を表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを指定     
します。
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filter ftp
Websense サーバでフィルタリングする FTP（ファイル転送プロトコル）トラフィックを指定するに  
は、グローバル コンフィギュレーション モードで、filter ftp コマンドを使用します。設定を削除す    
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） filter ftp コマンドをイネーブルにすると、FTP インスペクションもイネーブルになります（FTP イ    
ンスペクションがどのポリシー マップに設定されていない場合も同様）。これにより、FTP のアク  
ティブ接続が許可されます。アクティブ接続を許可しない場合は、FTP サーバがパッシブ FTP 接続   
のみを受け入れるように設定してください。

filter ftp {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow] [interact-block]

no filter ftp {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow] 
[interact-block]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

port フィルタリングを適用する TCP ポートを指定します。通常、ポート 21 です    
が、他の値も使用できます。ポート 80 の場合、ftp を使用できます。

port -port （任意）ポート範囲を指定します。

except 指定した filter 条件に対して、例外を作成します。
local_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も高いインターフェイスの IP  

アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

local_mask local_ip のネットワーク マスクを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を   
使用すると、全ホストを指定できます。

foreign_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの IP  
アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

foreign_mask foreign_ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定  
します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホストを指定できます。

allow （任意）サーバが使用不可の場合、フィルタリングを適用せずに、FWSM から 
の発信接続を許可します。このオプションを指定しない場合、N2H2 または 
Websense サーバがオフラインになると、FWSM は N2H2 または Websense サー      
バがオンラインに戻るまで、ポート 80（Web）の発信トラフィックを停止し 
ます。

interact-block （任意）ユーザが、対話型 FTP プログラムを使用して FTP サーバに接続する    
のを防止します。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン filter ftp コマンドでは、Websense サーバによってフィルタリングされる FTP トラフィックを指定し     
ます。FTP フィルタリングは、N2H2 サーバ上ではサポートされません。

この機能をイネーブルにすると、ユーザがサーバに FTP GET 要求を発行した場合、FWSM はその    
要求を FTP サーバおよび Websense サーバの両方に同時に送信します。Websense サーバにより接続     
が許可されると、FWSM は、正常な FTP リターン コードを変更せずにユーザに戻します。正常な    
リターン コードとは、[250: CWD command successful] などです。

Websense サーバが接続を拒否した場合、FWSM は、接続が拒否されたことを示すために FTP リター    
ン コードを変更します。たとえば、FWSM は、コード 250 を、[550 Requested file is prohibited by         
URL filtering policy] に変更します。Websense がフィルタリングするのは、FTP GET コマンドだけで      
す。PUT コマンドはフィルタリングしません。

完全なディレクトリ パスが提供されない対話型の FTP セッションを防止するには、interactive-block   
オプションを使用します。対話型 FTP クライアントでは、完全パスを指定せずにディレクトリを変  
更できます。たとえば、cd /public/files の代わりに cd ./files を入力できます。これらのコマンドが     
使用される前に、URL フィルタリング サーバを指定し、イネーブルにする必要があります。

例 次に、FTP フィルタリングをイネーブルに設定する例を示します。

hostname(config)# url-server (perimeter) host 10.0.1.1
hostname(config)# filter ftp 21 0 0 0 0
hostname(config)# filter ftp except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

filter https Websense サーバでフィルタリングされる HTTPS トラフィック   
を識別します。

filter java FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削     
除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show running-config filter フィルタリング設定を表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。
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filter https
Websense サーバでフィルタリングする HTTPS トラフィックを指定するには、グローバル コンフィ    
ギュレーション モードで、filter https コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

filter https {[port[-port]  | except} local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow]

no filter https {[port[-port]  | except} local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

port フィルタリングを適用する TCP ポートを指定します。通常、ポート 443 です    
が、他の値も使用できます。ポート 443 の場合、https を使用できます。

port -port （任意）ポート範囲を指定します。

except （任意）指定した filter 条件に対して、例外を作成します。
dest-port 宛先ポート番号を指定します。

local_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も高いインターフェイスの IP  
アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

local_mask local_ip のネットワーク マスクを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を   
使用すると、全ホストを指定できます。

foreign_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの IP  
アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

foreign_mask foreign_ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定  
します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホストを指定できます。

allow （任意）サーバが使用不可の場合、フィルタリングを適用せずに、FWSM から 
の発信接続を許可します。このオプションを指定しない場合、N2H2 または 
Websense サーバがオフラインになると、FWSM は N2H2 または Websense サー      
バがオンラインに戻るまで、ポート 443 の発信トラフィックを停止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン FWSM は、外部の Websense フィルタリング サーバを使用した HTTPS および FTP（ファイル転送       
プロトコル）サイトのフィルタリングをサポートします。

（注） N2H2 フィルタリング サーバでは、HTTPS はサポートされません。

HTTPS フィルタリングは、サイトが許可されていない場合、SSL 接続のネゴシエーションを完了し  
ないことによって実行されます。ブラウザには、[The Page or the content cannot be displayed]（ページ       
またはコンテンツを表示できません）などのエラー メッセージが表示されます。

HTTPS コンテンツは暗号化されているので、FWSM は、ディレクトリおよびファイル名の情報な  
しで URL 検索を送信します。

例 次に、10.0.2.54 ホストからの接続を除く、すべての発信 HTTPS 接続をフィルタリングする例を示   
します。

hostname(config)# url-server (perimeter) host 10.0.1.1
hostname(config)# filter https 443 0 0 0 0
hostname(config)# filter https except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

関連コマンド コマンド 説明

filter activex FWSM を通過する HTTP トラフィックから ActiveX オブジェク     
トを削除します。

filter java FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削     
除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show running-config filter フィルタリング設定を表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。
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filter java
FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削除するには、グローバル コンフィ      
ギュレーション モードで、filter java コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

filter java {[port[-port]  | except} local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask]

no filter java {[port[-port]  | except} local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Java アプレットには、保護されたネットワーク上のホストおよびサーバの攻撃を目的としたコード 
が含まれていることがあるので、セキュリティ上のリスクになります。filter java コマンドを使用  
すると、Java アプレットを削除できます。

filter java コマンドは、発信接続から FWSM に戻る Java アプレットをフィルタリングして、排除し      
ます。ユーザは HTML ページを受信しますが、web ページのアプレットのソース コードはコメン    
トとして除外されているので、アプレットを実行することはできません。

port フィルタリングを適用する TCP ポートを指定します。通常、ポート 80 です    
が、他の値も使用できます。ポート 80 の場合、http または url を使用できます。

port -port （任意）ポート範囲を指定します。

except （任意）指定した filter 条件に対して、例外を作成します。
local_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も高いインターフェイスの IP  

アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

local_mask local_ip のネットワーク マスクを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を   
使用すると、全ホストを指定できます。

foreign_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの IP  
アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

foreign_mask foreign_ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定  
します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホストを指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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applet または /applet HTML タグが複数のネットワーク パケット上に分割されている場合、またはタ     
グ内のコードが MTU のバイト数を超えている場合には、FWSM でタグをブロックできません。Java   
アプレットが <object> タグ内に存在することが判明している場合には、filter activex コマンドを使    
用して削除します。

例 次に、すべての発信接続上で、Java アプレットをブロックする例を示します。

hostname(config)# filter java 80 0 0 0 0

このコマンドにより、ポート 80 上のすべてのローカル ホストからの Web トラフィック、およびす     
べての外部ホストへの接続に対して、Java アプレットがブロックされます。

次に、保護されたネットワーク上のホストへの Java アプレットのダウンロードをブロックする例を  
示します。

hostname(config)# filter java http 192.168.3.3 255.255.255.255 0 0

このコマンドにより、ホスト 192.168.3.3 が Java アプレットをダウンロードできなくなります。

関連コマンド コマンド 説明

filter activex FWSM を通過する HTTP トラフィックから ActiveX オブジェク     
トを削除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show running-config filter フィルタリング設定を表示します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。
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filter url
トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで、filter url コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用    
します。

filter url {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow] [cgi-truncate] 
[longurl-truncate | longurl-deny] [proxy-block] 

no filter url {[port[-port]  | except } local_ip local_mask foreign_ip foreign_mask] [allow] [cgi-truncate] 
[longurl-truncate | longurl-deny] [proxy-block] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

allow サーバが使用不可の場合、フィルタリングを適用せずに、FWSM からの発信 
接続を許可します。このオプションを指定しない場合、N2H2 または Websense  
サーバがオフラインになると、FWSM は N2H2 または Websense サーバがオン     
ラインに戻るまで、ポート 80（Web）の発信トラフィックを停止します。

cgi_truncate URL に、CGI スクリプトなどの疑問符（?）で始まるパラメータ リストが含   
まれている場合、疑問符以降のすべての文字を削除して、フィルタリング サー 
バに送信する URL を切り捨てます。

except 指定した filter 条件に対して、例外を作成します。
foreign_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も低いインターフェイスの IP  

アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

foreign_mask foreign_ip のネットワーク マスクを指定します。必ず、特定のマスク値を指定  
します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホストを指定できます。

http ポート 80 を指定します。80 の代わりに http または www を使用してポート       
80 を指定することもできます。

local_ip アクセス対象のうち、セキュリティ レベルが最も高いインターフェイスの IP  
アドレスを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を使用すると、全ホスト 
を指定できます。

local_mask local_ip のネットワーク マスクを指定します。0.0.0.0 （または短縮形、0）を   
使用すると、全ホストを指定できます。

longurl-deny URL が URL バッファ サイズの制限を超えている場合、または URL バッファ      
を使用できない場合、URL 要求を拒否します。

longurl-truncate URL が URL バッファ制限を越えている場合、Websense サーバに送信元ホス    
ト名または IP アドレスだけを送信します。

mask 任意のマスクを指定します。

[port[-port] （任意）フィルタリングを適用する TCP ポートを指定します。通常、ポート  
80 ですが、他の値も使用できます。ポート 80 の場合、http または url を使用      
できます。任意にポート範囲を指定するには、ハイフンを付けて 2 つめのポー  
トを追加します。

proxy-block ユーザによる HTTP プロキシ サーバへの接続を防止します。
url FWSM を通過するデータから、URL をフィルタリングします。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン filter url コマンドを使用すると、発信ユーザに対して、N2H2 または Websense フィルタリング ア     
プリケーションを使用してユーザが指定した WWW URL へのアクセスを防止することができま   
す。

（注） filter url コマンドを発行する前に、url-server コマンドを設定しておく必要があります。

filter url コマンドの allow オプションは、N2H2 または Websense サーバがオフラインになった場合       
の FWSM の動作を決定します。filter url コマンドに allow オプションを指定すると、N2H2 または       
Websense サーバがオフラインになった場合、ポート 80 のトラフィックは、フィルタリングされず   
に FWSM を通過します。allow オプションを使用しない場合、サーバがオフラインになると、FWSM   
は、サーバがオンラインに戻るまでポート 80（Web）の発信トラフィックを停止するか、他の URL  
サーバを使用できる場合には、次の URL サーバに制御を渡します。

（注） allow オプションを使用した場合、N2H2 または Websense サーバがオフラインになると、FWSM は     
代替サーバに制御を渡します。

FWSM と N2H2 または Websense サーバを併用することにより、企業のセキュリティ ポリシーに基      
づいて、ユーザの Webサイトへのアクセスを拒否できます。

Websense フィルタリング サーバの使用方法

Websense プロトコル Version 4 により、ホストと FWSM 間でグループおよびユーザ名が認証できま      
す。FWSM がユーザ名の検索を実行すると、Websense サーバは URL フィルタリングおよびユーザ    
名のロギングを実行します。

N2H2 サーバは、512 MB の最低推奨 RAM が搭載された IFP サーバが稼働する Windows ワークス         
テーション（2000、NT、または XP）でなければなりません。また、N2H2 サービスでは、長い URL   
のサポートは Websense の上限より少ない 3 KB に制限されます。

Websense プロトコル Version 4 には、次の拡張機能が含まれています。

 • URL フィルタリングにより、FWSM で、Websense サーバで定義されたポリシーに基づいて、   
発信 URL 要求をチェックできます。

 • ユーザ名のロギングにより、Websense サーバ上でユーザ名、グループ、およびドメイン名を追 
跡できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • ユーザ名検索により、FWSM でユーザ認証テーブルを使用し、ホスト IP アドレスをユーザ名   
にマップできます。

Websense の情報は、次の Web サイトから入手できます。

http://www.websense.com/

設定手順

URL をフィルタリングする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ベンダー特定の適切な url-server コマンド形式を使用して、N2H2 または Websense サーバを指定し     
ます。

ステップ 2 filter コマンドを使用して、フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 3 必要に応じて、url-cache コマンドを使用してスループットを改善します。

（注） url-cache コマンドは、Websense ログを更新しませんが、Websense のアカウンティング レ    
ポートに影響することがあります。url-cache コマンドを使用する前に、Websense の実行ロ  
グを累積してください。

ステップ 4 実行情報を表示するには、show url-cache statistics コマンドおよび show perfmon コマンドを使用し      
ます。

長い URL の処理

Websense フィルタリング サーバの場合最大 4 KB、N2H2 フィルタリング サーバの場合最大 1159 バ        
イトまでの URL のフィルタリングがサポートされます。

最大許容サイズを超える URL 要求を処理するには、longurl-truncate および cgi-truncate オプション     
を使用します。

URL が最大長を超えている場合、longurl-truncate または longurl-deny オプションがイネーブルに    
設定されていないと、FWSM はそのパケットをドロップします。

longurl-truncate オプションを使用すると、URL が最大許容長を超えている場合、FWSM はフィル   
タリング サーバで評価できるように URL のホスト名または IP アドレスの部分だけを送信します。     
URL が最大許容長を超えている場合に、発信 URL トラフィックを拒否するには、longurl-deny オ    
プションを使用します。

CGI URL を、パラメータをつけずに CGI スクリプトの場所とスクリプト名だけに短縮するには、    
cgi-truncate オプションを使用します。長い HTTP 要求のほとんどは、CGI 要求です。パラメータ    
リストが非常に長い場合、パラメータ リストを含む完全な CGI 要求を待機および送信すると、メ   
モリ リソースが消費され、FWSM のパフォーマンスに影響します。

HTTP 応答のバッファリング

デフォルトでは、ユーザが特定の Web サイトへの接続要求を発行すると、FWSM は要求を Web サー     
バおよびフィルタリング サーバに同時に送信します。Web コンテンツ サーバの応答よりも前に   
フィルタリング サーバからの応答がない場合、Web サーバからの応答はドロップされます。これ  
により、Web クライアント側では、Web サーバからの応答が遅れることになります。

http://www.websense.com/
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HTTP 応答バッファをイネーブルにすると、Web コンテンツ サーバからの応答がバッファに保管さ   
れ、フィルタリング サーバが接続を許可した時点で、応答が要求側ユーザに転送されます。これに 
より、遅延を緩和することができます。

HTTP 応答バッファをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。

url-block block block-buffer-limit

block-buffer-limit に、バッファするブロックの最大数を指定します。許容値は 0 ～ 128 で、一度に     
バッファできる 1550 バイト ブロック数を指定します。

例 次に、10.0.2.54 ホストからの接続を除く、すべての発信 HTTP 接続をフィルタリングする例を示し   
ます。

hostname(config)# url-server (perimeter) host 10.0.1.1
hostname(config)# filter url 80 0 0 0 0
hostname(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

次に、ポート 8080 で待ち受けるプロキシ サーバを宛先とする、すべての発信 HTTP 接続をブロッ     
クする例を示します。

hostname(config)# filter url 8080 0 0 0 0 proxy-block

関連コマンド コマンド 説明

filter activex FWSM を通過する HTTP トラフィックから ActiveX オブジェクトを削除し     
ます。

filter java FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削除します。
url-block フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サーバ応   

答で使用する URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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firewall transparent
ファイアウォール モードをトランスペアレント モードに設定するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで、firewall transparent コマンドを使用します。ルーテッド モードに戻すには、    
このコマンドの no 形式を使用します。トランスペアレント ファイアウォールは、「通信上の困難」   
または「ステルス ファイアウォール」のように動作するレイヤ 2 ファイアウォールで、接続先デバ   
イスへのルータ ホップとして認識されません。このモードを、マルチ コンテキスト モードの各セ   
キュリティ コンテキストに個別に設定できるようになりました。

firewall transparent

no firewall transparent

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 両方のモードでサポートされるコマンドはほとんどないので、モードを変更すると、FWSM はコン 
フィギュレーションをクリアします。コンフィギュレーションをすでに実装している場合には、

モードを変更する前に、コンフィギュレーションを必ずバックアップしてください。このバック

アップは、新しいコンフィギュレーションを作成するときの参照として使用できます。

firewall transparent コマンドでモードを変更するテキスト コンフィギュレーションを FWSM にダ     
ウンロードする場合には、必ず、コンフィギュレーションの最初にこのコマンドを設定してくださ

い。FWSM は、このコマンドを読み込むとすぐにモードを変更し、ダウンロードしたコンフィギュ 
レーションの読み取りを継続します。このコマンドが、コンフィギュレーションの途中に設定され

ていると、FWSM はそこまでのコンフィギュレーションをすべてクリアします。

例 次に、ファイアウォール モードをトランスペアレントに変更する例を示します。

hostname(config)# firewall transparent

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このモードを、マルチ コンテキスト モードの各セキュリティ コンテキス   
トに個別に設定できるようになりました。以前は、このコマンドをシステ

ム実行スペースに入力し、全コンテキストにモードを設定していました。
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関連コマンド コマンド 説明

arp-inspection ARP パケットとスタティック ARP エントリを比較する ARP 検     
査をイネーブルにします。

mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  
ク MAC アドレス エントリを追加します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show firewall ファイアウォール モードを表示します。
show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  

MAC アドレス テーブルを表示します。
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format
すべてのファイルを消去して、ファイル システムをフォーマットするには、特権 EXEC モードで、   
format コマンドを使用します。このコマンドは、非表示システム ファイルを含め、ファイル シス   
テム上の全ファイルを消去し、ファイル システムを再インストールします。

format {flash:} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン format コマンドは、指定したファイル システム上の全データを消去し、デバイスに FAT 情報を再    
書き込みします。

注意 format コマンドは、破壊されたフラッシュ メモリをクリーンアップする必要がある場合に限り、十  
分に注意して使用してください。

（非表示システム ファイルを除く）すべての表示ファイルを削除するには、format コマンドの代わ  
りに、delete /recursive コマンドを使用します。

例 次に、フラッシュ メモリをフォーマットする例を示します。

hostname# format flash:

関連コマンド

flash: 内蔵フラッシュ メモリを、コロンを付けて指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

delete ユーザに表示されるすべてのファイルを削除します。

erase すべてのファイルを削除し、フラッシュ メモリをフォーマットします。
fsck 破壊されたファイル システムを修復します。
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fqdn
エンロールメント実行中に証明書の Subject Alternative Name 拡張に特定の FQDN（完全修飾ドメイ     
ン名）を付加するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、fqdn コマ     
ンドを使用します。fqdn のデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

fqdn fqdn

no fqdn

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FQDN は含まれません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central のエンロールメント要求に FQDN engineering を含める例を示しま     
す。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# fqdn engineering
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

fqdn 完全なドメイン名を指定します。fqdn の最大長は、64 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment retry count エンロールメント要求を送信する再試行回数を設定します。

enrollment retry period エンロールメント要求の送信を試みるまでの待機時間を分単位で

指定します。

enrollment terminal トラストポイントのカットアンドペースト方式のエンロールメン

トを指定します。
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fragment
パケット分割の管理を追加し、NFS との互換性を改善するには、グローバル コンフィギュレーショ  
ン モードで、fragment コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

fragment {size | chain | timeout limit} [interface]

no fragment {size | chain | timeout limit} [interface]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • chain は、24 パケットです。

 • interface は、すべてのインターフェイスです。

 • size は、200 です。

 • timeout は、5 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

chain limit 完全な IP パケットの分割可能な最大数（1 ～ 8200）を指定します。デフォ    
ルトの値は、24です。

interface （任意）FWSM インターフェイスを指定します。インターフェイスを指定 
しない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます

size limit 再構成を待機する IP 再構成データベースに保管できる最大パケット数（1  
～ 30000）を設定します。デフォルトの値は、200です。

timeout limit すべての分割パケットの到達を待機する最大秒数（1 ～ 30）を指定します。  
デフォルトの値は、5です。パケットの最初のフラグメントが着信すると、
タイマーが起動します。指定秒数が経過してもパケットのフラグメントが

すべて着信しない場合は、すでに着信したパケットのフラグメントがすべ

て廃棄されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(3) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドが変更され、chain、size、または timeout のいずれかの引数  
の選択が必要になりました。旧リリースのソフトウェアと異なり、

fragment コマンドを入力する場合には、必ず 1 つの引数を指定する必要が   
あります。
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使用上のガイドライン デフォルトでは、FWSM は、完全な IP パケットを再構成するために、最大 24 の分割パケットを受     
け入れます。ネットワークのセキュリティ ポリシーに基づいて、各インターフェイスに fragment 
chain 1 interface コマンドを入力し、分割されたパケットが FWSM を通過しないように、FWSM を      
設定する必要があります。limit を 1 に設定した場合、すべてのパケットが、分割されていない完全   
な状態でなければなりません。

FWSM を通過するネットワーク トラフィックのほとんどが NFS である場合、データベースのオー    
バーフローを防ぐために、さらに調整が必要になることがあります。

WAN インターフェイスのように、NFS サーバとクライアント間の MTU（最大伝送ユニット）サイ   
ズが小さい環境では、chain キーワードの追加調整が必要になることがあります。この場合、効率 
を改善するために NFS over TCP を使用することを推奨します。

例 次に、外部インターフェイスおよび内部インターフェイス上で、分割されたパケットを防ぐ例を示

します。

hostname(config)# fragment chain 1 outside
hostname(config)# fragment chain 1 inside

分割されたパケットを防ぐ必要のある他の各追加インターフェイスに対して、続けて fragment 
chain 1 interface コマンドを入力します。

次に、外部インターフェイス上に分割データベースを設定し、最大サイズを 2000、チェーンの最大 
長を 45、待機時間を 10 秒に設定する例を示します。

hostname(config)# fragment size 2000 outside
hostname(config)# fragment chain 45 outside
hostname(config)# fragment timeout 10 outside

関連コマンド コマンド 説明

clear configure fragment すべての IP フラグメント再構成設定をデフォルト値にリセット  
します。

clear fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを消去します。
show fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示します。
show running-config fragment IP フラグメント再構成設定を表示します。
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fsck
ファイル システムのチェックと不良セクタの修復を行うには、特権 EXEC モードで、fsck  コマン     
ドを使用します。

fsck [/no confirm]{disk0: | disk1: | flash:}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン fsck コマンドは、ファイル システムをチェックし、破損箇所を修復します。物理的な修復手順を実  
行する前に、このコマンドを試してみてください。

/noconfirm キーワードを指定すると、確認プロンプトなしで破損箇所が自動的に修復されます。

例 次に、フラッシュ メモリのファイル システムをチェックする例を示します。

hostname# fsck flash:

関連コマンド

/noconfirm （任意）修復の確認プロンプトを表示しません。

disk0: 内蔵フラッシュ メモリを、コロンを付けて指定します。
disk1: 外部フラッシュ メモリ カードを、コロンを付けて指定します。
flash: 内蔵フラッシュ メモリを、コロンを付けて指定します。ASA 5500 シリー   

ズでは、flash キーワードのエイリアスとして disk0 が定義されています。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

7.0 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

delete ユーザに表示されるすべてのファイルを削除します。

erase すべてのファイルを削除し、フラッシュ メモリをフォーマットします。
format 非表示システム ファイルを含め、ファイル システム上の全ファイルを消  

去し、ファイル システムを再インストールします。
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ftp mode passive
FTP（ファイル転送プロトコル）モードをパッシブに設定するには、グローバル コンフィギュレー 
ション モードで、ftp mode passive コマンドを使用します。FTP クライアントをアクティブ モード      
にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ftp mode passive

no ftp mode passive

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ftp mode passive コマンドは、FTP モードをパッシブに設定します。FWSM は、FTP を使用して、      
FTP サーバとの間でイメージ ファイルまたはコンフィギュレーション ファイルのアップロードま   
たはダウンロードを実行できます。ftp mode passive コマンドは、FWSM 上の FTP クライアントと      
FTP サーバとの通信方法を制御します。

パッシブ FTP では、クライアントが制御接続およびデータ接続の両方を開始します。パッシブ モー   
ドは、サーバのステートを決定します。つまり、サーバは、クライアントによって開始された制御

接続およびデータ接続の両方を受動的に受け入れます。

パッシブ モードでは、宛先ポートと送信元ポートは、いずれも一時ポート（1024 以上）になりま  
す。このモードは、クライアントが passive コマンドを発行し、パッシブ データ接続の設定を開始   
するときにクライアントによって設定されます。パッシブ モードでのデータ接続の受信側である 
サーバは、特定の接続を待ち受けるポート番号で応答します。

例 次に、FTP モードをパッシブに設定する例を示します。

hostname(config)# ftp mode passive

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

copy FTP（ファイル転送プロトコル）サーバとの間でイメージ ファ 
イルまたはコンフィギュレーション ファイルをアップロードま 
たはダウンロードします。

debug ftp client FTP クライアントのアクティビティに関する詳細情報を表示し 
ます。

show running-config ftp mode FTP クライアントの設定を表示します。
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ftp-map
厳密な FTP（ファイル転送プロトコル）検査のためのパラメータを定義する特定のマップを指定す 
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで、ftp-map コマンドを使用します。マップを   
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ftp-map map_name 

no ftp-map map_name 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ftp-map コマンドを使用して、厳密な FTP 検査用のパラメータの定義に使用する特定のマップを指   
定します。このコマンドを入力すると、特定のマップを定義するための各種コマンドを入力できる、

FTP マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。FTP クライアントが FTP サーバに特      
定のコマンドを送信しないようにするには、request-command deny コマンドを使用します。

FTP マップを定義したあと、inspect ftp strict コマンドを使用して、マップをイネーブルにします。    
さらに、class-map、policy-map、および service-policy コマンドを使用して、トラフィックのクラス  
を定義し、クラスに inspect コマンドを適用し、1 つまたは複数のインターフェイスにポリシーを適   
用します。

例 次に、FTP トラフィックを指定し、FTP マップを定義し、ポリシーを定義し、外部インターフェイ  
スにポリシーを適用する例を示します。

hostname(config)# class-map ftp-port 
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 21
hostname(config)# ftp-map inbound_ftp
hostname(config-ftp-map)# request-command deny put stou appe
hostname(config-ftp-map)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class ftp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp strict inbound_ftp 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config-pmap)# exit
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

map_name FTP マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義し  
ます。

inspect ftp アプリケーション検査に特定の FTP マップを適用します。
mask-syst-reply クライアントからの FTP サーバ応答を非表示にします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
request-command deny 禁止する FTP コマンドを指定します。
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13

gateway ～ http-map コマンド

gateway
特定のゲートウェイを管理するコール エージェントのグループを指定するには、MGCP マップ コ   
ンフィギュレーション モードで、gateway コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマ  
ンドの no 形式を使用します。

gateway ip_address [group_id] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン gateway コマンドを使用すると、特定のゲートウェイを管理するコール エージェント グループを指   
定できます。ゲートウェイの IP アドレスを指定するには、ip_address オプションを使用します。   
group_id オプションは、0 ～ 4294967295 の数値で、ゲートウェイを管理しているコール エージェ     
ントの group_id と一致する必要があります。ゲートウェイは 1 つのグループだけに属すことができ    
ます。

gateway 特定のゲートウェイを管理するコール エージェントのグループを指定し 
ます。

ip_address ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
group_id コール エージェント グループの ID を 0 ～ 217483647 の範囲で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

MGCP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 13章      gateway ～ http-map コマンド         
gateway

13-2
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

例 次に、コール エージェント 10.10.11.5 および 10.10.11.6 でゲートウェイ 10.10.10.115 を制御し、コー       
ル エージェント 10.10.11.7 および 10.10.11.8 で 2 つのゲートウェイ 10.10.10.116 および 10.10.10.117          
を制御するように設定する例を示します。

hostname(config)# mgcp-map mgcp_policy
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.5 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.6 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.7 102
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.8 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.115 101
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.116 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.117 102

関連コマンド コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報を表示できるようにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show mgcp MGCP の設定およびセッション情報を表示します。
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global
NAT（ネットワーク アドレス変換）用にマッピングされたアドレスのプールを作成するには、グ 
ローバル コンフィギュレーション モードで、global コマンドを使用します。アドレスのプールを   
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

global (mapped_ifc) nat_id {mapped_ip[-mapped_ip] [netmask mask] | interface}

no global (mapped_ifc) nat_id {mapped_ip[-mapped_ip] [netmask mask] | interface}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

interface マッピング先のアドレスとしてインターフェイスの IP アドレスを使用  
します。

mapped_ifc マッピング先の IP アドレス ネットワークに接続されたインターフェイ   
スの名前を指定します。

mapped_ip[-mapped_ip] マッピング先のインターフェイスを終了するときに、実アドレスに変換

するマッピング アドレスを指定します。単一アドレスを指定する場合に 
は、PAT（ポート アドレス変換）を設定します。アドレス範囲を指定す 
る場合には、ダイナミック NAT を設定します。

外部ネットワークがインターネットに接続している場合には、Network
Information Center（NIC）に各グローバル IP アドレスを登録する必要が   
あります。

nat_id NAT ID の整数を指定します。この ID は、変換する実アドレスに、マッ    
ピングしたプールを関連付けるために、nat コマンドにより参照されま 
す。

標準 NAT の場合、この整数は 1 ～ 2147483647 です。ポリシー NAT（nat       
id access-list）の場合、この整数は 1 ～ 65535 です。

NAT ID 0 には、global コマンドを指定しないでください。0 は、global     
コマンドを使用しないアイデンティティ NAT および NAT 免除用に予    
約されています。

netmask mask （任意）mapped_ipのネットワーク マスクを指定します。このマスクは、 
mapped_ip とペアにする場合、ネットワークを指定しません。ホストに 
割り当てる場合、mapped_ip に割り当てたサブネット マスクを指定しま  
す。アドレス範囲を設定する場合には、mapped_ip-mapped_ip を指定す
る必要があります。

マスクを指定しない場合、アドレス クラスのデフォルト マスクが使用  
されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン ダイナミック NAT および PAT では、最初に nat コマンドを設定し、変換する特定のインターフェ      
イス上の実アドレスを指定します。さらに、別のインターフェイスを終了するときに、別個の global 
コマンドを設定して、マッピング アドレス（PAT の場合は 1 つのアドレス）を指定します。各 nat     
コマンドは、各コマンドに割り当てる番号となる NAT ID の値と比較することにより、global コマ    
ンドと照合されます。

ダイナミック NAT および PAT の詳細については、nat コマンドを参照してください。

NAT の設定を変更し、既存の変換がタイムアウトしないうちに新しい NAT 情報が使用されるよう   
にする場合は、clear xlate コマンドを使用して、変換テーブルを消去できます。ただし、変換テー  
ブルを消去すると、現在のすべての接続が切断されます。

例 内部インターフェイス上の 10.1.1.0/24 ネットワークを変換するには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.30

ダイナミック NAT 用のアドレス プールを指定し、さらに NAT プールを使い果たした場合に使用す     
る PAT アドレスを指定するには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.5
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.20

セキュリティ レベルの低い dmz ネットワーク アドレスを変換して、たとえば、内部ネットワーク    
（10.1.1.0）と同じネットワーク上にあるように見せかけ、ルーティングを簡素化するには、次のコ
マンドを入力します。

hostname(config)# nat (dmz) 1 10.1.2.0 255.255.255.0 outside dns
hostname(config)# global (inside) 1 10.1.1.45

ポリシー NAT を使用し、1 つの実アドレスに 2 つの異なる宛先アドレスを指定するには、次のコマ     
ンドを入力します。

hostname(config)# access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.0 
255.255.255.224
hostname(config)# access-list NET2 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.200.224 
255.255.255.224
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list NET1 tcp 0 2000 udp 10000
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list NET2 tcp 1000 500 udp 2000
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

ポリシー NAT を使用し、異なるポートを使用する実アドレスと宛先アドレスのペアを 1 つ指定す    
るには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# access-list WEB permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11 
255.255.255.255 eq 80
hostname(config)# access-list TELNET permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11 
255.255.255.255 eq 23
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list WEB
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list TELNET
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。



第 13章      gateway ～ http-map コマンド
group-delimiter

13-5
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

関連コマンド

group-delimiter
グループ名の解析をイネーブルにし、トンネルのネゴシエーション中に受信するユーザ名からグ

ループ名を解析するときに使用するデリミタを指定するには、グローバル コンフィギュレーション 
モードで、group-delimiter コマンドを使用します。グループ名の解析をディセーブルにするには、 
このコマンドの no 形式を使用します。

group-delimiter delimiter

no group-delimiter

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、デリミタは指定されず、グループ名の解析はディセーブルです。

例 次に、group-delimiter コマンドを使用して、グループのデリミタをハッシュ符号（#）に変更する 
例を示します。

hostname(config)# group-delimiter #

関連コマンド

コマンド 説明

clear configure global コンフィギュレーションから global コマンドを削除します。
nat 変換する実アドレスを指定します。

show running-config global コンフィギュレーションの global コマンドを表示します。
static 1 対 1 の変換を設定します。

delimiter グループ名のデリミタとして使用する文字を指定します。有効値は、@、
#、および ! です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config group-delimiter 現在のグループのデリミタ値を表示します。

strip-group ストリップ グループ処理をイネーブルまたはディセー 
ブルにします。
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group-lock
リモート ユーザに対し、トンネル グループ経由のアクセスだけを許可するには、グループ ポリシー   
コンフィギュレーション モードまたは username コンフィギュレーション モードで、group-lock コ     
マンドを使用します。

実行コンフィギュレーションから group-lock 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用    
します。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーから値を継承できます。グループ 
ロックをディセーブルにするには、group-lock none コマンドを使用します。

グループロックは、VPN クライアントに設定されているグループが、ユーザが割り当てたトンネル 
グループと一致しているかどうかを確認することにより、ユーザを制約します。一致していない場

合、FWSM はユーザの接続を許可しません。グループロックを設定しない場合、FWSM は、割り  
当てられたグループとは関係なく、ユーザを認証します。

group-lock {value tunnel-grp-name | none}

no group-lock

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーにグループロックを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# group-lock value tunnel group name

none グループロックをヌル値に設定し、グループロックの制約を適用しませ

ん。デフォルトまたは指定したグループ ポリシーからのグループロック値 
の継承を防ぎます。

value tunnel-grp-name FWSM がユーザに接続するように要求する既存のトンネル グループの名  
前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

ユーザ名  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 13章      gateway ～ http-map コマンド
group-object

13-7
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

group-object
ネットワーク オブジェクト グループを追加するには、プロトコル、ネットワーク、サービス、お  
よび icmp-type コンフィギュレーション モードで、group-object コマンドを使用します。ネットワー    
ク オブジェクト グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

group-object obj_grp_id

no group-object obj_grp_id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン オブジェクト グループとなるオブジェクトを定義するには、group-object コマンドと object-group   
コマンドを併用します。プロトコル、ネットワーク、サービス、および icmp-type コンフィギュレー  
ション モードでこのコマンドを実行します。このコマンドにより、同じタイプのオブジェクトの論 
理グループを作成し、構造型コンフィギュレーションに階層型オブジェクト グループを構築できま 
す。

オブジェクトがグループ オブジェクトの場合には、オブジェクト グループ内でオブジェクトを重  
複できます。たとえば、グループ A およびグループ B の両方にオブジェクト 1 が含まれている場      
合、A および B の両方を含むグループ C を定義できます。ただし、グループの階層が循環する原因     
となるグループ オブジェクトを含めることはできません。たとえば、グループ A にグループ B が     
含まれている場合、グループ B にグループ A を含めることはできません。

階層型オブジェクト グループの最大許容レベルは、10 です。

obj_grp_id オブジェクト グループ（1 ～ 64 文字）を指定します。文字、数字、「_」、    
「-」、および「.」を任意に組み合わせることができます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

プロトコル、ネットワーク、

サービス、icmp-type コンフィ
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ネットワーク コンフィギュレーション モードで group-object コマンドを使用し、ホストの    
重複設定を不要にする例を示します。

hostname(config)# object-group network host_grp_1
hostname(config-network)# network-object host 192.168.1.1
hostname(config-network)# network-object host 192.168.1.2 
hostname(config-network)# exit
hostname(config)# object-group network host_grp_2
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.1
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.2
hostname(config-network)# exit
hostname(config)# object-group network all_hosts
hostname(config-network)# group-object host_grp_1
hostname(config-network)# group-object host_grp_2
hostname(config-network)# exit
hostname(config)# access-list grp_1 permit tcp object-group host_grp_1 any eq ftp
hostname(config)# access-list grp_2 permit tcp object-group host_grp_2 any eq smtp
hostname(config)# access-list all permit tcp object-group all-hosts any eq w

関連コマンド コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから、すべての object-group コマ  
ンドを削除します。

network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   
ジェクトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを   

追加します。

show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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group-policy
グループ ポリシーを作成または編集するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、   
group-policy コマンドを使用します。コンフィギュレーションからグループ ポリシーを削除するに  
は、このコマンドの no 形式を使用します。

group-policy name {internal [from group-policy_name] | external server-group server_group 
password server_password}

no group-policy name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM には、[DefaultGroupPolicy] という名前のデフォルトのグループ ポリシーが存在します。た   
だし、デフォルト グループ ポリシーを有効にするには、このポリシーを使用するように FWSM を    
設定する必要があります。設定方法については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series       
Router Firewall Services Module Configuration Guide』を参照してください。

DefaultGroupPolicy には、次の AVP が設定されています。

external server-group server_group グループ ポリシーを外部として指定し、FWSM が属性を問  
い合わせる AAA サーバ グループを指定します。

from group-policy_name 内部グループ ポリシーの属性を、既存グループ ポリシーの  
値に初期設定します。

internal グループ ポリシーを内部として指定します。
name グループ ポリシーの名前を指定します。
password server_password 外部 AAA サーバ グループから属性を取得するときに使用   

するパスワードを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

属性 デフォルト値

wins-server なし

dns-server なし

vpn-access-hours 制限なし

vpn-simultaneous-logins 3
vpn-idle-timeout 30 分
vpn-session-timeout なし
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例 次に、FirstGroup という名前の内部グループ ポリシーを作成する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup internal

次に、AAA サーバ グループに BostonAAA、パスワードに 12345678 を指定し、ExternalGroup とい      
う名前の外部グループ ポリシーを作成する例を示します。

hostname(config)# group-policy ExternalGroup external server-group BostonAAA password 
12345678

関連コマンド

vpn-filter なし

vpn-tunnel-protocol IPSec WebVPN
ip-comp ディセーブル

re-xauth ディセーブル

group-lock なし

pfs ディセーブル

client-access-rules なし

banner なし

password-storage ディセーブル

ipsec-udp ディセーブル

ipsec-udp-port 10000
backup-servers keep-client-config
split-tunnel-policy tunnelall
split-tunnel-network-list なし

default-domain なし

split-dns なし

client-firewall なし

secure-unit-authentication ディセーブル

user-authentication ディセーブル

user-authentication-idle-timeout なし

ip-phone-bypass ディセーブル

leap-bypass ディセーブル

nem ディセーブル

属性 デフォルト値

コマンド 説明

clear configure group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシー  
の設定を削除します。

group-policy attributes グループポリシー属性モードを開始し、指定されたグループ

ポリシーの AVP を設定できるようにします。
show running-config group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシー  

の実行コンフィギュレーションを表示します。
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group-policy attributes
グループ ポリシー属性モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、   
group-policy attributes コマンドを使用します。グループ ポリシーからすべての属性を削除するに   
は、このコマンドの no 形式を使用します。この属性モードで、指定したグループ ポリシーの AVP    
を設定できます。

group-policy name attributes

no group-policy name attributes

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 属性モードにおけるこのコマンドの構文には、一般に次の特徴があります。

 • no 形式を使用すると、実行コンフィギュレーションから属性が削除され、他のグループ ポリ  
シーからの値の継承がイネーブルになります。

 • none キーワードを使用すると、実行コンフィギュレーションの属性がヌル値に設定され、値は 
継承されません。

 • ブール属性には、イネーブル化およびディセーブル化された設定用の明示的な構文がありま

す。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーについて、グループ ポリシー属性モードを開始する例を   
示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)#

関連コマンド

name グループ ポリシーの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシー  
の設定を削除します。

group-policy グループ ポリシーを作成、編集、または削除します。
show running-config group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシー  

の実行コンフィギュレーションを表示します。
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h225-map
H.225 アプリケーション検査マップを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モード   
で、h225-map コマンドを使用します。マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま   
す。

h225-map map_name 

no h225-map map_name 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン H.225 マップにより、H.225 コール シグナリングに HSI が含まれている場合、FWSM で H.245 接続        
用のダイナミックなポート単位のピンホールをオープンできます。

. H.225 マップは、HSI および関連するエンドポイントの情報を提供します。これらは、FWSM に    
よって保護されているネットワークのセキュリティを損なわずに接続を確立するために必要な情

報です。

h225-map コマンドを入力すると、特定のマップを定義するための各種コマンドを入力できる、 
H.225 マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。

1 つの H.225 マップに、最大 5 つの HSI グループを含めることができます。各 HSI グループに、最         
大 10 のエンドポイントを設定できます。

例 次に、H.225 マップを定義する例を示します。

hostname(config)# h225-map sample_map
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 10.10.15.11 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.3.6.1 inside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.10.25.5 outside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit

map_name H.225 マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

help
指定したコマンドのヘルプ情報を表示するには、ユーザ EXEC モードで help コマンドを使用しま    
す。

help {command | ?}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン help コマンドは、すべてのコマンドに関するヘルプ情報を表示します。各コマンドのヘルプを表示 
するには、help コマンドのあとにコマンド名を入力します。コマンド名を指定せずに、? を入力す  
ると、現在の特権レベルおよびモードで使用可能なすべてのコマンドが表示されます。

pager コマンドをイネーブルにすると、24 行が表示されたあと出力が停止し、次のプロンプトが表  
示されます。

<--- More --->

More プロンプトでは、次のように UNIX moreコマンドと類似した構文を使用します。

 • 次のテキスト画面を表示するには、Space バーを押します。

 • 次の行を表示するには、Enter キーを押します。

 • コマンド ラインに戻るには、q キーを押します。

コマンド 説明

endpoint HSI グループに関連付けるエンドポイントを定義します。
hsi HSI グループに関連付ける HSI を定義します。
hsi-group HSI グループを定義し、HSI グループ コンフィギュレーション モードを    

イネーブルにします。

inspect h323 h225 H.323 アプリケーション検査に H.225 マップを適用します。

command CLI（コマンドライン インターフェイス）ヘルプを表示するコマンドを指定し 
ます。

? 現在の特権レベルおよびモードで使用可能なすべてのコマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、rename コマンドのヘルプ情報を表示する例を示します。

hostname# help rename

USAGE:

        rename /noconfirm [{disk0:|disk1:|flash:}] <source path> [{disk0:|disk1:
|flash:}] <destination path>

DESCRIPTION:

rename          Rename a file

SYNTAX:

/noconfirm                      No confirmation
{disk0:|disk1:|flash:} Optional parameter that specifies the filesystem
<source path>           Source file path
<destination path>      Destination file path

hostname#

次に、コマンド名と疑問符を入力して、ヘルプ情報を表示する例を示します。

hostname(config)# enable ?
usage: enable password <pwd> [encrypted]

コマンド プロンプトに    ? を入力すると、メイン コマンド（show、no、または clear コマンドでな        
い）に関するヘルプ情報が表示されます。

hostname(config)# ?
aaa                                                                                          Enable, disable, or view TACACS+ or RADIUS
                                                                                                                user authentication, authorization and accounting
…

関連コマンド コマンド 説明

show version オペレーティング システム ソフトウェアに関する情報を表示します。
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hostname
FWSM のホスト名を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで、hostname コマ    
ンドを使用します。デフォルトのホスト名に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。ホ  
スト名はコマンドライン プロンプトとして表示されます。複数のデバイスに対してセッションを確 
立する場合、ホスト名はコマンドを入力したデバイスを追跡するのに役立ちます。

hostname name

no hostname [name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、FWSM です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードでは、システムの実行スペースで設定したホスト名が、すべてのコン  
テキストのコマンドライン プロンプトに表示されます。

コンテキスト内で任意に設定するホスト名は、コマンドラインには表示されませんが、banner コマ 
ンドの $(hostname) トークンに使用できます。

例 次に、ホスト名を firewall に設定する例を示します。

hostname(config)# hostname firewall1
firewal11(config)# 

関連コマンド

name 最大 63 文字でホスト名を指定します。ホスト名の最初と最後は文字また  
は数字で、中間は文字、数字、またはハイフンで構成する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

banner ログイン、message of the day 、またはイネーブル バナーを設定します。
domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。



第 13章      gateway ～ http-map コマンド         
hsi

13-16
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

hsi
HSI に HSI グループを関連付けるには、HSI グループ コンフィギュレーション モードで、hsi コマ       
ンドを使用します。HSI を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

hsi ip address 

no hsi ip address 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン HSI グループにより、Cisco CallManager が H.323 エンドポイント間の接続を試みる場合、FWSM で      
H.323 接続を可能にするダイナミックなポート単位のピンホールをオープンできます。

1 つの H.225 マップに、最大 5 の HSI グループを関連付けることができます。各 HSI グループに、         
最大 10 のエンドポイントを設定できます。

例 次に、H.225 マップを定義する例を示します。

hostname(config)# h225-map hmap
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 10.10.15.11 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.3.6.1 inside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.10.25.5 outside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit

関連コマンド

ip address HSI の IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HSI グループ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

endpoint HSI グループに関連付けるエンドポイントを定義します。
hsi-group HSI グループを定義し、HSI グループ コンフィギュレーション モードを    

イネーブルにします。

h225-map H.225 マップを定義し、H.225 マップ コンフィギュレーション モードを    
開始します。

inspect h323 h225 H.323 アプリケーション検査に H.225 マップを適用します。
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hsi-group
HSI グループを定義するには、H.225 マップ コンフィギュレーション モードで、hsi-group コマン     
ドを使用します。HSI グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

hsi-group group_ID

no hsi-group group_ID

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン hsi-group コマンドを入力すると、特定のマップを定義するための各種コマンドを入力できる、HSI 
グループ コンフィギュレーション モードが開始されます。

HSI グループにより、H.225 コール シグナリングに HSI が含まれている場合、FWSM で H.245 接続        
用のダイナミックなポート単位のピンホールをオープンできます。

1 つの H.225 マップに、最大 5 の HSI グループを関連付けることができます。各 HSI グループに、         
最大 10 のエンドポイントを設定できます。エンドポイントを設定する前に、グループ内に HSI を    
設定しておく必要があります。HSI グループを削除する場合には、事前にすべてのエンドポイント 
と HSI を削除する必要があります。

例 次に、H.225 マップを定義する例を示します。

hostname(config)# h225-map hmap
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 192.168.100.1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.100.101 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.100.102 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit
hostname(config-h225-map)# hsi-group 2
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 192.168.200.1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.200.101 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.200.102 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit

group_name HSI グループを識別する番号を、0 ～ 2147483647 の範囲で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

H.225 マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

hsi-group
HSI グループを定義するには、H.225 マップ コンフィギュレーション モードで、hsi-group コマン     
ドを使用します。HSI グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

hsi-group group_ID

no hsi-group group_ID

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン hsi-group コマンドを入力すると、特定のマップを定義するための各種コマンドを入力できる、HSI 
グループ コンフィギュレーション モードが開始されます。

HSI グループにより、H.225 コール シグナリングに HSI が含まれている場合、FWSM で H.245 接続        
用のダイナミックなポート単位のピンホールをオープンできます。

1 つの H.225 マップに、最大 5 の HSI グループを関連付けることができます。各 HSI グループに、         
最大 10 のエンドポイントを設定できます。エンドポイントを設定する前に、グループ内に HSI を    
設定しておく必要があります。HSI グループを削除する場合には、事前にすべてのエンドポイント 
と HSI を削除する必要があります。

コマンド 説明

endpoint HSI グループに関連付けるエンドポイントを定義します。
hsi HSI グループに関連付ける HSI を定義します。
h225-map H.225 マップを定義し、H.225 マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

inspect h323 h225 H.323 アプリケーション検査に H.225 マップを適用します。

group_name HSI グループを識別する番号を、0 ～ 2147483647 の範囲で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

H.225 マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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例 次に、H.225 マップを定義する例を示します。

hostname(config)# h225-map hmap
hostname(config-h225-map)# hsi-group 1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 192.168.100.1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.100.101 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.100.102 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit
hostname(config-h225-map)# hsi-group 2
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 192.168.200.1
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.200.101 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 192.168.200.102 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit

関連コマンド コマンド 説明

endpoint HSI グループに関連付けるエンドポイントを定義します。
hsi HSI グループに関連付ける HSI を定義します。
h225-map H.225 マップを定義し、H.225 マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

inspect h323 h225 H.323 アプリケーション検査に H.225 マップを適用します。
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http
FWSM の内部 HTTP サーバにアクセスできるホストを指定するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで、http コマンドを使用します。1 つまたは複数のホストを削除するには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。コンフィギュレーションから属性を削除するには、このコマンドの  
no 形式を、引数を指定しないで使用します。

http ip_address subnet_mask interface_name

no http

シンタックスの説明

デフォルト HTTP サーバにアクセスできるホストはありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IP アドレス 10.10.99.1、サブネット マスク 255.255.255.255 のホストに、外部インターフェイ     
スを経由した HTTP サーバへのアクセスを許可する例を示します。

hostname(config)# http 10.10.99.1 255.255.255.255 outside

次に、すべてのホストに外部インターフェイスを経由した HTTP サーバへのアクセスを許可する例  
を示します。

hostname(config)# http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside

関連コマンド

interface_name ホストが HTTP サーバにアクセスできる FWSM インターフェイスの名前    
を指定します。

ip_address HTTP サーバにアクセスできるホストの IP アドレスを指定します。
subnet_mask HTTP サーバにアクセスできるホストのサブネット マスクを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure http HTTP の設定を削除します。HTTP サーバがディセーブルにな  
り、HTTP サーバにアクセスできるホストが削除されます。

http authentication-certificate FWSM との HTTPS 接続を確立しているユーザからの証明書を   
介して、認証を要求します。

http server enable HTTP サーバをイネーブルにします。
show running-config http HTTP サーバがイネーブルであるかどうかに関係なく、HTTP 

サーバにアクセスできるホストを表示します。
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http authentication-certificate
HTTPS 接続を確立するユーザに対して、証明書を使用した認証を要求するには、グローバル コン  
フィギュレーション モードで、http authentication-certificate コマンドを使用します。コンフィギュ   
レーションから属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。コンフィギュレーショ  
ンからすべての http authentication-certificate コマンドを削除するには、このコマンドの no 形式を、    
引数を指定しないで使用します。

FWSM は、PKI トラストポイントと比較して証明書を検証します。証明書が検証に合格しない場合、  
FWSM は SSL 接続を終了します。

http authentication-certificate interface

no http authentication-certificate [interface]

シンタックスの説明

デフォルト HTTP の証明書認証はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 信頼できる内部インターフェイス上の接続の場合には証明書を提供しなくても済むように、証明書

による認証は、インターフェイス単位で設定できます。このコマンドを複数回使用することにより、

複数のインターフェイス上に証明書による認証を設定できます。

検証は URL が判別される前に実行されるので、WebVPN および ASDM アクセスの両方に影響しま     
す。

ASDM は、この値のほかに、独自の認証方式を使用します。したがって、証明書認証が設定されて 
いる場合には、証明書認証およびユーザ名とパスワードの両方が要求されます。証明書認証がディ

セーブルの場合は、ユーザ名とパスワード認証だけが要求されます。

例 次に、outside および external というインターフェイスに接続するクライアントに対して、証明書に   
よる認証を要求する例を示します。

hostname(config)# http authentication-certificate inside
hostname(config)# http authentication-certificate external

interface 証明書による認証を必要とする FWSM 上のインターフェイスを指定しま  
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure http HTTP の設定を削除します。HTTP サーバがディセーブルになり、  
HTTP サーバにアクセスできるホストが削除されます。

http IP アドレスおよびサブネット マスクを使用して HTTP サーバにア    
クセスできるホストを指定します。また、ホストが HTTP サーバ  
にアクセスできる FWSM インターフェイスを指定します。

http server enable HTTP サーバをイネーブルにします。
show running-config http HTTP サーバがイネーブルであるかどうかに関係なく、HTTP サー  

バにアクセスできるホストを表示します。
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http server enable
FWSM の ASDM 用 HTTPS サーバをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション      
モードで、http server enable コマンドを使用します。HTTPS サーバをディセーブルにするには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

http server enable

no http server enable

デフォルト HTTP サーバはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、HTTPS サーバをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# http server enable

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure http HTTP の設定を削除します。HTTP サーバがディセーブルになり、  
HTTPS サーバにアクセスできるホストが削除されます。

http IP アドレスおよびサブネット マスクを使用して HTTPS サーバ    
にアクセスできるホストを指定します。また、ホストが HTTPS 
サーバにアクセスするための FWSM インターフェイスを指定し  
ます。

http authentication-certificate FWSM との HTTPS 接続を確立しているユーザからの証明書を   
介して、認証を要求します。

show running-config http HTTPS サーバにアクセス可能なホストのほか、HTTPS サーバが  
イネーブルにされているか否かを表示します。
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http-map
拡張 HTTP 検査パラメータに適用する HTTP マップを作成するには、グローバル コンフィギュレー     
ション モードで、http-map コマンドを使用します。このコマンドを削除するには、このコマンド  
の no 形式を使用します。

http-map map_name

no http-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 拡張 HTTP 検査機能は、アプリケーション ファイアウォールとも呼ばれ、HTTP メッセージが RFC     
2616 に適合し、RFC に定義されたサポート対象の拡張方式を使用し、その他の各種条件を満たし  
ているかどうかを検証します。これにより、HTTP メッセージを使用して、ネットワークのセキュ 
リティ ポリシーを回避しようとする攻撃者を防ぐことができます。

（注） HTTP マップを使用して HTTP 検査をイネーブルにすると、動作のリセットとログを伴う厳密な   
HTTP 検査がデフォルトでイネーブルになります。検査に失敗した場合に実行される動作は変更で 
きますが、HTTP マップがイネーブルである限り、厳密な検査をディセーブルにすることはできま 
せん。

ほとんどの場合、条件、および条件を満たしていない場合の FWSM の応答方法を設定できます。  
HTTP メッセージに適用できる条件は、次のとおりです。

 • 設定可能なリストに、いかなる方式も含まれていない

 • メッセージのボディ サイズが、設定可能な制限の範囲内である

 • 要求および応答メッセージのヘッダー サイズが、設定可能な制限の範囲内である

 • URI の長さが、設定可能な制限の範囲内である

 • メッセージ ボディのコンテンツ タイプが、ヘッダーと一致している

 • 応答メッセージのコンテンツ タイプが、要求 メッセージの accept-type フィールドと一致して    
いる

map_name HTTP マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • メッセージのコンテンツ タイプが、事前定義された内部リストに含まれている

 • メッセージが HTTP RFC 形式の条件に適合している

 • 選択したサポート対象アプリケーションが存在する、または存在しない

 • 選択したコード化タイプが存在する、または存在しない

（注） 条件を満たしていないメッセージに指定できる動作は、allow、reset、または drop などの各種コン 
フィギュレーション コマンドを使用して設定します。これらの動作のほかに、イベントをロギン 
グするかどうかを指定できます。

表 13-1 に、HTTP マップ コンフィギュレーション モードで使用できるコンフィギュレーション コ     
マンドの概要を示します。コマンドの詳細な構文は、このマニュアルの各コマンド エントリを参照 
してください。

例 次に、HTTP トラフィックを指定し、HTTP マップを定義し、ポリシーを定義し、ポリシーを外部  
インターフェイスに適用する例を示します。

hostname(config)# class-map http-port 
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 80
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# content-length min 100 max 2000 action reset log
hostname(config-http-map)# content-type-verification match-req-rsp reset log
hostname(config-http-map)# max-header-length request bytes 100 action log reset
hostname(config-http-map)# max-uri-length 100 action reset log
hostname(config-http-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class http-port
hostname(config-pmap-c)# inspect http inbound_http 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config-pmap)# exit
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

この例では、FWSM は、以下を含むトラフィックを検出した場合、接続をリセットして、Syslog エ  
ントリを作成します。

 • 100 バイト未満または 2000 バイトを超えるメッセージ

 • サポートされていないコンテンツ タイプ

 • 100 バイトを超える HTTP ヘッダー

 • 100 バイトを超える URI（ユニフォーム リソース識別子）

表 13-1 HTTP マップ コンフィギュレーション コマンド

コマンド 説明

content-length HTTP コンテンツの長さに基づく検査をイネーブルにします。
content-type-verification HTTP コンテンツのタイプに基づく検査をイネーブルにします。
max-header-length HTTP ヘッダーの長さに基づく検査をイネーブルにします。
max-uri-length URI の長さに基づく検査をイネーブルにします。
port-misuse ポート誤使用のアプリケーション検査をイネーブルにします。

request-method HTTP要求方式に基づく検査をイネーブルにします。
strict-http 厳密な HTTP 検査をイネーブルにします。
transfer-encoding 転送コード化タイプに基づく検査をイネーブルにします。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw HTTP アプリケーション検査に関する詳細情報を表示します。
debug http-map HTTP マップに関連付けられたトラフィックの詳細情報を表示します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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14

icmp ～ ignore lsa mospf コマンド

icmp
FWSM で終端する ICMP（インターネット制御メッセージ プロトコル）トラフィックに対するアク   
セス ルールを設定するには、icmp コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの  
no 形式を使用します。

icmp {permit | deny} ip_address net_mask [icmp_type] if_name

no icmp {permit | deny} ip_address net_mask [icmp_type] if_name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM は、FWSM インターフェイスへのすべての ICMP トラフィックを許可しま    
す。ただし、デフォルトでは、FWSM は、ブロードキャスト アドレスを宛先とする ICMP エコー    
要求には応答しません。また、FWSM は、外部インターフェイスで受信した、保護されたインター 
フェイスを宛先とする ICMP メッセージを拒否します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

deny 条件に一致した場合、アクセスを拒否します。

icmp_type （任意） ICMP メッセージのタイプを指定します（表 14-1 を参照）。
if_name インターフェイス名を指定します。

ip_address インターフェイスに ICMP メッセージを送信するホストの IP アドレスを    
指定します。

net_mask ip_address に適用するマスクを指定します。
permit 条件に一致した場合、アクセスを許可します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン icmp コマンドは、任意の FWSM インターフェイス上で終端する ICMP トラフィックを制御します。     
ICMP 制御リストを設定しない場合、FWSM は、外部インターフェイスを含むすべてのインター  
フェイス上で終端する、すべての ICMP トラフィックを許可します。ただし、デフォルトでは、  
FWSM は、ブロードキャスト アドレスを宛先とする ICMP エコー要求には応答しません。

icmp deny コマンドは、インターフェイスへの ping 送信をディセーブルにします。icmp permit コ      
マンドは、インターフェイスへの ping 送信をイネーブルにします。ping 送信がディセーブルの場   
合、ネットワーク上で FWSM を検出できません。これは、設定可能なプロキシ ping 送信とも呼ば    
れます。

FWSM を経由して保護されたインターフェイス宛てにルーティングされる ICMP トラフィックに   
は、access-list extended コマンドまたは access-group コマンドを使用します。

ICMP 到達不能メッセージ タイプ（タイプ 3）は、許可するように設定することを推奨します。ICMP   
到達不能メッセージを拒否すると、ICMP Path MTU（最大伝送ユニット）の検出がディセーブルに  
なり、IPSec および PPTP トラフィックが中断されることがあります。Path MTU 検出の詳細は、RFC     
1195 および RFC 1435 を参照してください。

インターフェイスに ICMP 制御リストを設定すると、FWSM はまず指定された ICMP トラフィック     
を照合し、そのインターフェイス上の他のすべての ICMP トラフィックに暗黙の拒否を適用します。  
つまり、最初に一致したエントリが許可エントリである場合、ICMP パケットは継続的に処理され 
ます。最初に一致したエントリが拒否エントリの場合、またはエントリが一致しない場合、FWSM
は ICMP パケットを廃棄して、Syslog メッセージを生成します。ICMP 制御リストが設定されてい    
ない場合は例外となり、permit ステートメントが適用されます。

表 14-1 に、サポート対象の ICMP タイプの値を示します。

表 14-1 ICMP タイプのリテラル 

ICMP タイプ リテラル

0 echo-reply

3 unreachable

4 source-quench

5 redirect

6 alternate-address

8 echo

9 router-advertisement

10 router-solicitation

11 time-exceeded

12 parameter-problem

13 timestamp-request

14 timestamp-reply

15 information-request

16 information-reply

17 mask-request

18 mask-reply

31 conversion-error

32 mobile-redirect
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例 次に、外部インターフェイスですべての ping 要求を拒否し、すべての到達不能メッセージを許可す  
る例を示します。

hostname(config)# icmp permit any unreachable outside

拒否した ICMP トラフィックのインターフェイスに icmp deny any interface コマンドを入力します。

次に、ホスト 172.16.2.15 およびサブネット 172.22.1.0/16 上のホストに、外部インターフェイスへの    
ping 送信を許可する例を示します。

hostname(config)# icmp permit host 172.16.2.15 echo-reply outside 
hostname(config)# icmp permit 172.22.1.0 255.255.0.0 echo-reply outside 
hostname(config)# icmp permit any unreachable outside

関連コマンド コマンド 説明

clear configure icmp ICMP 設定を消去します。
debug icmp ICMP のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
show icmp ICMP 設定を表示します。
timeout icmp ICMP のアイドル タイムアウトを設定します。
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icmp-object
icmp-type のオブジェクト グループを追加するには、icmp-type コンフィギュレーション モードで、    
icmp-object コマンドを使用します。ネットワーク オブジェクト グループを削除するには、このコ   
マンドの no 形式を使用します。

icmp-object icmp_type

no group-object icmp_type

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン icmp-object コマンドは、icmp-type オブジェクトを定義する object-group コマンドと併用します。こ    
のコマンドは、icmp-type コンフィギュレーション モードで使用します。

ICMP タイプの番号および名前は、次のとおりです。

icmp_type icmp-type の名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

icmp-type コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

番号 ICMP タイプ名

0 echo-reply

3 unreachable

4 source-quench

5 redirect

6 alternate-address

8 echo

9 router-advertisement

10 router-solicitation

11 time-exceeded

12 parameter-problem

13 timestamp-request

14 timestamp-reply

15 information-request

16 information-reply
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例 次に、icmp-type コンフィギュレーション モードで、icmp-object コマンドを使用する例を示します。

hostname(config)# object-group icmp-type icmp_allowed
hostname(config-icmp-type)# icmp-object echo
hostname(config-icmp-type)# icmp-object time-exceeded
hostname(config-icmp-type)# exit

関連コマンド

17 address-mask-request

18 address-mask-reply

31 conversion-error

32 mobile-redirect

番号 ICMP タイプ名

コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから、すべての object-group コマ  
ンドを削除します。

network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   
ジェクトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを   

追加します。

show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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id-cert-issuer
トラストポイントに関連付けられた CA から発行されたピアの証明書をシステムで受け入れるかど  
うかを指定するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードで、 id-cert-issuer     
コマンドを使用します。トラストポイントに関連付けられた CA から発行された証明書を拒否する  
には、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドは、トラストポイントに、広範囲に使  
用されるルート CA を関連付ける場合に役立ちます。

id-cert-issuer 

no id-cert-issuer 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの設定はイネーブルです（ID 証明書は受け入れられます）。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、広範囲に使用されるルート証明書の従属証明書により発行された証明書の受け入

れを制限します。この機能をイネーブルにしない場合、FWSM は、この発行者により署名されたす 
べての IKE ピアの証明書を拒否します。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、管理者が、トラストポイント central の発行者により署名された ID 証明書を受け入れるよう    
に設定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# id-cert-issuer
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント サブモードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment retry count エンロールメント要求を送信する再試行回数を設定します。

enrollment retry period エンロールメント要求の送信を試みるまでの待機時間を分単位で

指定します。

enrollment terminal トラストポイントのカットアンドペースト方式のエンロールメン

トを指定します。
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igmp
インターフェイス上で IGMP 処理を再開するには、インターフェイス コンフィギュレーション モー    
ドで、igmp コマンドを使用します。インターフェイス上の IGMP 処理をディセーブルにするには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

igmp

no igmp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトは、イネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションには、このコマンドの no 形式だけが表示されます。

例 次に、選択したインターフェイス上で IGMP 処理をディセーブルにする例を示します。

hostname(config-subif)# no igmp

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show igmp groups FWSM に直接接続され、IGMP により学習された受信側のマルチキャス  
ト グループを表示します。

show igmp interface インターフェイスのマルチキャスト情報を表示します。
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igmp access-group
インターフェイスがサービスしているサブネット上のホストが加入できるマルチキャスト グルー 
プを制御するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで、igmp access-group コマ    
ンドを使用します。インターフェイス上のグループをディセーブルにするには、このコマンドの no 
形式を使用します。

igmp access-group acl

no igmp access-group acl

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイス上のすべてのグループへの加入が許可されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グループへの加入を、アクセス リスト 1 により許可されたホストだけに制限する例を示しま   
す。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp access-group 1

関連コマンド

acl IP アクセス リストの名前を指定します。標準または拡張アクセス リストを指   
定できます。ただし、拡張アクセス リストを指定する場合には、宛先アドレ 
スだけが照合されるので、送信元には、any を指定する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show igmp interface インターフェイスのマルチキャスト情報を表示します。
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igmp forward interface
指定したインターフェイスにすべての IGMP ホスト レポートを転送し、メッセージを受信させるに   
は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで、igmp forward interface コマンドを使用     
します。転送を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

igmp forward interface if-name

no igmp forward interface if-name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、入力インターフェイス上で入力します。このコマンドは、スタブ マルチキャスト 
ルーティングに対して使用します。PIM と同時に設定することはできません。

例 次に、現在のインターフェイスから指定したインターフェイスに、IGMP ホスト レポートを転送す  
る例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp forward interface outside

関連コマンド

if-name インターフェイスの論理名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show igmp interface インターフェイスのマルチキャスト情報を表示します。
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igmp join-group
インターフェイスを、指定したグループのローカル接続メンバーとして設定するには、インター

フェイス コンフィギュレーション モードで、igmp join-group コマンドを使用します。グループの    
メンバーシップをキャンセルするには、このコマンドの no 形式を使用します。

igmp join-group group-address

no igmp join-group group-address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、FWSM インターフェイスを、マルチキャスト グループのメンバーとして設定し  
ます。igmp join-group コマンドにより、FWSM は、指定されたマルチキャスト グループを宛先と    
するマルチキャスト パケットを受信し、転送します。

セキュリティ アプライアンスが、マルチキャスト グループのメンバーにならずにマルチキャスト  
トラフィックを転送するように設定するには、igmp static-group コマンドを使用します。

例 次に、選択したインターフェイスを、IGMP グループ 255.2.2.2 に加入させる例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp join-group 225.2.2.2

関連コマンド

group-address マルチキャスト グループの IP アドレス。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

igmp static-group インターフェイスが、指定したマルチキャスト グループのスタティック 
な接続メンバーになるように設定します。
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igmp limit
インターフェイス単位で IGMP ステート数を制限するには、インターフェイス コンフィギュレー   
ション モードで、igmp limit コマンドを使用します。デフォルトの制限に戻すには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

igmp limit number

no igmp limit [number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値は、500です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスに加入できるホスト数を 250 に制限する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp limit 250

関連コマンド

number インターフェイス上で許可する IGMP ステート数を指定します。有効値の範  
囲は、0 ～ 500 です。デフォルト値は、500 です。この値を 0 に設定すると、      
学習したグループは追加されませんが、（ igmp join-group および igmp    
static-group コマンドを使用して）手動で定義したメンバーシップは許可され 
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。igmp max-groups コマンドから変更され  
ました。

コマンド 説明

igmp インターフェイス上で IGMP 処理を再開します。
igmp join-group インターフェイスが、指定したグループのローカル接続メンバーになるよ

うに設定します。

igmp static-group インターフェイスが、指定したマルチキャスト グループのスタティックな 
接続メンバーになるように設定します。
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igmp query-interval
インターフェイスから送信する IGMP ホスト クエリー メッセージの頻度を設定するには、インター    
フェイス コンフィギュレーション モードで、igmp query-interval コマンドを使用します。デフォル    
トの頻度に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

igmp query-interval seconds

no igmp query-interval seconds

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのクエリー送信間隔は、125 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト ルータは、インターフェイスの接続ネットワーク上にメンバーを持つマルチキャス 
ト グループを検出するために、ホスト クエリー メッセージを送信します。ホストは、IGMP レポー    
ト メッセージを使用して応答し、特定のグループ宛てのマルチキャスト パケットを受信する必要  
があることを示します。ホスト クエリー メッセージは、アドレスが 224.0.0.1 で TTL 値が 1 の全ホ        
スト マルチキャスト グループに対して送信されます。

IGMP ホスト クエリー メッセージを送信するルータは、LAN の指定ルータだけです。

 • IGMP Version 1 では、LAN 上で実行しているマルチキャスト ルーティング プロトコルに基づ      
いて、指定ルータが選択されます。

 • IGMP Version 2 では、サブネット上の IP アドレスが最下位のマルチキャスト ルータが、指定      
ルータになります。

（igmp query-timeout コマンドにより指定された）タイムアウトの時間内にクエリーを受信しなかっ  
たルータは、クエリアになります。

注意 この値を変更すると、マルチキャスト転送に大きな影響が生じることがあります。

seconds IGMP ホスト クエリー メッセージを送信する間隔を、秒数で指定します。   
有効値の範囲は、1 ～ 3600 です。デフォルトは、125 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、IGMP クエリーの送信間隔を 120 秒に変更する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp query-interval 120

関連コマンド コマンド 説明

igmp query-max-response-time IGMP クエリーでアドバタイズする最大応答時間を設定します。
igmp query-timeout 既存のクエリアがクエリー送信を停止したあと、ルータがイン

ターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでのタイムアウトの

時間を設定します。
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igmp query-max-response-time
IGMP クエリーでアドバタイズする最大応答時間を指定するには、インターフェイス コンフィギュ  
レーション モードで、igmp query-max-response-time コマンドを使用します。デフォルトの応答時   
間に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

igmp query-max-response-time seconds

no igmp query-max-response-time [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値は、10 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、IGMP Version 2 または 3 を実行している場合に限り、有効です。

このコマンドは、ルータがグループを削除する前に、応答側が IGMP クエリー メッセージに応答で   
きる時間を制御します。

例 次に、クエリーの最大応答時間を 8 秒に変更する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp query-max-response-time 8

関連コマンド

seconds IGMP クエリーでアドバタイズする最大応答時間を、秒数で指定します。 
有効値は、1 ～ 25 です。デフォルト値は、10 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

igmp query-interval インターフェイスが送信する IGMP ホスト クエリー メッセージの頻度    
を設定します。

igmp query-timeout 既存のクエリアがクエリー送信を停止したあと、ルータがインターフェ

イスのクエリアとして引き継ぐまでのタイムアウトの時間を設定しま

す。
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igmp query-timeout
既存のクエリアがクエリー送信を停止したあと、インターフェイスがクエリアとして引き継ぐまで

のタイムアウトの時間を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで、igmp  
query-timeout コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し   
ます。

igmp query-timeout seconds

no igmp query-timeout [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは、255 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、IGMP Version 2 または 3 が必要です。

例 次に、ルータが最後のクエリーを受信したあと、200 秒待機してから、インターフェイスのクエリ 
アとして引き継ぐように設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp query-timeout 200

関連コマンド

seconds 既存のクエリアがクエリー送信を停止したあと、ルータがクエリアとして

引き継ぐまでの待機秒数を指定します。有効値は 60 ～ 300 秒です。デフォ    
ルト値は 255 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

igmp query-interval インターフェイスが送信する IGMP ホスト クエリー メッセージ    
の頻度を設定します。

igmp query-max-response-time IGMP クエリーでアドバタイズする最大応答時間を設定します。
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igmp static-group
インターフェイスを、指定したマルチキャスト グループのスタティックな接続メンバーとして設定 
するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで、igmp static-group コマンドを使用    
します。スタティック グループ エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

igmp static-group group

no igmp static-group group

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン  igmp static-group コマンドを設定すると、FWSM インターフェイスは、指定したグループそのもの    
が宛先となるマルチキャスト パケットを受信せず、転送だけを実行します。FWSM が特定のマル  
チキャスト グループに対するマルチキャスト パケットの受信および転送の両方を実行するように  
設定するには、igmp join-group コマンドを使用します。igmp static-group コマンドを設定したグ    
ループ アドレスと同じアドレスに igmp join-group コマンドを設定すると、igmp join-group コマン      
ドが優先され、グループはローカル加入グループとして動作します。

例 次に、選択したインターフェイスを、マルチキャスト グループ 239.100.100.101 に追加する例を示   
します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp static-group 239.100.100.101

関連コマンド

group IP マルチキャスト グループのアドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

igmp join-group インターフェイスが、指定したグループのローカル接続メンバーになるよ

うに設定します。
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igmp version
インターフェイスが使用する IGMP のバージョンを設定するには、インターフェイス コンフィギュ   
レーション モードで、igmp version コマンドを使用します。デフォルトのバージョンに戻すには、   
このコマンドの no 形式を使用します。

igmp version {1 | 2}

no igmp version [1 | 2]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、IGMP Version 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン サブネット上のルータはすべて、同じ IGMP バージョンをサポートしている必要があります。ホス  
トには、任意の IGMP バージョン（1 または 2 ）を使用できます。FWSM は、ホストの IGMP バー        
ジョンを検出し、適切なクエリーを送信します。

igmp query-max-response-time コマンドおよび igmp query-timeout コマンドなど、一部のコマンド    
には、IGMP Version 2 が必要です。

例 次に、選択したインターフェイスが IGMP Version 1 を使用するように設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# igmp version 1

関連コマンド

1 デフォルトは、IGMP Version 1 です。
2 デフォルトは、IGMP Version 2 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

igmp query-max-response-time IGMP クエリーでアドバタイズする最大応答時間を設定します。
igmp query-timeout 既存のクエリアがクエリー送信を停止したあと、ルータがイン

ターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでのタイムアウトの

時間を設定します。
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ignore lsa mospf
ルータが Link State Advertisement（LSA; リンク ステート アドバタイズ）Type 6 Multicast OSPF        
（MOSPF）パケットを受信したときに、Syslog メッセージを送信しないようにするには、ルータ コ  
ンフィギュレーション モードで、ignore lsa mospf コマンドを使用します。Syslog メッセージの送     
信を再開するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ignore lsa mospf

no ignore lsa mospf

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Type 6  MOSPF パケットはサポートされていません。

例 次に、LSA Type 6 MOSPF パケットを無視するように設定する例を示します。

hostname(config-router)# ignore lsa mospf

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config router ospf OSPF ルータの設定を表示します。
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15

inspect ctiqbe ～ 
 inspect xdmcp コマンド

inspect ctiqbe
Computer Telephony Interface Quick Buffer Encoding（CTIQBE）プロトコル検査をイネーブルにする     
には、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect ctiqbe コマンドを使用します。クラス コ     
ンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスし    
ます。検査をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect ctiqbe

no inspect ctiqbe

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect ctiqbe コマンドは、NAT、PAT、および双方向 NAT をサポートする CTIQBE プロトコルを      
イネーブルにします。これにより、Cisco IP SoftPhone および他の Cisco TAPI/JTAPI アプリケーショ      
ンと Cisco CallManager を相互運用して、FWSM 経由でコールをセットアップできます。

Telephony Application Programming Interface（TAPI）および Java Telephony Application Programming       
Interface（JTAPI）は、多数の Cisco VoIP アプリケーションによって使用されています。CTIQBE は、    
Cisco TAPI Service Provider（TSP）により、Cisco CallManager と通信するために使用されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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CTIQBE アプリケーション検査を使用する場合、次の制限が適用されます。

 • CTIQBE アプリケーション検査では、alias コマンドを使用した設定はサポートされません。

 • CTIQBE コールのステートフル フェールオーバーは、サポートされません。

 • debug ctiqbe コマンドを使用すると、メッセージの伝送が遅くなり、リアルタイム環境のパ  
フォーマンスに影響することがあります。このデバッグまたはロギングをイネーブルにする

と、Cisco IP SoftPhone が、FWSM 経由のコール セットアップを完了できないように認識され、     
Cisco IP SoftPhone を実行しているシステム上の Cisco TSP 設定のタイムアウト値が増加しま      
す。

 • CTIQBE アプリケーション検査では、複数の TCP パケットに分割された CTIQBE メッセージは     
サポートされません。

特定の状況で CTIQBE アプリケーション検査を使用する場合には、次の特殊な考慮事項が必要で  
す。

 • 2 つの Cisco IP SoftPhone が、異なる Cisco CallManager に登録され、FWSM の異なるインター         
フェイスに接続している場合、これらの 2 つの SoftPhone 間のコールは失敗します。

 • Cisco CallManager が、Cisco IP SoftPhone よりもセキュリティの高いインターフェイス上にあり、     
Cisco CallManager の IP アドレスに NAT または外部 NAT が必要な場合には、マッピングをス        
タティックにする必要があります。Cisco IP SoftPhone では、PC 上の Cisco TSP 設定に Cisco        
CallManager の IP アドレスが明示的に指定されている必要があるからです。

 • PAT または外部 PAT を使用し、Cisco CallManager の IP アドレスを変換する場合、Cisco IP        
SoftPhone の登録を成功させるには、TCP ポート 2748 が、PAT（インターフェイス）アドレス    
の同じポートにスタティックにマップされている必要があります。CTIQBE の待ち受けポート 
（TCP 2748）は固定ポートなので、Cisco CallManager、Cisco IP SoftPhone、または Cisco TSP 上       
でユーザが設定することはできません。

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、 inspect ctiqbe コマンドで、メディア エンドポイント（IP     
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

位置を判別する場合、 inspect ctiqbe コマンドは、トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートを使用      
しません。トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートは、route interface 0 0 metric tunneled 形式の         
ルートです。このルートは、IPSec トンネルから出力されるパケットのデフォルト ルートを書き換  
えます。したがって、VPN トラフィックに inspect ctiqbe コマンドを適用する場合には、トンネル    
デフォルト ゲートウェイ ルートを設定しないでください。代わりに、他のスタティック ルーティ   
ングまたはダイナミック ルーティングを使用してください。

例 次に、CTIQBE インスペクション エンジンをイネーブルにし、CTIQBE トラフィックをデフォルト   
ポート（2748）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサー 
ビス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map ctiqbe-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2748
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map ctiqbe_policy 
hostname(config-pmap)# class ctiqbe-port
hostname(config-pmap-c)# inspect ctiqbe
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy ctiqbe_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で CTIQBE 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わり    
に、global パラメータを使用します。
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関連コマンド

inspect dns
（ディセーブルに設定されていた）DNS 検査をイネーブルにするには、クラス コンフィギュレー  
ション モードで、inspect dns コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、     
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。DNS パケットの最大長を指    
定するには、inspect dns コマンドを使用します。DNS 検査をディセーブルにするには、このコマン   
ドの no 形式を使用します。

inspect dns [maximum-length max_pkt_length]

no inspect dns [maximum-length max_pkt_length]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

DNS パケット サイズのデフォルトの maximum-length は、512 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

show ctiqbe FWSM で確立された CTIQBE セッションの情報を表示します。CTIQBE イ    
ンスペクション エンジンによって割り当てられたメディア接続の情報が 
表示されます。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。

maximum-length （任意）DNS パケットの最大長を指定します。デフォルトは、512 です。  
maximum-length オプションを指定しないで inspect dns コマンドを入力す    
ると、DNS パケットのサイズはチェックされません。

max_pkt_length DNS パケットの最大長を指定します。最大長より長いパケットは、ドロッ 
プされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol dns コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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使用上のガイドライン DNS ガードは、FWSM により DNS 応答が転送されるとすぐに、DNS クエリーに関連づけられた     
DNS セッションを廃棄します。また、DNS ガードは、メッセージ交換をモニタし、DNS 応答の ID    
が DNS クエリーの ID と一致しているかどうかを確認します。

DNS 検査がイネーブルの場合（デフォルト）、FWSM は次の処理を実行します。

 • alias、static、および nat コマンド（DNS リライト）を使用して完了した設定に基づいて、DNS   
レコードを変換します。変換の対象になるのは、DNS 応答の A レコードだけです。したがっ   
て、PRT レコードを要求するリバース検索は、DNS リライトの影響を受けません。

（注） DNS リライトは、PAT には適用されません。各 A レコードには複数の PAT ルールを適用      
できるので、使用する PAT ルールが明確ではないからです。

 • DNS メッセージの最大長を使用します（デフォルトは 512 バイトで、最大長は 65535 バイトで     
す）。パケット長が設定された最大長未満であることを確認するために、必要に応じて、再構

成を実行します。最大長を超えているパケットは、ドロップされます。

（注） maximum-length オプションを指定しないで inspect dns コマンドを入力すると、DNS パケッ     
トのサイズはチェックされません。

 • ドメイン名の長さは 255 バイト、ラベルの長さは 63 バイトを使用します。

 • DNS メッセージに圧縮ポインタが含まれている場合、ポインタが参照するドメイン名の完全性 
を確認します。

 • 圧縮ポインタのループが存在しないかどうかを確認します。

複数の DNS セッションが同じ 2 つのホスト間にあり、これらのセッションの 5 つのタプル（送信      
元 /宛先 IP アドレス、送信元 /宛先ポート、およびプロトコル）が同じである場合、これらのセッ  
ションに対応する接続が 1 つ作成されます。DNS の ID は app_id によって追跡され、各 app_id のア         
イドル タイマーはそれぞれ独立して作動します。

app_id は別々に期限切れになるため、正規の DNS 応答が FWSM を通過できるのは特定の期間に限     
定され、リソースは構築されません。ただし、show conn コマンドを入力すると、新しい DNS セッ    
ションによってリセットされる DNS 接続のアイドル タイマーが表示されます。これは、共有され   
た DNS 接続の性質によるものであり、設計上の仕様です。

DNS リライトの動作

DNS 検査をイネーブルにすると、DNS リライトにより、任意のインターフェイスから発信される  
DNS メッセージの NAT が完全にサポートされます。

内部ネットワーク上のクライアントが、外部インターフェイス上の DNS サーバに対して内部アド  
レスの DNS 解決を要求すると、DNS の A レコードが正しく変換されます。DNS インスペクション      
エンジンがディセーブルの場合、A レコードは変換されません。

DNS リライトは、次の 2 つの処理を実行します。

 • DNS クライアントがプライベート インターフェイス上に存在する場合、DNS 応答のパブリッ   
ク アドレス（ルーティング可能または「マップされた」アドレス）を、プライベート アドレ  
ス（「実」アドレス）に変換します。

 • DNS クライアントがパブリック インターフェイス上に存在する場合、プライベート アドレス   
をパブリック アドレスに変換します。
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DNS 検査がイネーブルであれば、alias、static、または nat コマンドを使用して、DNS リライトを    
設定できます。これらのコマンドの構文および機能の詳細は、各コマンドの説明を参照してくださ

い。

例 次に、DNS パケットの最大長を、1500 バイトに変更する例を示します。DNS 検査はデフォルトで   
イネーブルですが、DNS トラフィックを識別し、ポリシー マップを適切なインターフェイスに適  
用するには、トラフィック マップを作成する必要があります。

hostname(config)# class-map dns-port
hostname(config-cmap)# match port udp eq 53
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map sample_policy 
hostname(config-pmap)# class dns-port
hostname(config-pmap-c)# inspect dns maximum-length 1500
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside

すべてのインターフェイスに対して DNS パケットの最大長を変更するには、interface outside の代    
わりに、global パラメータを使用します。

次に、DNS をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# policy-map sample_policy 
hostname(config-pmap)# class dns-port
hostname(config-pmap-c)# no inspect dns
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug dns DNS のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect esmtp
拡張 SMTP アプリケーション検査をイネーブルにするには、クラス コンフィギュレーション モー    
ドで、inspect esmtp コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー    
マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマンド  
の no 形式を使用します。

inspect esmtp

no inspect esmtp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ESMTP アプリケーション検査は、FWSM を通過できる SMTP コマンドのタイプを制限し、モニタ    
機能を追加することによって、SMTP ベースの攻撃に対する保護を強化します。

inspect esmtp コマンドにより拡張 SMTP アプリケーション検査をイネーブルにすると、制御プレー    
ンのパス処理で検査が実行されます。つまり、FWSM 上の単一の汎用プロセッサ上で実行されます。

ESMTP は、SMTP プロトコルを拡張したもので、大部分は SMTP と類似しています。便宜上、こ    
のマニュアルでは、SMTP と ESMTP の両方に SMTP という用語を使用しています。拡張 SMTP の       
アプリケーション検査プロセスは、SMTP アプリケーション検査と同様で、SMTP セッションのサ  
ポートが含まれています。拡張 SMTP セッションで使用するコマンドのほとんどは、SMTP セッ   
ションで使用するコマンドと同じですが、ESMTP セッションのほうが、はるかに高速で、配信ス 
テータスの通知など、信頼性とセキュリティに関して、より多くのオプションを使用できます。

inspect esmtp コマンドには、inspect smtp コマンドの機能に加え、一部の拡張 SMTP コマンドのサ      
ポートが追加されています。拡張 SMTP アプリケーション検査には、AUTH、EHLO、ETRN、HELP、  
SAML、SEND、SOML、および VRFY の 8 つの拡張 SMTP コマンドのサポートが追加されていま      
す。7 つの RFC 821 コマンド（DATA、HELO、MAIL、NOOP、QUIT、RCPT、RSET）のサポート    
を加え、FWSM は、合計 15 の SMTP コマンドをサポートしています。

ATRN、STARTLS、ONEX、VERB、CHUNKING などの他の拡張 SMTP コマンド、およびプライ   
ベートな拡張機能はサポート対象外です。サポートされないコマンドは X に変換され、内部サーバ  
により拒否されます。この場合、「500 Command unknown: 'XXX'」などのメッセージが生成されま   
す。不完全なコマンドは、廃棄されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） ポリシー マップに、inspect smtp コマンドと inspect esmtp コマンドの両方が含まれている場合、ポ      
リシー マップに最初にリストされているコマンドが、トラフィックの照合に使用されます。

inspect esmtp コマンドは、サーバ SMTP バナーの「2」および「0」以外の文字をアスタリスクに変    
更します。CR（復帰）および LF（改行）の文字は、無視されます。

SMTP 検査をイネーブルにすると、ルールに適合していない場合、対話型 SMTP に使用される Telnet    
セッションが停止することがあります。ルールとは、SMTP コマンドの長さが最低 4 文字である、   
CR および LF で終了している、次の応答を発信する前に相手側からの応答を待機する必要がある、   
などです。

SMTP サーバは、クライアント要求に対して、数値の応答コードおよび任意の判読可能文字列を使 
用して応答します。SMTP アプリケーション検査は、ユーザが使用できるコマンドおよびサーバが 
戻すメッセージを制御し、削減します。SMTP 検査が実行するのは、次の 3 つの主要タスクです。

 • SMTP 要求を、7 つの基本 SMTP コマンドおよび 8 つの拡張コマンドに制限します。

 • SMTP コマンド応答シーケンスをモニタします。

 • 監査追跡を生成します ― メール アドレスに含まれている無効文字が置換された場合、監査レ   
コード 108002 が生成されます。詳細は、RFC 821 を参照してください。

SMTP 検査は、コマンド応答シーケンスをモニタし、次の異常がないかどうかを確認します。

 • コマンドの短縮

 • コマンドの不正な終了（<CR> <LR> で終了していない）

 • MAIL および RCPT コマンドは、メールの送信者および受信者を指定します。メール アドレス    
はスキャンされ、不正文字が含まれていないかどうかが確認されます。縦棒  | は削除されます   
（ブランクに変更されます）。 | が許可されるのは、メール アドレスを定義するために使用され、   

| の前に [<] が付いている場合だけです。

 • SMTP サーバによる予期せぬ変更

 • 不明なコマンドの場合、FWSM はパケット内のすべての文字を X に変更します。この場合、   
サーバは、クライアントにエラー コードを生成します。パケットの内容が変更されるので、TCP 
チェックサムを再計算するか、調整する必要があります。

 • TCP ストリームの編集

 • コマンドのパイプライン化

例 次に、SMTP インスペクション エンジンをイネーブルにし、SMTP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（25）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map smtp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 25
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map smtp_policy 
hostname(config-pmap)# class smtp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect esmtp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy smtp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で SMTP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。
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関連コマンド

inspect ftp
FTP（ファイル転送プロトコル）検査のポートを設定する、または拡張検査をイネーブルにするに
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect ftp コマンドを使用します。クラス コンフィ     
ギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。    
設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect ftp [strict [map_name]] 

no inspect ftp [strict [map_name]] 

シンタックスの説明

注意 FTP を上位のポートに移動する場合には、注意が必要です。たとえば、FTP ポートを 2021 に設定    
すると、ポート 2021 に対して開始されるすべての接続のデータ ペイロードが、FTP コマンドとし    
て解釈されます。

デフォルト デフォルトでは、FWSM はポート 21 で FTP を待ち受けます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug smtp SMTP のデバッグ情報をイネーブルにします。
inspect smtp 標準（拡張ではない） SMTP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
show conn SMTP を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。

map_name FTP マップの名前を指定します。
strict （任意）FTP トラフィックの拡張検査をイネーブルにし、RFC 標準との適  

合を強制します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol ftp コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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使用上のガイドライン FTP アプリケーション検査は、FTP セッションを検査し、4 つのタスクを実行します。 

 • ダイナミックなセカンダリ データ接続の準備

 • ftp コマンド応答シーケンスの追跡

 • 監査追跡の生成

 • IP アドレスに組み込まれた NAT（ネットワーク アドレス変換）

FTP アプリケーション検査は、FTP データ転送用のセカンダリ チャネルを準備します。これらの   
チャネルは、ファイルのアップロード、ファイルのダウンロード、またはディレクトリ リストのイ 
ベントに対して割り当てられ、事前にネゴシエートされている必要があります。ポートは、PORT
または PASV コマンドによりネゴシエートされます。

（注） no inspect ftp コマンドを使用して FTP インスペクション エンジンをディセーブルにした場合、発      
信ユーザはパッシブ モードだけで接続を開始でき、着信 FTP はすべてディセーブルになります。

strict オプションの使用方法

strict オプションは、Web ブラウザが、FTP 要求内に組み込まれたコマンドを送信するのを防止し   
ます。各 ftp コマンドは、新しいコマンドが許可される前に、確認応答される必要があります。組  
み込みコマンドを送信している接続は、ドロップされます。strict オプションは、FTP サーバに 227   
コマンドの生成だけを許可し、FTP クライアントに PORT コマンドの生成だけを許可します。227   
コマンドおよび PORT コマンドは、エラー文字列内に表示されないようにチェックされます。

注意 strict オプションを使用すると、RFC 標準に適合していない FTP クライアントが中断されることが    
あります。

strict オプションをイネーブルにすると、各 ftp コマンド応答シーケンスが追跡され、次の異常がな   
いかどうかが確認されます。

 • コマンドの短縮 ― PORT および PASV 応答コマンドのカンマ数が 5 であるかどうかが確認され       
ます。5 以外の場合、PORT コマンドは短縮されているとみなされ、TCP 接続は終了します。

 • 不正コマンド ― RFC に規定されているように、ftp コマンドが <CR><LF> 文字で終了している     
かどうかが確認されます。これらの文字で終了していない場合、接続は終了します。

 • RETR および STOR コマンドのサイズ ― 固定定数に対してチェックされます。サイズが超過し     
ている場合、エラー メッセージがロギングされ、接続は終了します。

 • コマンド スプーフィング ― PORT コマンドは、常にクライアントから送信される必要があり    
ます。PORT コマンドがサーバから送信されている場合、TCP 接続は拒否されます。

 • 応答スプーフィング ― PASV 応答コマンド（227）は、つねにサーバから送信される必要があ   
ります。PASV 応答コマンドがクライアントから送信されている場合、TCP 接続は拒否されま  
す。これにより、ユーザが [227 xxxxx a1, a2, a3, a4, p1, p2] を実行する場合、セキュリティ ホー          
ルが防止されます。

 • TCP ストリームの編集

 • 無効のポート ネゴシエーション ― ネゴシエートされたダイナミック ポート値が 1024 未満で      
あるかどうかが確認されます。1 ～ 1024 の範囲のポート番号は既知の接続用に予約されている   
ので、ネゴシエートされたポートがこの範囲内である場合、TCP 接続が使用できます。

 • コマンドのパイプライン化 ― PORT および PASV 応答コマンドのポート番号後の文字数が、定     
数値 8 とクロスチェックされます。8 を超えている場合、TCP 接続は終了します。
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 • FWSM は、サーバのシステム タイプが FTP クライアントに対して不明になるように、FTP サー     
バの応答を、一連の X を伴う SYST コマンドに置換します。このデフォルトの動作を変更する    
には、FTP マップ コンフィギュレーション モードで、no mask-syst-reply コマンドを使用しま     
す。

（注） FWSM の通過が許可されない特定の FTP コマンドを識別するには、FTP マップを指定し、
request-command deny コマンドを使用します。詳細は、ftp-map コマンドおよび request-command 
deny コマンドの説明を参照してください。

FTP ログ メッセージ

FTP アプリケーション検査は、次のログ メッセージを生成します。

 • 検索またはアップロードされた各ファイルについて、監査レコード 302002 が生成されます。

 • ftp コマンドがチェックされ、RETR または STOR、および検索と保存のコマンドがロギングさ   
れているかどうかが確認されます。

 • IP アドレスを提供するテーブルを検索し、ユーザ名が取得されます。

 • ユーザ名、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、NAT アドレス、およびファイル操作がロギ     
ングされます。

 • メモリ不足によりセカンダリ ダイナミック チャネルの準備に失敗すると、監査レコード 
201005 が生成されます。

NAT の併用により、FTP アプリケーション検査は、アプリケーション ペイロード内の IP アドレス     
を変換します。詳細は、RFC 959 に記載されています。

例 次に、FTP トラフィックを識別し、FTP マップを定義し、ポリシーを定義し、厳密な FTP 検査をイ    
ネーブルにし、ポリシーを外部インターフェイスに適用する例を示します。

hostname(config)# class-map ftp-port 
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 21
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# ftp-map inbound_ftp
hostname(config-inbound_ftp)# request-command deny put stou appe
hostname(config-ftp-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class ftp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect ftp strict inbound_ftp 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config-pmap)# exit
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で厳密な FTP アプリケーション検査をイネーブルにするには、  
interface outside の代わりに、global パラメータを使用します。

（注） FTP 制御接続用のポートだけを指定し、データ接続用は指定しません。FWSM のステートフル イ   
ンスペクション エンジンは、必要に応じて、データ接続をダイナミックに準備します。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義しま  
す。

mask-syst-reply クライアントからの FTP サーバ応答を非表示にします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
request-command deny 禁止する FTP コマンドを指定します。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect gtp
GTP 検査をイネーブルまたはディセーブルに設定するか、または GTP トラフィックまたはトンネ  
ルを制御するように GTP マップを定義するには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect    
gtp コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィ     
ギュレーション モードからアクセスします。このコマンドを削除するには、コマンドの no 形式を   
使用します。

inspect gtp [map_name]

no inspect gtp [map_name] 

（注） GTP 検査には、特殊なライセンスが必要です。必要なライセンスを取得せずに、FWSM 上で inspect   
gtp コマンドを入力すると、FWSM にエラー メッセージが表示されます。

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン GTP は、GPRS のトンネリング プロトコルで、ワイヤレス ネットワーク上のセキュアなアクセス    
を支援します。GPRS は、既存の GSM ネットワークを統合するために設計された、データ ネット    
ワーク アーキテクチャです。モバイル サブスクライバに対して、企業ネットワークおよびインター  
ネットへの、中断されないパケット交換データ サービスを提供します。GTP の概要については、  
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Configuration Guide』             
の「Applying Application Layer Protocol Inspection」の章を参照してください。

GTP パラメータの定義に使用する特定のマップを識別するには、gtp-map コマンドを使用します。  
このコマンドを入力すると、コンフィギュレーション モードが開始され、具体的なマップを定義す 
るための各種コマンドを入力できます。条件を満たしていないメッセージに指定できる動作は、

allow、reset、または drop などの各種コンフィギュレーション コマンドを使用して設定します。こ  
れらの動作のほかに、イベントをロギングするかどうかを指定できます。

GTP マップを定義したあと、inspect gtp コマンドを使用して、マップをイネーブルにします。次に、   
class-map、policy-map、および service-policy コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義し   
たり、このクラスに inspect コマンドを適用したり、1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー   
を適用したりします。

map_name （任意）GTP マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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ポート値として使用される gtp の文字列は、ポート値 3386 に自動的に変換されます。GTP の既知     
ポートは、次のとおりです。

 • 3386

 • 2123

次の機能は、7.0 ではサポートされません。

 • NAT（ネットワーク アドレス変換）、PAT（ポート アドレス変換）、外部 NAT、エイリアス、   
およびポリシー NAT

 • 3386、2123、2152 以外のポート

 • トンネル化した IP パケットおよびそのコンテンツの評価

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、inspect gtp コマンドで、メディア エンドポイント（IP    
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

位置を判別する場合、 inspect gtp コマンドは、トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートを使用し      
ません。トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートは、route interface 0 0 metric tunneled 形式のルー         
トです。このルートは、IPSec トンネルから出力されるパケットのデフォルト ルートを書き換えま  
す。したがって、VPN トラフィックに inspect gtp コマンドを適用する場合には、トンネル デフォ     
ルト ゲートウェイ ルートを設定しないでください。代わりに、他のスタティック ルーティングま   
たはダイナミック ルーティングを使用してください。

例 次に、アクセス リストを使用して GTP トラフィックを識別し、GTP マップを定義し、ポリシーを    
定義し、外部インターフェイスにポリシーを適用する例を示します。

hostname(config)# access-list gtp-acl permit udp any any eq 3386 
hostname(config)# access-list gtp-acl permit udp any any eq 2123
hostname(config)# class-map gtp-traffic 
hostname(config)# match access-list gtp-acl 
hostname(config)# gtp-map gtp-policy
hostname(config)# policy-map inspection_policy 
hostname(config-pmap)# class gtp-traffic 
hostname(config-pmap-c)# inspect gtp gtp-policy 
hostname(config)# service-policy inspection_policy interface outside

（注） この例では、デフォルト値を使用して GTP 検査をイネーブルにしています。デフォルト値を変更  
するには、gtp-map コマンドの説明、および GTP マップ コンフィギュレーション モードから入力     
する各コマンドの説明を参照してください。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定  
義します。

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用し  

ます。
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inspect h323
H.323 アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect h323 コマンドを使用します。クラス コン     
フィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスしま    
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect h323 {h225 [h225_map] | ras}

no inspect h323 {h225 [h225_map] | ras} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのポート割り当ては、次のとおりです。

 • h323 h225 1720

 • h323 ras 1718～ 1719

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect h323 コマンドは、Cisco CallManager および VocalTec Gatekeeper などの H.323 準拠アプリケー         
ションをサポートします。H.323 は、LAN 上でのマルチメディア会議用として、International  
Telecommunication Union（ITU; 国際電気通信連合）により定義されたプロトコル スイートです。  
FWSM は、H.323 v3 の単一コール シグナリング チャネル上での複数コール機能を含む、H.323     
Version 4 をサポートしています。

H.323 検査をイネーブルにすると、FWSM は、H.323 Version 3 で導入された、単一コール シグナリ      
ング チャネル上での複数コールをサポートします。この機能により、コール セットアップ時間が  
短縮され、FWSM 上のポート使用率も削減されます。

H.323 検査には、次の 2 つの主要機能があります。

 • H.225 および H.245 メッセージに組み込まれた必要な IPv4 アドレスの NAT（ネットワーク ア       
ドレス変換）。H.323 メッセージは、PER コード化形式でコード化されるので、FWSM は、H.323   
メッセージのデコードに、ASN.1 デコーダを使用します。

 • ネゴシエートされた H.245 および RTP/RTCP 接続をダイナミックに割り当てます。

h225 H.225 シグナリング検査をイネーブルにします。
h225_map （任意）Cisco HSI および H.323 エンドポイントを含むトポロジで FWSM を      

使用するために必要なコンフィギュレーションを定義する、H.225 アプリ 
ケーション検査マップの名前を指定します。

ras RAS 検査をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol h323 コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。



第 15章      inspect ctiqbe ～ inspect xdmcp コマンド
inspect h323 

15-15
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

H.323 の動作

H.323 の一連のプロトコルでは、2 つまでの TCP 接続および 4 ～ 6 の UDP 接続を集約的に使用でき          
ます。登録、アドミッション、およびステータス用に、FastStart は単一の TCP 接続だけを使用し、   
RAS は単一の UDP 接続を使用します。

H.323 クライアントは、Q.931 コール セットアップを要求するために、最初に TCP ポート 1720 を       
使用して H.323 サーバへの TCP 接続を確立することがあります。コール セットアップ プロセスの      
一環として、H.323 端末はクライアントに、H.245 TCP 接続用のポート番号を提供します。H.245 接    
続は、コールのネゴシエーションおよびメディア チャネルのセットアップに使用されます。H.323 
ゲートキーパを使用する環境では、初回パケットは UDP を使用して転送されます。

H.323 検査は、Q.931 TCP 接続をモニタして、H.245 ポート番号を判別します。H.323 端末が FastStart      
を使用していない場合、FWSM は、H.225 メッセージの検査に基づいて H.245 接続をダイナミック    
に割り当てます。

（注） また、RAS を使用する場合にも、H.225 接続はダイナミックに割り当てられます。

各 H.245 メッセージで、H.323 の両エンドポイントは、以降の UDP データ ストリームに使用する      
ポート番号を交換します。H.323 検査は、H.245 メッセージを検査して、これらのポートを判別し、  
メディア交換用の接続をダイナミックに作成します。Real-Time Transport Protocol（RTP）は、ネゴ  
シエートされたポート番号を使用しますが、RTP Control Protocol（RTCP）は、次の上位ポート番号  
を使用します。

H.323 制御チャネルは、H.225、H.245 、および H.323 RAS を処理します。H.323 検査は、次のポー      
トを使用します。

 • 1718 ― ゲートキーパの検出に使用される UDP ポート

 • 1719 ― RAS およびゲートキーパの検出に使用される UDP ポート

 • 1720 ― TCP 制御ポート

ゲートキーパからの ACF メッセージが FWSM を通過する場合には、H.225 接続用のピンホールが     
オープンされます。H.245 シグナリング ポートは、H.225 シグナリングの両エンドポイント間でネ   
ゴシエートされます。H.323 ゲートキーパを使用する場合には、FWSM は、ACF メッセージの検査   
に基づいて H.225 接続をオープンします。 FWSM が ACF メッセージを検出しない場合には、H.225      
コール シグナリング用に、既知 H.323 ポート 1720 にアクセス リストをオープンしなければならな      
いことがあります。

FWSM は、H.225 メッセージの検査後に H.245 チャネルをダイナミックに割り当て、H.245 チャネ     
ルに接続し、回復します。つまり、FWSM を通過する H.245 メッセージはすべて、H.245 アプリ    
ケーション検査の対象となり、組み込み IP アドレスの NAT が実行され、ネゴシエートされたメ    
ディア チャネルがオープンされます。

H.323 ITU 規格では、信頼できる接続に渡す前に、H.225 および H.245 の前にメッセージ長を定義す     
る TPKT ヘッダーを送信するよう規定しています。TPKT ヘッダーは、H.225 または H.245 メッセー      
ジと同じ TCP パケットで送信する必要はないので、FWSM は、メッセージを適切に処理またはデ   
コードできるように TPKT の長さを記録しておく必要があります。FWSM は、各接続のデータ構   
造、つまり次に予測されるメッセージの TPKT 長を含むデータ構造を保持します。

NAT が必要な IP アドレスがある場合、FWSM はチェックサム、User-User Information Element（UUIE）      
長、および TPKT（H.225 メッセージが TCP パケットに含まれていた場合）を変更する必要があり    
ます。TPKT が異なる TCP パケットで送信された場合、FWSM はその TPKT にプロキシ ACK を実        
行し、新しい長さの H.245 メッセージに新しい TPKT を付加します。
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（注） FWSMは、TPKT の プロキシ ACK では、TCP オプションをサポートしません。

H.323 検査対象のパケットを使用する各 UDP 接続は、H.323 接続としてマークされ、timeout コマ     
ンドにより設定された H.323 タイムアウトに従って、タイムアウトになります。

制限および制約

H.323 アプリケーション検査の使用については、次のような既知の問題および制限事項があります。

 • スタティック PAT（ポート アドレス変換）では、H.323 メッセージのオプション フィールドに    
組み込まれた IP アドレスが適切に変換されないことがあります。この問題が発生した場合に  
は、H.323 にスタティック PAT を使用しないでください。

 • NetMeeting クライアントが H.323 ゲートキーパに登録し、同じ H.323 ゲートキーパに登録され     
ている H.323 ゲートウェイを呼び出そうと、接続は確立されますが、どちらの方向でも音声は  
認識されません。この問題は、FWSM とは無関係です。

 •  設定したネットワーク スタティックが、サードパーティのネットマスクおよびアドレスと一  
致している場合、すべての発信 H.323 接続に失敗します。

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、inspect h323 コマンドで、メディア エンドポイント（IP    
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

位置を判別する場合、 inspect h323 コマンドは、トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートを使用し      
ません。トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートは、route interface 0 0 metric tunneled 形式のルー         
トです。このルートは、IPSec トンネルから出力されるパケットのデフォルト ルートを書き換えま  
す。したがって、VPN トラフィックに inspect h323 コマンドを適用する場合には、トンネル デフォ     
ルト ゲートウェイ ルートを設定しないでください。代わりに、他のスタティック ルーティングま   
たはダイナミック ルーティングを使用してください。

H.225 マップの使用方法

H.225 マップにより、H.225 コール シグナリングに HSI が含まれている場合、FWSM で H.245 接続        
用のダイナミックなポート固有のピンホールをオープンできます。H.225 マップは、HSI および関  
連するエンドポイントの情報を提供します。これらは、FWSM によって保護されているネットワー 
クのセキュリティを損なわずに接続を確立するために必要な情報です。

表 15-1 に、必要なコンフィギュレーションを実行するためのコマンドの要約を示します。

表 15-1 H.225 コンフィギュレーション コマンド 

コマンド
コンフィギュレーショ
ン モード 説明

h225-map グローバル コンフィ 
ギュレーション モード

H.225 アプリケーション検査マップを定義し、H.225 マッ  
プ コンフィギュレーション モードをイネーブルにしま  
す。1 つの H.225 マップに、最大 5 つの HSI グループを設       
定できます。

hsi-group H.225 マップ コンフィ  
ギュレーション モード

HSI グループを定義し、HSI グループ コンフィギュレー   
ション モードをイネーブルにします。各 HSI グループに、   
最大 10 のエンドポイントを設定できます。
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例 次に、H.323 インスペクション エンジンをイネーブルにし、H.323 トラフィックをデフォルト ポー    
ト（1720）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map h323-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 1720
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map h323_policy 
hostname(config-pmap)# class h323-port
hostname(config-pmap-c)# inspect h323
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy h323_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、global  
パラメータを使用します。

次に、FWSM が H.323 エンドポイントと相互接続し、Cisco CallManager で両エンドポイント間の接     
続を確立する場合に必要な H.225 コンフィギュレーションの例を示します。

hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any any eq 1720 
hostname(config)# access-list h323_acl permit udp any any eq 1721
hostname(config)# class-map h323-traffic 
hostname(config-cmap)# match access-list h323_acl 
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# h225-map sample_map
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# hsi 10.10.15.11 
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.3.6.1 inside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# endpoint 10.10.25.5 outside
hostname(config-h225-map-hsi-grp)# exit
hostname(config)# policy-map sample_policy 
hostname(config-pmap)# class h323_port
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 ras
hostname(config-pmap-c)# inspect h323 h225 sample_map
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside

関連コマンド

hsi HSI グループ コンフィ  
ギュレーション モード

HSI を識別します。

endpoint HSI グループ コンフィ  
ギュレーション モード

HSI グループ内の 1 つまたは複数のエンドポイントを識別   
します。

表 15-1 H.225 コンフィギュレーション コマンド（続き）

コマンド
コンフィギュレーショ
ン モード 説明

コマンド 説明

debug h323 H.323 のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
show h225 FWSM によって確立された H.225 セッションの情報を表示します。
show h245 低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245   

セッションの情報を表示します。

show h323-ras FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表示します。
timeout H.225 シグナリング接続または H.323 制御接続が終了したあとのアイドル   

タイムを設定します。
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inspect http
HTTP アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect http  コマンドを使用します。クラス コン      
フィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスしま    
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect http [map_name]

no inspect http [map_name]

シンタックスの説明

デフォルト HTTP のデフォルト ポートは、80 です。

デフォルトでは、拡張 HTTP 検査はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect http コマンドは、HTTP トラフィックに関連付けられている可能性のある特定の攻撃および   
他の脅威を防御します。HTTP 検査は、次のいくつかの機能を実行します。

 • 拡張 HTTP 検査

 • N2H2 または Websense を使用した URL スクリーニング

 • Java および ActiveX のフィルタリング

最後の 2 つの機能は、filter コマンドと併用して設定します。

拡張 HTTP 検査は、HTTP メッセージが RFC 2616 に適合し、RFC に定義された方式またはサポー       
ト対象の拡張方式を使用し、各種の他の条件に適合しているかどうかを検証します。ほとんどの場

合、これらの条件および条件を満たしていない場合のシステム応答を設定できます。条件を満たし

ていないメッセージに指定できる動作は、allow、reset、または drop などの各種コンフィギュレー 
ション コマンドを使用して設定します。これらの動作のほかに、イベントをロギングするかどうか 
を指定できます。

HTTP メッセージに適用できる条件は、次のとおりです。

 • 設定可能なリストに、いかなる方式も含まれていない

 • 特定の転送コード化方式またはアプリケーション タイプ

 • HTTP トランザクションが RFC 仕様に準拠している 

map_name （任意）HTTP マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在廃止されている fixup protocol http コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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 • メッセージのボディ サイズが、設定可能な制限の範囲内である

 • 要求および応答メッセージのヘッダー サイズが、設定可能な制限の範囲内である

 • URI の長さが、設定可能な制限の範囲内である

 • メッセージ ボディのコンテンツ タイプが、ヘッダーと一致している

 • 応答メッセージのコンテンツ タイプが、要求 メッセージの accept-type フィールドと一致して    
いる

 • メッセージのコンテンツ タイプが、事前定義された内部リストに含まれている

 • メッセージが HTTP RFC 形式の条件に適合している

 • 選択したサポート対象アプリケーションが存在する、または存在しない

 • 選択したコード化タイプが存在する、または存在しない

（注） 条件を満たしていないメッセージに指定できる動作は、allow、reset、または drop などの各種コン 
フィギュレーション コマンドを使用して設定します。これらの動作のほかに、イベントをロギン 
グするかどうかを指定できます。

拡張 HTTP 検査をイネーブルにするには、inspect http http-map コマンドを使用します。HTTP トラ      
フィックに適用するルールは、http-map コマンドおよび HTTP マップ コンフィギュレーション    
モードのコマンドを使用して設定する特定の HTTP マップによって定義します。

（注） HTTP マップを使用して HTTP 検査をイネーブルにすると、動作のリセットとログを伴う厳密な   
HTTP 検査がデフォルトでイネーブルになります。検査に失敗した場合に実行される動作は変更で 
きますが、HTTP マップがイネーブルである限り、厳密な検査をディセーブルにすることはできま 
せん。

例 次に、HTTP トラフィックを指定し、HTTP マップを定義し、ポリシーを定義し、外部インターフェ  
イスにポリシーを適用する例を示します。

hostname(config)# class-map http-port 
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 80
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# content-length min 100 max 2000 action reset log
hostname(config-http-map)# content-type-verification match-req-rsp reset log
hostname(config-http-map)# max-header-length request bytes 100 action log reset
hostname(config-http-map)# max-uri-length 100 action reset log
hostname(config-http-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class http-port
hostname(config-pmap-c)# inspect http inbound_http 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config-pmap)# exit
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

この例では、FWSM は、以下を含むトラフィックを検出した場合、接続をリセットして、Syslog エ  
ントリを作成します。

 • 100 バイト未満または 2000 バイトを超えるメッセージ

 • サポートされていないコンテンツ タイプ

 • 100 バイトを超える HTTP ヘッダー
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 • 100 バイトを超える URI（ユニフォーム リソース識別子）

関連コマンド

inspect icmp
ICMP インスペクション エンジンを設定するには、クラス コンフィギュレーション モードで、    
inspect icmp コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ     
コンフィギュレーション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

inspect icmp

no inspect icmp 

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ICMP インスペクション エンジンでは、ICMP トラフィックを TCP および UDP トラフィックと同       
様に検査できます。ICMP インスペクション エンジンを使用しない場合には、ACL で、ICMP の    
FWSM の通過を許可しないことを推奨します。ステートフル検査を使用しないと、ネットワークの 
攻撃に ICMP が使用されることがあります。ICMP インスペクション エンジンは、各要求に対する    
応答が 1 つだけで、シーケンス番号が正しいことを確認します。

ICMP 検査がディセーブル（デフォルト設定）の場合、ICMP エコー要求への応答であっても、セ  
キュリティの低いインターフェイスからセキュリティの高いインターフェイスへの ICMP エコー応  
答メッセージは拒否されます。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw HTTP アプリケーション検査に関する詳細情報を表示します。
debug http-map HTTP マップに関連付けられたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol icmp コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。
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ICMP インスペクションがディセーブル（デフォルト）になっている場合、トレースルートは機能 
しません。トレースルートを使用しているとき ICMP 到達不能エラーを受信できるようにするには、  
ICMP インスペクションをイネーブルにする必要があります。

例 次に、ICMP アプリケーション インスペクション エンジンをイネーブルにし、クラス マップを作    
成して、IPv4 の場合は 1、IPv6 の場合は 58 の ICMP プロトコル ID を使用して ICMP トラフィック           
を照合する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map icmp-class
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map icmp_policy 
hostname(config-pmap)# class icmp-class
hostname(config-pmap-c)# inspect icmp 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy icmp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で ICMP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
icmp FWSM のインターフェイスで終端する ICMP トラフィックのアクセス   

ルールを設定します。

policy-map 1 つまたは複数のトラフィック クラスにセキュリティ動作を関連付ける  
ポリシーを定義します。

service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect icmp error
ICMP エラー メッセージのアプリケーション検査をイネーブルにするには、クラス コンフィギュ   
レーション モードで、inspect icmp errorコマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション    
モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。設定を削除する   
には、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect icmp error

no inspect icmp error

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン スタティック /NAT（ネットワーク アドレス変換）設定に基づいて、ICMP エラー メッセージを送   
信する中間ホップの変換スロット（xlate）を作成するには、inspect icmp error コマンドを使用しま   
す。デフォルトでは、中間ホップの IP アドレスは、セキュリティ アプライアンスによって隠され   
ていますが、 inspect icmp error コマンドを実行すると、中間ホップの IP アドレスが見えるようにな      
ります。FWSM は、パケットを、変換した IP アドレスに書き換えます。

ICMP エラー インスペクション エンジンをイネーブルにすると、ICMP パケットに対して次の変更    
が実行されます。

 • IP ヘッダーで、NAT IP がクライアントの IP （宛先アドレスと中間ホップ アドレス）に変更さ      
れ、IP チェックサムが修正されます。

 • ICMP ヘッダーで、ICMP パケットの変更に基づいて ICMP チェックサムが修正されます。

 • ペイロードで、次の内容が変更されます。

－ 元のパケットの NAT IP が、クライアントの IP に変更されます。

－ 元のパケットの NAT ポートが、クライアントのポートに変更されます。

－ 元のパケットの IP チェックサムが再計算されます。

ICMP エラー メッセージを検索すると、ICMP エラー検査がイネーブルかどうかに関係なく、ICMP   
ペイロードがスキャンされ、元のパケットから 5 タプル（送信元 IP、宛先 IP、送信元ポート、宛先    
ポート、IP プロトコル）が検索されます。検索が実行されると、取得した 5 タプルからクライアン   
トの元のアドレスが判別され、特定の 5 タプルに関連する既存のセッションが特定されます。セッ  
ションが見つからない場合、ICMP エラー メッセージはドロップされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol icmp error コマンドに代わり、この     
コマンドが追加されました。



第 15章      inspect ctiqbe ～ inspect xdmcp コマンド
inspect icmp error  

15-23
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

注意 ICMP エラー インスペクションをセキュリティ レベルが異なるインターフェイス間で使用すると、   
内部 IP アドレスがマスクされません。このため、セキュリティ アプライアンスは中間ルータの IP    
アドレスの正しい変換結果を取得することができず、パケットはドロップされます。ICMP エラー 
インスペクションをセキュリティ レベルが同じインターフェイス間で使用すると、中間ルータの 
IP アドレスの変換結果が見つからなくても、セキュリティ アプライアンスは ID を想定して、IP ア     
ドレスの xlate を割り当てます。SSLC では、NAT を設定しなくてもパケットを受け取ることがで    
きるため、同じセキュリティ レベルを選択すると、（ICMP エラー メッセージの場合と同様）内部   
ルータの IP アドレスが公開される危険があります。

例 次に、ICMP エラー アプリケーション インスペクション エンジンをイネーブルにし、クラス マッ     
プを作成して、IPv4 の場合は 1、IPv6 の場合は 58 の ICMP プロトコル ID を使用して ICMP トラ           
フィックを照合する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map icmp-class
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map icmp_policy 
hostname(config-pmap)# class icmp-class
hostname(config-pmap-c)# inspect icmp error
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy icmp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で ICMP エラー検査をイネーブルにするには、interface outside の代わ    
りに、global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
icmp FWSM のインターフェイスで終端する ICMP トラフィックのアクセス   

ルールを設定します。

inspect icmp ICMP インスペクション エンジンをイネーブルまたはディセーブルにし  
ます。

policy-map 1 つまたは複数のトラフィック クラスにセキュリティ動作を関連付ける  
ポリシーを定義します。

service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect ils
ILS アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、 クラス コンフィギュレーション モードで、inspect ils  コマンドを使用します。クラス コンフィ       
ギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。    
設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect ils

no inspect ils

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect ils コマンドは、LDAP を使用して ILS サーバとディレクトリ情報を交換する Microsoft 
NetMeeting，SiteServer、および Active Directory 製品に NAT（ネットワーク アドレス変換）サポー
トを提供します。

デフォルトのポート割り当てを 389 から変更するには、port オプションを使用します。ILS 検査を    
一定範囲のポート番号に適用するには、-port オプションを使用します。

FWSM は、ILS または SiteServer Directory で、エンドポイントの登録および検索に使用される ILS      
用の NAT をサポートします。LDAP データベースには IP アドレスだけが保管されるので、PAT     
（ポート アドレス変換）はサポートされません。

検索応答では、LDAP サーバが外部に存在する場合、NAT により、外部 LDAP サーバに登録されて    
いる内部ピア間のローカル通信が許可されるとみなされます。これらの検索応答では、最初に変換

スロット（xlate）が検索され、次に DNAT エントリが検索されて、適正なアドレスが取得されま  
す。両方の検索に失敗した場合、アドレスは変更されません。NAT 0 （非 NAT）を使用し、DNAT   
の相互通信を行わないサイトでは、パフォーマンスを向上するために、このインスペクション エン 
ジンをオフにすることを推奨します。

ILS サーバが FWSM の境界の内側に存在する場合には、追加設定が必要になることがあります。た   
とえば、外部クライアントが特定のポート、一般的には TCP 389 上で LDAP サーバにアクセスでき     
るホールが必要になります。

ILS トラフィックが発生するのはセカンダリ UDP チャネル上だけなので、TCP の休止インターバル    
が経過すると、TCP 接続は切断されます。デフォルトでは、このインターバルは 60 分ですが、   
timeout コマンドにより調整できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol ils コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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ILS/LDAPは、単一 TCP 接続上でセッションが処理されるクライアント /サーバ モデルに準拠して   
います。クライアントの動作に応じて、いくつかのセッションが作成されることがあります。

接続のネゴシエーション中に、クライアントからサーバに対して BIND PDU が送信されます。サー   
バから正常な BIND RESPONSE を受信すると、ILS Directory 上で処理を実行するために、他の操作     
メッセージ（ADD、DEL、SEARCH、または MODIFY）が交換されます。ADD REQUEST および   
SEARCH RESPONSE PDU には、H.323（SETUP および CONNECT メッセージ）で使用される、      
NetMeeting セッションを確立するための NetMeeting ピアの IP アドレスが含まれていることがあり     
ます。Microsoft NetMeeting v2.X および v3.X は、ILS をサポートしています。

ILS 検査は、次の処理を実行します。

 • BER デコード機能による LDAP REQUEST/RESPONSE PDU のデコード

 • LDAP パケットの解析

 • IP アドレスの抽出

 • 必要な場合、IP アドレスの変換

 • BER コード化機能による、変換したアドレスでの PDU のコード化

 • TCP パケットへの、新しくコード化された PDU のコピー

 • 増分 TCP チェックサムの実行およびシーケンス番号の調整

ILS 検査には、次の制限があります。

 • 照会用の要求および応答はサポートされません。

 • 複数ディレクトリのユーザは、統合されません。

 • 複数ディレクトリに複数の ID を持つ単一ユーザは、NAT で認識できません。

（注） H.225 コール シグナリング トラフィックが発生するのはセカンダリ UDP チャネル上だけなので、     
TCP の timeout コマンドにより指定されたインターバルが経過すると、TCP 接続は切断されます。    
デフォルトでは、このインターバルは 60 分です。

例 次に、ILS インスペクション エンジンをイネーブルにし、ILS トラフィックをデフォルト ポート    
（389）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポ  
リシーが適用されます。

hostname(config)# class-map ils-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 389
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map ils_policy 
hostname(config-pmap)# class ils-port
hostname(config-pmap-c)# inspect ils
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy ils_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で ILS 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug ils ILS のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect mgcp
MGCP アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更する   
には、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect mgcp  コマンドを使用します。クラス コ      
ンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスし    
ます。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect mgcp [map_name]

no inspect mgcp [map_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン MGCP を使用するには、通常、最低 2 つの inspect コマンドを設定する必要があります。1 つは、      
ゲートウェイがコマンドを受信するポート用、もう 1 つはコール エージェントがコマンドを受信す   
るポート用です。通常、コール エージェントはゲートウェイのデフォルトの MGCP ポート 2427 に     
コマンドを送信し、ゲートウェイは、コール エージェントのデフォルトの MGCP ポート 2727 にコ     
マンドを送信します。

MGCP は、メディア ゲートウェイ コントローラまたはコール エージェントと呼ばれる外部コール    
制御エレメントからメディア ゲートウェイを制御する場合に使用されます。メディア ゲートウェ  
イは一般的に、電話回線上で伝送される音声信号と、インターネット上または他のパケット ネット 
ワーク上で伝送されるデータ パケット間の変換を提供するネットワーク エレメントです。NAT  
（ネットワーク アドレス変換）および PAT（ポート アドレス変換）と MGCP を併用することによ     
り、外部（グローバル）アドレス数が限定された内部ネットワーク上で、多数のデバイスをサポー

トできます。

メディア ゲートウェイの例は次のとおりです。

 • 電話ネットワークと Voice over IP ネットワーク間のインターフェイスを提供するトランキング    
ゲートウェイ。これらのゲートウェイは通常、多数のデジタル回線を管理します。

 • Voice over IP ネットワークに従来型のアナログ（RJ11）インターフェイスを提供するレジデン   
シャル ゲートウェイ。レジデンシャル ゲートウェイには、ケーブル モデム /ケーブル セット    
トップ ボックス、xDSL デバイス、ブロードバンド ワイヤレス デバイスなどが含まれます。

map_name （任意）MGCP マップの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol mgcp コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。
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 • Voice over IP ネットワークに従来型のデジタル PBX インターフェイスまたは統合ソフト PBX      
インターフェイスを提供するビジネス ゲートウェイ。

MGCP メッセージは、UDP 上で伝送されます。応答は、コマンドの送信元アドレス（IP アドレス   
および UDP ポート番号）に戻されますが、コマンドの送信先と同じアドレスから応答が戻される  
とは限りません。たとえば、複数のコール エージェントがフェールオーバー設定で使用されている 
場合、コマンドを受信したコール エージェントからバックアップ コール エージェントに制御が渡   
され、バックアップ コール エージェントから応答が送信される場合などです。

（注） MGCP コール エージェントは、AUEP メッセージを送信し、MGCP エンドポイントが存在するか    
どうかを判別します。これにより、FWSM を経由するフローが確立され、MGCP エンドポイント  
をコール エージェントに登録できます。

1 つまたは複数のコール エージェントおよびゲートウェイの IP アドレスを設定するには、MGCP    
マップ コンフィギュレーション モードで、call-agent コマンドおよび gateway コマンドを使用しま    
す。コマンド キューに一度に設定できる MGCP コマンドの最大数を指定するには、MGCP マップ    
コンフィギュレーション モードで、command-queue コマンドを使用します。

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、inspect mgcp コマンドで、メディア エンドポイント（IP    
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

例 次に、MGCP トラフィックを指定し、MGCP マップを定義し、ポリシーを定義して、そのポリシー  
を外部インターフェイスに適用する例を示します。デフォルト ポート（2427 および 2727）上で   
MGCP トラフィックを照合するクラス マップを作成します。さらに、外部ポリシーにサービス ポ   
リシーが適用されます。

hostname(config)# access-list mgcp_acl permit tcp any any eq 2427 
hostname(config)# access-list mgcp_acl permit tcp any any eq 2727
hostname(config)# class-map mgcp_port
hostname(config-cmap)# match access-list mgcp_acl
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# mgcp-map inbound_mgcp
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.5 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.6 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.7 102
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.8 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.115 101
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.116 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.117 102
hostname(config-mgcp-map)# command-queue 150
hostname(config-mgcp-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy
hostname(config-pmap)# class mgcp_port
hostname(config-pmap-c)# inspect mgcp mgcp-map inbound_mgcp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy inbound_policy interface outside

次に、コール エージェント 10.10.11.5 および 10.10.11.6 でゲートウェイ 10.10.10.115 を制御し、コー       
ル エージェント 10.10.11.7 および 10.10.11.8 で 2 つのゲートウェイ 10.10.10.116 および 10.10.10.117          
を制御するように設定する例を示します。キューに格納できる MGCP コマンドの最大数は 150 で    
す。
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すべてのインターフェイスで MGCP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug mgcp MGCP のデバッグ情報をイネーブルにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show mgcp FWSM を介して確立された MGCP セッションの情報を表示します。
timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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inspect netbios
NetBIOS アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更す   
るには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect netbios  コマンドを使用します。クラス     
コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセス    
します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect netbios

no inspect netbios 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect netbios コマンドは、NetBIOS プロトコル用のアプリケーション検査をイネーブルまたはディ   
セーブルに設定します。

例 次に、NetBIOS インスペクション エンジンをイネーブルにし、NetBIOS トラフィックをデフォルト   
の UDP ポート（137 および 138）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外     
部ポリシーにサービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map netbios-port
hostname(config-cmap)# match port udp range 137 138
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map netbios_policy
hostname(config-pmap)# class netbios-port
hostname(config-pmap-c)# inspect netbios
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy netbios_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で NetBIOS 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わり    
に、global パラメータを使用します。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect pptp
Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP）アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM   
が待ち受けるポートを変更するには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect pptp  コマ     
ンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレー    
ション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect pptp 

no inspect pptp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン PPTP は、PPP トラフィックをトンネリングするためのプロトコルです。PPTP セッションは、1 つ    
の TCP チャネルと、通常 2 つの PPTP GRE トンネルで構成されます。TCP チャネルは、PPTP GRE         
トンネルのネゴシエーションおよび管理に使用される制御チャネルです。GRE トンネルは、2 つの  
ホスト間の PPP セッションを伝送します。

PPTP アプリケーション検査をイネーブルにすると、PPTP 制御パケットが検査され、PPTP トラ   
フィックを許可するために必要な GRE 接続および変換スロット（xlate）がダイナミックに作成さ  
れます。サポートされるのは、RFC 2637 に定義されている Version 1 だけです。

PAT（ポート アドレス変換）は、GRE の修正版（RFC 2637）が、PPTP TCP 制御チャネル上でネゴ     
シエートされた場合に限り、実行されます。GRE の無修正版（RFC 1701、RFC 1702）では、PAT   
は実行されません。

具体的には、FWSM は、PPTP バージョン通知および発信コールの要求 / 応答シーケンスを検査し  
ます。RFC 2637 に定義されているように、検査されるのは PPTP Version 1 だけです。いずれかの側      
から通知されたバージョンが Version 1 ではない場合、TCP 制御チャネルの以降の検査はディセー    
ブルになります。また、発信コールの要求 /応答シーケンスが追跡されます。接続および変換スロッ
ト（xlate）は、以降のセカンダリ GRE データ トラフィックを許可するために、必要に応じて、ダ   
イナミックに割り当てられます。

PPTP トラフィックを PAT を使用して変換するには、PPTP インスペクション エンジンをイネーブ     
ルにする必要があります。また、PAT が実行されるのは GRE の修正版（RFC 2637）が PPTP TCP      
制御チャネル上でネゴシエートされる場合だけです。GRE の無修正版（RFC 1701 および RFC 1702）     
では、PAT は実行されません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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RFC 2637 に説明されているように、PPTP プロトコルは、主として、モデム バンク PPTP Access      
Concentrator（PAC）からヘッドエンド PPTP Network Server（PNS）に対して開始される PPP セッ     
ションのトンネリングに使用されます。この場合、PAC がリモート クライアント、PNS がサーバ   
です。

ただし、Windows の VPN で使用する場合、相互通信が逆転します。PNS は、中央ネットワークへ    
のアクセスを取得するためにヘッドエンド PAC に接続を開始する、リモートの単一ユーザ PC にな    
ります。 | 

例 次に、PPTP インスペクション エンジンをイネーブルにし、PPTP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（1723）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map pptp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 1723
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map pptp_policy 
hostname(config-pmap)# class pptp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect pptp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy pptp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で PPTP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug pptp PPTP のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect rsh
RSH アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect rsh  コマンドを使用します。クラス コン      
フィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスしま    
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect rsh 

no inspect rsh 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン RSH プロトコルは、TCP ポート 514 上で、RSH クライアントから RSH サーバへの TCP 接続を使用         
します。クライアントとサーバは、クライアントが STDERR 出力ストリームを待ち受ける TCP ポー    
ト番号をネゴシエートします。RSH 検査は、必要に応じて、ネゴシエートされたポート番号の NAT  
（ネットワーク アドレス変換）をサポートします。

例 次に、RSH インスペクション エンジンをイネーブルにし、RSH トラフィックをデフォルト ポート    
（514）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポ  
リシーが適用されます。

hostname(config)# class-map rsh-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 514
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map rsh_policy 
hostname(config-pmap)# class rsh-port
hostname(config-pmap-c)# inspect rsh
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy rsh_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で RSH 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol rsh コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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関連コマンド

inspect rtsp
RTSP アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect rtsp  コマンドを使用します。クラス コン      
フィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスしま    
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect rtsp

no inspect rtsp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect rtsp コマンドにより、FWSM で RTSP パケットを通過させることができます。RTSP は、
RealAudio、RealNetworks、Apple QuickTime 4、RealPlayer、および Cisco IP/TV 接続により使用され
ます。

（注） Cisco IP/TV の場合には、RTSP TCP ポート 554 および TCP 8554 を使用します。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol rtsp コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。
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RTSP アプリケーションは、既知ポート 554 および制御チャネルとして TCP （まれに UDP）を使用      
します。FWSM は、RFC 2326 に基づいて、TCP だけをサポートします。この TCP 制御チャネルは、      
クライアント上に設定された転送モードに基づいて、音声 /ビデオ トラフィックを送信するデータ 
チャネルのネゴシエーションに使用されます。

サポートされる RDT 転送は、rtp/avp、rtp/avp/udp、x-real-rdt、x-real-rdt/udp、および x-pn-tng/udp です。

FWSM は、ステータス コード 200 の SETUP 応答メッセージを解析します。応答メッセージが着信      
伝送される場合、サーバは FWSM に関連した外部にあり、サーバからの着信接続用にダイナミッ  
ク チャネルをオープンする必要があります。応答メッセージが発信の場合、FWSM でダイナミッ  
ク チャネルをオープンする必要はありません。

RFC 2326 では、SETUP 応答メッセージにクライアント ポートとサーバ ポートを含める必要がない     
ので、FWSM はステートを保持し、SETUP メッセージ内のクライアント ポートを記録しておく必   
要があります。QuickTime は、SETUP メッセージでクライアント ポートを指定するので、サーバは   
サーバ ポートだけで応答します。

RealPlayer の使用方法

RealPlayer を使用するには、転送モードを正しく設定することが重要です。FWSM では、サーバか  
らクライアントへ、またはクライアントからサーバへの access-list コマンド ステートメントを追加   
します。RealPlayer では、Options>Preferences>Transport>RTSP Settings をクリックし、転送モー  
ドを変更します。

RealPlayer 上で TCP モードを使用している場合には、Use TCP to Connect to Server チェックボック         
スおよび Attempt to use TCP for all content チェックボックスをオンにします。FWSM 上でインス         
ペクション エンジンを設定する必要はありません。

RealPlayer 上で UDP モードを使用している場合には、Use TCP to Connect to Server チェックボック         
スおよび Attempt to use UDP for static content チェックボックスを選択し、マルチキャスト経由で        
ライブ コンテンツを使用できないように設定します。FWSM上で、inspect rtsp port コマンド ステー     
トメントを追加します。

制約および制限

inspect rtsp コマンドには、次の制約が適用されます。

 • FWSM は、マルチキャスト RTSP または UDP 上の RTSP メッセージをサポートしません。

 • inspect rtsp コマンドでは、PAT（ポート アドレス変換）はサポートされません。

 • FWSM には、HTTP メッセージに RTSP メッセージが隠されている HTTP クローキングを認識      
する機能はありません。

 • FWSM は、RTSP メッセージ上では NAT（ネットワーク アドレス変換）を実行できません。組    
み込み IP アドレスが、HTTP または RTSP メッセージの一部として SDP ファイルに含まれてい       
るからです。パケットは、分割されることがあります。FWSM は、分割されたパケット上で 
NAT を実行できません。

 • Cisco IP/TV の場合、FWSM が メッセージの SDP 部分に対して実行できる NAT 数は、Content        
Manager のプログラム リスト数に比例します（各プログラム リストに最低 6 の組み込み IP ア       
ドレスを設定可能）。

 • Apple QuickTime 4 または RealPlayer には、NAT を設定できます。Cisco IP/TV では、Viewer お         
よび Content Manager が外部ネットワーク上にあり、サーバが内部ネットワーク上にある場合   
に限り、NAT を使用できます。

 • HTTP 上で配信されるメディア ストリームは、RTSP アプリケーション検査の対象になりませ   
ん。RTSP 検査は、HTTP クローキング（HTTP に隠された RTSP）をサポートしていないから    
です。
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例 次に、RTSP インスペクション エンジンをイネーブルにし、RTSP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（554 および 8554）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシー   
にサービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# access-list rtsp-acl permit tcp any any eq 554 
hostname(config)# access-list rtsp-acl permit tcp any any eq 8554
hostname(config)# class-map rtsp-traffic 
hostname(config-cmap)# match access-list rtsp-acl 
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map rtsp_policy 
hostname(config-pmap)# class rtsp-traffic
hostname(config-pmap-c)# inspect rtsp 
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy rtsp_policy interface outside

すべてのインターフェイスで RTSP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug rtsp RTSP のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect sip
SIP アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更するに   
は、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect sip  コマンドを使用します。クラス コンフィ      
ギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。    
設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect sip [map_name]

no inspect sip [map_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IETF に定義されているように、SIP は VoIP コールをイネーブルにします。SIP は、SDP と相互作      
用して、コール シグナリングをサポートします。SDP は、メディア ストリームの詳細を指定しま   
す。SIP を使用すると、FWSM で、すべての SIP Voice over IP（VoIP）ゲートウェイまたは VoIP プ        
ロキシ サーバをサポートできます。SIP および SDP は、次の RFC に定義されています。

 • SIP：Session Initiation Protocol、RFC 2543

 • SDP：Session Description Protocol、RFC 2327

FWSM を使用して SIP コールをサポートするには、メディア接続アドレス、メディア ポート、お    
よびメディア用初期接続のシグナリング メッセージを検査する必要があります。シグナリングは、 
既知の宛先ポート（UDP/TCP 5060）上で送信されますが、メディア ストリームはダイナミックに  
割り当てられるからです。また、SIP は、IP パケットのユーザ データ部分に IP アドレスを組み込     
みます。SIP 検査では、これらの組み込み IP アドレスに対して NAT を適用します。

map_name （任意）sip-map コマンドを使用して作成した SIP マップの名前を指定しま   
す。SIP マップでは、SIP マップ コンフィギュレーション モードの  
ip-address-privacy コマンドで設定できる IP アドレス プライバシなど、SIP    
検査の追加検査パラメータを指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在廃止されている fixup protocol sip コマンドに代わり、このコマンドが    
追加されました。
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（注） リモート エンドポイントが、FWSM により保護されているネットワーク上の SIP プロキシに登録    
しようとした場合、非常に特殊な条件のもとでは、登録に失敗します。これらの条件とは、リモー

ト エンドポイントに PAT（ポート アドレス変換）が設定されている場合、SIP レジストラ サーバ     
が外部ネットワーク上に存在する場合、およびエンドポイントからプロキシ サーバに送信された 
REGISTER メッセージの宛先フィールドにポートが設定されていない場合です。

インスタント メッセージング

Instant Messaging（IM;インスタント メッセージング）とは、ほぼリアルタイムでのユーザ間のメッ  
セージ転送を意味します。IM をサポートするには、次の RFC に定義されているように、   
MESSAGE/INFO 方式および 202 Accept 応答を使用します。

 • Session Initiation Protocol（SIP） Specific Event Notification、RFC 3265

 • Session Initiation Protocol（SIP） Extension for Instant Messaging、RFC 3248

MESSAGE/INFO 要求は、登録 /サブスクリプションのあとはいつでも着信できます。たとえば、2 
人のユーザをいつでもオンラインにできますが、何時間ものチャットは実行できません。そのため、

SIP インスペクション エンジンはピンホールをオープンし、設定された SIP タイムアウト値に従っ    
て、タイムアウトが発生します。タイムアウト値は、最低 5 分以上で、サブスクリプションの継続  
時間より長い値を設定する必要があります。サブスクリプションの継続時間は、Contract Expires 値  
に定義され、通常 30 分です。

MESSAGE/INFO 要求は通常、ポート 5060 以外のダイナミックに割り当てられたポートを使用して   
送信されるので、SIP インスペクション エンジンを通過する必要があります。

（注） 現在サポートされているのは、チャット機能だけです。ホワイトボード、ファイル転送、およびア

プリケーション共有は、サポート対象外です。RTC クライアント 5.0 はサポートされません。

技術的な詳細

SIP 検査は、SIP のテキストベース メッセージに NAT（ネットワーク アドレス変換）を実行し、     
メッセージの SDP 部分のコンテンツ長を再計算し、パケット長およびチェックサムを再計算しま  
す。SIP メッセージの SDP 部分に、エンドポイントが待ち受けるアドレス /ポートとして指定され   
たポートに対して、メディア接続をダイナミックにオープンします。

SIP 検査は、コールおよび送信元と宛先を識別する SIP ペイロードを参照し、CALL_ID/FROM/TO   
の各インデックスを持つデータベースを使用します。このデータベースには、SDP メディア情報 
フィールドに含まれていたメディア アドレスとメディア ポート、およびメディア タイプが含まれ   
ます。1 つのセッションに、複数のメディア アドレスおよびポートを含めることができます。これ  
らのメディア アドレスおよびポートを使用して、2 つのエンドポイント間に RTP/RTCP 接続がオー    
プンされます。

最初のコール セットアップ（INVITE）メッセージには、既知ポート 5060 を使用する必要がありま   
す。ただし、以降のメッセージが、このポート番号を使用するとは限りません。SIP インスペクショ 
ン エンジンは、シグナリング接続ピンホールをオープンし、これらの接続を SIP 接続としてマーク   
します。これにより、メッセージは SIP アプリケーションに到達して NAT が実行されます。

コールがセットアップされると、SIP セッションは「一時」ステートであるとみなされます。この 
ステートは、宛先エンドポイントが待ち受ける RTP メディア アドレスとポートを示す応答メッ   
セージを受信するまで持続します。1 分以内に応答メッセージを受信しなかった場合、シグナリン 
グ接続は切断されます。
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最終ハンドシェイクが完了すると、コールはアクティブ ステートになり、BYE メッセージを受信  
するまでシグナリング接続は持続します。

内部エンドポイントが外部エンドポイントに対してコールを開始すると、外部インターフェイスに

対してメディア ホールがオープンされ、内部エンドポイントからの INVITE メッセージに指定され   
た内部エンドポイントのメディア アドレスおよびメディア ポートに対して、RTP/RTCP UDP パケッ    
トが通過できるようになります。内部インターフェイスへの非送信請求 RTP/RTCP UDP パケット   
は、FWSM の設定により特別に許可されていない限り、FWSM を通過しません。

メディア接続が休止状態になると、2 分以内に接続が切断されます。これは、設定可能なタイムア 
ウト値なので、切断までの時間を、これより長い時間または短い時間に設定できます。

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、inspect sip コマンドで、メディア エンドポイント（IP    
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

位置を判別する場合、 inspect sip コマンドは、トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートを使用しま      
せん。トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートは、route interface 0 0 metric tunneled 形式のルート         
です。このルートは、IPSec トンネルから出力されるパケットのデフォルト ルートを書き換えます。  
したがって、VPN トラフィックに inspect sip コマンドが必要な場合には、トンネル デフォルト ゲー      
トウェイ ルートを設定しないでください。代わりに、他のスタティック ルーティングまたはダイ  
ナミック ルーティングを使用してください。

例 次に、SIP インスペクション エンジンをイネーブルにし、SIP トラフィックをデフォルト ポート    
（5060）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポ  
リシーが適用されます。

hostname(config)# class-map sip-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 5060
hostname(config-cmap)# policy-map sip_policy 
hostname(config-pmap)# class sip-port
hostname(config-pmap-c)# inspect sip
hostname(config-pmap-c)# service-policy sip_policy interface outside
hostname(config)#

すべてのインターフェイス上で SIP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
show sip FWSM を使用して確立した SIP セッションに関する情報を表示します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

sip-map 追加の SIP 検査パラメータを定義します。
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inspect skinny
SCCP（Skinny）アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを  
変更するには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect skinny  コマンドを使用します。     
クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからア     
クセスします。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect skinny 

no inspect skinny 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Skinny（または Simple） Client Control Protocol（SCCP）は、VoIP ネットワークで使用される簡易プ     
ロトコルです。SCCP を使用する Cisco IP Phone は、H.323 環境で複数存在できます。Cisco      
CallManager と併用すると、SCCP クライアントと H.323 準拠端末を相互運用できます。FWSM のア     
プリケーション レイヤ機能は、SCCP Version 3.3 を認識します。アプリケーション レイヤ ソフト      
ウェアの機能は、すべての SCCP シグナリングおよびメディア パケットが FWSM を確実に通過で     
きるように、SCCP シグナリング パケットの NAT を提供します。

SCCP プロトコルには、5 つのバージョンがあります。2.4、3.0.4、3.1.1、3.2、および 3.3.2 です。    
FWSM は、Version 3.3.2 までの全バージョンをサポートしています。FWSM は、SCCP に対して PAT      
および NAT の両方をサポートします。IP Phone で使用するグローバル IP アドレス数が限定されて      
いる場合には、PAT が必要です。

Cisco CallManager と Cisco IP Phone 間の標準トラフィックは、特別に設定しなくても、SCCP を使用       
して SCCP 検査により処理されます。また、FWSM は、DHCP オプション 150 および 66 をサポー        
トしているので、FWSM から Cisco IP Phone および他の DHCP クライアントに、TFTP（簡易ファイ       
ル転送プロトコル）サーバの位置を送信できます。詳細は、dhcp-server コマンドを参照してくださ 
い。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在廃止されている fixup protocol skinny コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。
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Cisco IP Phone のサポート

Cisco CallManager が Cisco IP Phone よりもセキュリティ レベルが高いインターフェイス上に存在す       
るトポロジで、Cisco CallManager の IP アドレスに NAT が必要な場合には、マッピングをスタティッ      
クにする必要があります。Cisco IP Phone は、設定に明示的に指定された Cisco Call Manager の IP ア         
ドレスを必要とするからです。アイデンティティがスタティックなエントリにより、セキュリティ

レベルの高いインターフェイス上の Cisco CallManager で、Cisco IP Phone からの登録を受け入れる      
ことができます。

Cisco IP Phone は、Cisco CallManager サーバへの接続に必要な設定情報をダウンロードするために、     
TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバにアクセスする必要があります。

Cisco IP Phone が TFTP サーバよりもセキュリティ レベルが低いインターフェイス上に存在する場      
合には、アクセス リストを使用して、UDP ポート 69 上の保護された TFTP サーバに接続する必要      
があります。TFTP サーバにはスタティックなエントリが必要ですが、「アイデンティティ」がスタ 
ティックなエントリである必要はありません。NAT を使用する場合、アイデンティティがスタ 
ティックなエントリを同じ IP アドレスにマップします。PAT を使用する場合、同じ IP アドレスお     
よびポートにマップします。

Cisco IP Phone が TFTP サーバおよび Cisco CallManager よりもセキュリティ レベルが高いインター         
フェイス上に存在する場合には、アクセス リストまたはスタティック エントリを設定しなくても、  
Cisco IP Phone で接続を開始できます。

制約および制限

現在の SCCP 用の PAT および NAT サポートには、次の制限が適用されます。

 • PAT は、alias コマンドを使用したコンフィギュレーションとは併用できません。

 • 外部 NAT または PAT は、サポートされません。

（注） SCCP コールのステートフル フェールオーバーは、コール セットアップ中のコールを除き、サポー   
トされるようになりました。

内部 Cisco CallManager のアドレスに、異なる IP アドレスまたはポートへの NAT または PAT が設         
定されていると、外部 Cisco IP Phone の登録は失敗します。FWSM は現在、TFTP 経由で転送され      
たファイル コンテンツの NAT または PAT をサポートしていないからです。FWSM は、TFTP メッ       
セージの NAT をサポートし、TFTP ファイルが FWSM を通過できるようにピンホールをオープン     
しますが、FWSM では、IP Phone の登録中に TFTP を使用して転送されている Cisco IP Phone コン         
フィギュレーション ファイルに埋め込まれた Cisco CallManager の IP アドレスおよびポートを変換      
できません。

シグナリング メッセージの検査

シグナリング メッセージを検査する場合、inspect skinny コマンドで、メディア エンドポイント（IP    
Phone など）の位置の判別が必要になることがあります。

この情報は、手動設定を行わずに、メディア トラフィックがファイアウォールをトランスペアレン 
トに通過できるよう、アクセス制御と NAT ステートを準備するために使用されます。

位置を判別する場合、 inspect skinny コマンドは、トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートを使用      
しません。トンネル デフォルト ゲートウェイ ルートは、route interface 0 0 metric tunneled 形式の         
ルートです。このルートは、IPSec トンネルから出力されるパケットのデフォルト ルートを書き換  
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えます。したがって、VPN トラフィックに inspect skinny コマンドが必要な場合には、トンネル デ     
フォルト ゲートウェイ ルートを設定しないでください。代わりに、他のスタティック ルーティン   
グまたはダイナミック ルーティングを使用してください。

例 次に、SCCP インスペクション エンジンをイネーブルにし、SCCP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（2000）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map skinny-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2000
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map skinny_policy 
hostname(config-pmap)# class skinny-port
hostname(config-pmap-c)# inspect skinny
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy skinny_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で SCCP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug skinny SCCP デバッグ情報をイネーブルにします。
show skinny FWSM を使用して確立した SCCP セッションに関する情報を表示します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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inspect smtp
非拡張 SMTP アプリケーション検査をイネーブルにするには、クラス コンフィギュレーション   
モードで、inspect smtp コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリ    
シー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

inspect smtp

no inspect smtp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SMTP アプリケーション検査は、FWSM を通過できる SMTP コマンドのタイプを制限し、モニタ機    
能を追加することによって、SMTP ベースの攻撃に対する基本的な保護を提供します。SMTP のア  
プリケーション検査プロセスには、拡張 SMTP セッションは含まれません。

inspect smtp コマンドにより SMTP アプリケーション検査をイネーブルにすると、高速パス処理で    
検査が実行されます。つまり、FWSM 上の 3 つのネットワーク プロセッサの 1 つで実行されます。

inspect smtp コマンドには、以前、fixup smtp コマンドにより提供されていた機能が含まれていま    
す。7 つの RFC 821 コマンド（DATA、HELO、MAIL、NOOP、QUIT、RCPT、RSET）がサポート    
されます。その他の SMTP コマンドおよび拡張 SMTP コマンドは、サポートされません。サポート    
されないコマンドは X に変換され、内部サーバにより拒否されます。この場合、「500 Command   
unknown: 'XXX'」などのメッセージが生成されます。不完全なコマンドは、廃棄されます。

（注） ポリシー マップに、inspect smtp コマンドと inspect esmtp コマンドの両方が含まれている場合、ポ      
リシー マップに最初にリストされているコマンドが、トラフィックの照合に使用されます。

inspect smtp コマンドは、サーバ SMTP バナーの「2」および「0」以外の文字をアスタリスクに変    
更します。CR（復帰）および LF（改行）の文字は、無視されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol smtp コマンドに代わり、このコマン    
ドが追加されました。
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SMTP 検査をイネーブルにすると、ルールに適合していない場合、対話型 SMTP に使用される Telnet    
セッションが停止することがあります。ルールとは、SMTP コマンドの長さが最低 4 文字である、   
CR および LF で終了している、次の応答を発信する前に相手側からの応答を待機する必要がある、   
などです。

SMTP サーバは、クライアントの要求に対して、数値の応答コードおよび任意の判読可能文字列を 
使用して応答します。SMTP アプリケーション検査は、ユーザが使用できるコマンドおよびサーバ 
が戻すメッセージを制御し、削減します。SMTP 検査が実行するのは、次の 3 つの主要タスクです。

 • SMTP 要求を、7 つの基本 SMTP コマンドに制約します。

 • SMTP コマンド応答シーケンスをモニタします。

 • 監査追跡を生成します ― メール アドレスに含まれている無効文字が置換された場合、監査レ   
コード 108002 が生成されます。詳細は、RFC 821 を参照してください。

SMTP 検査は、コマンド応答シーケンスをモニタし、次の異常がないかどうかを確認します。

 • コマンドの短縮

 • コマンドの不正な終了（<CR> <LR> で終了していない）

 • MAIL および RCPT コマンドは、メールの送信者および受信者を指定します。メール アドレス    
はスキャンされ、不正文字が含まれていないかどうかが確認されます。縦棒  | は削除されます   
（ブランクに変更されます）。 | が許可されるのは、メール アドレスを定義するために使用され、   
| の前に [<] が付いている場合だけです。

 • SMTP サーバによる予期せぬ変更

 • 不明なコマンドの場合、FWSM はパケット内のすべての文字を X に変更します。この場合、   
サーバは、クライアントにエラー コードを生成します。パケットの内容が変更されるので、TCP 
チェックサムを再計算するか、調整する必要があります。

 • TCP ストリームの編集

 • コマンドのパイプライン化

例 次に、SMTP インスペクション エンジンをイネーブルにし、SMTP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（25）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map smtp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 25
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map smtp_policy 
hostname(config-pmap)# class smtp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect smtp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy smtp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で SMTP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug smtp SMTP のデバッグ情報をイネーブルにします。
inspect esmtp 拡張 SMTP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
show conn SMTP を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。
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inspect snmp
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）アプリケーション検査をイネーブルにする、または
FWSM が待ち受けるポートを変更するには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect   
snmp  コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィ      
ギュレーション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用   
します。

inspect snmp map_name 

no inspect snmp map_name 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect snmp コマンドは、snmp-map コマンドを使用して作成する SNMP マップの設定に基づいて、     
SNMP 検査をイネーブルにします。SNMP トラフィックを特定バージョンの SNMP に制限するに    
は、SNMP マップ コンフィギュレーション モードで、deny version コマンドを使用します。

SNMP の旧バージョンはセキュリティ レベルが低いので、セキュリティ ポリシーにより、SNMP ト    
ラフィックを Version 2 に制約することが必要になる場合があります。特定バージョンの SNMP を     
拒否するには、snmp-map コマンドを使用して作成する SNMP マップ内で、deny version コマンド     
を使用します。SNMP マップの設定後、inspect snmp コマンドを使用してマップをイネーブルにし、   
service-policyコマンドを使用して 1 つまたは複数のインターフェイスにマップを適用します。

map_name SNMP マップの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、SNMP トラフィックを識別し、SNMP マップを定義し、ポリシーを定義し、SNMP 検査をイ   
ネーブルにし、ポリシーを外部インターフェイスに適用する例を示します。

hostname(config)# access-list snmp-acl permit tcp any any eq 161 
hostname(config)# access-list snmp-acl permit tcp any any eq 162
hostname(config)# class-map snmp-port 
hostname(config-cmap)# match access-list snmp-acl
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# snmp-map inbound_snmp
hostname(config-snmp-map)# deny version 1
hostname(config-snmp-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class snmp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect snmp inbound_snmp 
hostname(config-pmap-c)# exit

すべてのインターフェイス上で厳密な SNMP アプリケーション検査をイネーブルにするには、  
interface outside の代わりに、global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
deny version 特定のバージョンの SNMP を使用してトラフィックを禁止します。
snmp-map SNMP マップを定義し、SNMP マップ コンフィギュレーション モードを    

イネーブルにします。

policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect sqlnet
Oracle SQL*Net アプリケーション検査をイネーブルにするには、クラス コンフィギュレーション   
モードで、inspect sqlnet コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードは、ポリ    
シー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。設定を削除するには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

inspect sqlnet 

no inspect sqlnet 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

デフォルトのポート割り当ては、1521 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SQL*Net プロトコルは、FWSM が処理する各種パケット タイプで構成され、データ ストリームが、    
FWSM の両側の Oracle アプリケーションと互換性があるように見せるプロトコルです。

SQL*Net のデフォルトのポート割り当ては、1521 です。これは、Oracle for SQL*Net が使用する値     
ですが、Structured Query Language（SQL）の IANA ポート割り当てとは一致していません。一連の    
ポート番号の範囲に対して SQL*Net 検査を適用するには、class-map コマンドを使用します。

FWSM は、すべてのアドレスに NAT（ネットワーク アドレス変換）を実行し、パケット内のすべ   
ての埋め込みポートを調べて、SQL*Net Version 1 用にオープンします。

SQL*Net Version 2 では、データ長がゼロの REDIRECT パケットの直後に続くすべての DATA パ       
ケットまたは REDIRECT パケットが修正されます。

修正が必要なパケットには、次の形式で、ホスト /ポート アドレスが埋め込まれています。

(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(DEV=6)(HOST=a.b.c.d)(PORT=a))

SQL*Net Version 2 の TNSFrame タイプ（Connect、Accept、Refuse、Resend、および Marker）の場      
合、NAT 対象のアドレスはスキャンされず、パケット内のどの埋め込みポートに対してもダイナ 
ミック接続はオープンされません。  

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol sqlnet コマンドに代わり、このコマ    
ンドが追加されました。
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SQL*Net Version 2 の TNSFrame、Redirect、および Data パケットは、ペイロードのデータ長がゼロ      
である REDIRECT TNSFrame タイプが先行送信された場合に限り、オープンするポートと NAT 対     
象アドレスがスキャンされます。データ長がゼロの Redirect メッセージが FWSM を通過すると、    
NAT 対象となり、ポートをダイナミックにオープンする Data または Redirect メッセージが続くこ     
とを想定して、接続データ構造にフラグが設定されます。  Redirect メッセージのあとに、続くパラ   
グラフ内に TNS フレーム の 1 つが到達すると、フラグはリセットされます。

SQL*Net インスペクション エンジンは、新しいメッセージと古いメッセージの長さのデルタを使用  
して、チェックサムを再計算し、IP および TCP の長さを変更し、シーケンス番号および確認応答   
番号を再調整します。

その他の場合はすべて、SQL*Net Version 1 であるとみなされます。TNSFrame タイプ（Connect、    
Accept、Refuse、Resend、Marker、Redirect、Data）およびすべてのパケットについて、ポートとア
ドレスがスキャンされます。アドレスに NAT が実行され、ポート接続がオープンします。

例 次に、SQL*Net インスペクション エンジンをイネーブルにし、SQL*Net トラフィックをデフォル   
ト ポート（1521）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーに  
サービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map sqlnet-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 1521
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map sqlnet_policy 
hostname(config-pmap)# class sqlnet-port
hostname(config-pmap-c)# inspect sqlnet
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sqlnet_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で SQL*Net 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わり    
に、global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug sqlnet SQL*Net のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
show conn SQL*Net を含む各種の接続タイプの接続ステートを表示します。
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inspect sunrpc
Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更す    
るには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect sunrpc  コマンドを使用します。クラス     
コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセス    
します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect sunrpc 

no inspect sunrpc 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更す    
るには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用してアクセスでき     
るポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで、inspect sunrpc コマンド を使用しま       
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect sunrpc コマンドは、Sun RPC プロトコル用のアプリケーション検査をイネーブルまたはディ    
セーブルに設定します。Sun RPC は、NFS および NIS により使用されます。Sun RPC サービスは、       
システムの任意のポート上で実行できます。クライアントがサーバ上の Sun RPC サービスにアクセ   
スしようとする場合、サービスを実行しているポートを検出する必要があります。ポートを検出す

るには、既知ポート 111 のポートマッパー プロセスにクエリーを送信します。

クライアントは、サービスの Sun RPC プログラム番号を送信し、ポート番号を取得します。この時   
点から、クライアントのプログラムは、新しいポートに対して Sun RPC クエリーを送信できます。   
サーバが応答を送信すると、FWSM はそのパケットを代行受信し、対象ポート上で TCP および UDP    
の両方の初期接続をオープンします。

（注） Sun RPC ペイロード情報の NAT（ネットワーク アドレス変換）または PAT（ポート アドレス変換）      
は、サポートされません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) 現在は廃止されている fixup protocol rpc コマンドに代わり、このコマンド    
が追加されました。
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例 次に、RPC インスペクション エンジンをイネーブルにし、RPC トラフィックをデフォルト ポート    
（111）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス ポ  
リシーが適用されます。

hostname(config)# class-map sunrpc-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 111
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map sample_policy 
hostname(config-pmap)# class sunrpc-port
hostname(config-pmap-c)# inspect sunrpc
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy sample_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で RPC 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

clear configure sunrpc_server sunrpc-server コマンドを使用して実行されるコンフィギュ 
レーションを削除します。

clear sunrpc-server active NFS または NIS などの特定サービス用の Sun RPC アプリ      
ケーション検査によってオープンされたピンホールをクリ

アします。

show running-config sunrpc-server Sun RPC サービスのテーブル コンフィギュレーションに関   
する情報を表示します。

sunrpc-server NFS または NIS などの Sun RPC サービス用に、指定したタ      
イムアウトでのピンホールの作成を許可します。

show sunrpc-server active Sun RPC サービス用にオープンされたピンホールを表示し  
ます。
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inspect tftp
TFTP アプリケーション検査をディセーブルにする、またはディセーブルにした設定をイネーブル 
にするには、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect tftp コマンドを使用します。クラ   
ス コンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセ     
スします。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect tftp 

no inspect tftp 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

デフォルトのポート割り当ては、69 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Trivial File Transfer Protocol（TFTP;簡易ファイル転送プロトコル）は、RFC 1350 に定義されている     
ように、TFTP サーバとクライアント間でファイルを読み書きするための簡易プロトコルです。

FWSM は、TFTP トラフィックを検査し、TFTP クライアントとサーバ間のファイル転送を許可する   
ために、必要に応じて、ダイナミックに接続を作成し、変換を実行します。具体的には、このイン

スペクション エンジンは、TFTP 読み込み要求（RRQ）、書き込み要求（WRQ）、およびエラー通知  
（ERROR）を検査します。

有効な読み取り（RRQ）または書き込み（WRQ）要求を受信すると、必要に応じて、ダイナミッ
クなセカンダリ チャネルおよび PAT 変換を割り当てます。以降、TFTP のファイル転送またはエ    
ラー通知に、このセカンダリ チャネルが使用されます。

セカンダリ チャネル上でトラフィックを開始できるのは TFTP サーバだけで、TFTP クライアント    
とサーバ間に存在できる不完全なセカンダリ チャネルは 1 つだけです。サーバからエラー通知が送   
信されると、セカンダリ チャネルはクローズされます。

スタティック PAT を使用して TFTP トラフィックをリダイレクトする場合には、TFTP 検査をイ     
ネーブルにする必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、TFTP インスペクション エンジンをイネーブルにし、TFTP トラフィックをデフォルト ポー    
ト（69）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサービス 
ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map tftp-port
hostname(config-cmap)# match port udp eq 69
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map tftp_policy 
hostname(config-pmap)# class tftp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect tftp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy tftp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で TFTP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに、    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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inspect xdmcp
XDMCP アプリケーション検査をイネーブルにする、または FWSM が待ち受けるポートを変更する   
には、クラス コンフィギュレーション モードで、inspect xdmcp コマンドを使用します。クラス コ     
ンフィギュレーション モードは、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードからアクセスし    
ます。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

inspect xdmcp

no inspect xdmcp 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン inspect xdmcp コマンドは、XDMCP プロトコル用のアプリケーション検査をイネーブルまたはディ   
セーブルに設定します。

XDMCP は、UDP ポート 177 を使用して、確立後に TCP を使用する X セッションをネゴシエート        
するプロトコルです。

ネゴシエーションを成功させ、XWindows セッションを開始するには、FWSM で、X ホスト コン    
ピュータからの TCP バック接続を許可する必要があります。バック接続を許可するには、FWSM  
上で established コマンドを使用します。XDMCP がディスプレイを送信するポートをネゴシエート   
すると、established コマンドが参照され、バック接続を許可すべきかどうかが確認されます。

XWindows セッション中に、マネージャは既知ポート 6000 | n 上で ディスプレイ Xserver と通信し        
ます。次のターミナル設定の結果のように、各ディスプレイは Xserver に個別に接続します。

setenv DISPLAY Xserver:n

n は、ディスプレイ番号です。

XDMCP を使用すると、ディスプレイは IP アドレスを使用してネゴシエートされます。FWSM は、    
必要に応じて、このアドレスに NAT（ネットワーク アドレス変換）を実行できます。XDMCP 検査   
は、PAT をサポートしていません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、XDMCP インスペクション エンジンをイネーブルにし、XDMCP トラフィックをデフォルト   
ポート（177）上で照合するクラス マップを作成する例を示します。さらに、外部ポリシーにサー 
ビス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map xdmcp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 177
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# policy-map xdmcp_policy 
hostname(config-pmap)# class xdmcp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect xdmcp
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy xdmcp_policy interface outside

すべてのインターフェイス上で XDMCP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わり    
に、global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug xdmcp XDMCP のデバッグ情報をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
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16

interface ～ issuer-name コマンド

interface
コンフィギュレーションにインターフェイスを追加してインターフェイス コンフィギュレーショ 
ン モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで interface コマンドを使用     
します。

interface {vlan <n> | mapped_name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

vlan <n> マルチコンテキスト モードで、VLAN 名、セキュリティ レベル、および   
IP アドレスを設定します。

mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   
使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) このコマンドが変更されました。

3.1(1) このコマンドが変更され、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードのコマンドを分離するように引数が変更されました。
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使用上のガイドライン マルチモードのシステムでは、FWSM で追加が可能なコンテキストにインターフェイスを割り当て 
ることができます。この場合、手動でインターフェイスを追加する必要はありません。同様に、

フェールオーバーまたはステート リンクに VLAN を割り当てると、interface コマンドが自動的に    
追加されます。

シングル モードでは、パラメータを設定するために、特定の VLAN に interface コマンドを入力す    
る必要があります。

インターフェイス コンフィギュレーション モードでは、名前、VLAN、および IP アドレスを指定    
し、さらにその他のさまざまな設定値を設定できます。スイッチによって FWSM にまだ割り当て  
られていない VLAN にインターフェイスを追加した場合、そのインターフェイスはダウン ステー   
トになります。FWSM に VLAN を割り当てた時点で、インターフェイスはアップ ステートに変化    
します。インターフェイス ステートの詳細については、show interface コマンドを参照してください。

allocate-interface コマンドを使用してコンテキストに VLAN を割り当て、インターフェイスがまだ   
存在していなかった場合、FWSM によってシステム コンフィギュレーションにそのインターフェ  
イスが自動的に追加されます。たとえば、コンテキストに [VLAN 100] を割り当てると、システム   
コンフィギュレーションに interface vlan 100 コマンドが追加されます。

failover lan interface interface_name vlan vlan コマンドでは、各モジュールの動作状態を判別するた      
めに、アクティブ モジュールとスタンバイ モジュール間の通信に使用する、インターフェイス名  
および VLAN を指定します。

 failover link interface_name [vlan vlan] コマンドでは、ステートフル フェールオーバー インターフェ        
イスに対応するインターフェイス名および VLAN を指定します。ステートフル フェールオーバー   
のために、アクティブとスタンバイ間のリンクであらゆるプロトコル ステート情報が受け渡されま 
す。

例 次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

fwsm(config-if)# interface vlan22
fwsm(config-if)# shutdown

関連コマンド コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

clear configure interface インターフェイスに対応するすべてのコンフィギュレーション

を消去します。

clear interface show interface コマンドのカウンタを消去します。
show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表 

示します。
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interface bvi
ブリッジ グループにブリッジ仮想インターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで interface bvi コマンドを使用します。ブリッジ仮想インターフェイスの設定を    
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドを使用してインターフェイス  
コンフィギュレーション モードを開始すると、ブリッジ グループの管理用 IP アドレスを設定でき    
ます。

interface bvi bridge_group_number

no interface bvi bridge_group_number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トランスペアレント ファイアウォールは、内部インターフェイスと外部インターフェイスとで同一 
ネットワークを接続します。各インターフェイス ペアはブリッジ グループに属します。ブリッジ  
グループには管理 IP アドレスを割り当てる必要があります。ブリッジ グループごとに異なるネッ   
トワークに接続します。ブリッジ グループのトラフィックは、他のブリッジ グループから切り離  
されます。したがって、FWSM 内部の別のブリッジ グループにトラフィックがルーティングされ  
ることはありません。また、FWSM からいったん出なければ、外部ルータで FWSM 内部の別のブ   
リッジ グループにルーティングすることはできません。

ブリッジ グループに各インターフェイスを割り当てるには、interface vlan コマンドを使用してから   
さらに、bridge-group コマンドを使用します。ブリッジ グループの管理 IP アドレスを設定するに    
は、interface bvi コマンドを使用し、さらに ip address コマンドを使用します。管理 IP アドレスが       
必要なのは、FWSM がシステム メッセージ、AAA サーバとの通信など、FWSM を起点とするトラ    
フィックの送信元アドレスとして、このアドレスを使用するからです。このアドレスは、リモート

管理アクセスにも使用できます。

bridge_group_number ブリッジ グループ番号を 1 ～ 100 の整数で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次の例では、ブリッジ グループ 1 に VLAN 300 および 301 を割り当て、さらにブリッジ グループ         
1 の管理アドレスおよびスタンバイ アドレスを設定します。

hostname(config)# interface vlan 300
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface vlan 301
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface bvi 1
hostname(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 standby 10.1.3.2

関連コマンド コマンド 説明

bridge-group トランスペアレント ファイアウォール インターフェイス  
をブリッジ グループにグループ化します。

clear configure interface bvi ブリッジ仮想インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定します。

ip address ブリッジ グループの管理 IP アドレスを設定します。
show running-config interface bvi ブリッジ仮想インターフェイスの設定を表示します。
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interface-policy
インターフェイス障害を検出する際のフェールオーバー ポリシーを指定するには、フェールオー 
バー グループ コンフィギュレーション モードで interface-policy コマンドを使用します。デフォル     
ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface-policy num[%]

no interface-policy num[%]

シンタックスの説明

デフォルト failover interface-policy コマンドを装置に設定した場合、interface-policy フェールオーバー グルー    
プ コマンドのデフォルトはその値になります。それ以外の場合、num は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 引数 num とオプション キーワード % の間にスペースはありません。

障害の発生したインターフェイスの数が設定されたポリシーの条件を満たし、もう 1 つの FWSM が    
正常に機能している場合、FWSM は自身を故障とみなして、フェールオーバーが実行されます（ア 
クティブ FWSM に障害が発生した場合）。monitor-interface コマンドでモニタ対象として指定され   
たインターフェイスだけがポリシーのカウントに含まれます。

例 フェールオーバー グループの設定例（部分）を示します。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# interface-policy 25%
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)#

関連コマンド

num 1 ～ 100（%）または 1 ～インターフェイスの最大数を指定します。
% （任意）数値 num が監視対象インターフェイスの割合であることを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

フェールオーバー グループ コ  
ンフィギュレーション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

failover group アクティブ / アクティブ フェールオーバーを行うフェールオー 
バー グループを定義します。

failover interface-policy インターフェイス モニタ ポリシーを設定します。
monitor-interface フェールオーバーのためにモニタするインターフェイスを指定

します。
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ip address
インターフェイスの IP アドレス（ルーティング モード）またはブリッジ グループの管理アドレス    
（トランスペアレント モード）を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード   
で ip address コマンドを使用します。ルーテッド モードの場合、VLAN ID 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（interface コマンド）。トランスペアレント モー    
ドの場合は、ブリッジ グループ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（interface bvi コマンド）。IP アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま     
す。このコマンドで、フェールオーバー用のスタンバイ アドレスも設定します。

ip address ip_address [mask] [standby ip_address]

no ip address [ip_address]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

ip_address インターフェイスの IP アドレス（ルーテッド モード）またはブリッジ グ    
ループの管理 IP アドレス（トランスペアレント モード）を設定します。

mask （任意）IP アドレスのサブネット マスクを設定します。マスクを設定しな  
かった場合、FWSM は IP アドレス クラスのデフォルト マスクを使用しま    
す。

トランスペアレント ファイアウォールにホスト アドレス（/32 または   
255.255.255.255）を割り当てないでください。また、/30 サブネット 
（255.255.255.252）など、ホスト アドレス数が 3（アップストリーム ルー   
タ、ダウンストリーム ルータ、およびトランスペアレント ファイアウォー  
ルに 1 つずつ）に満たないその他のサブネットを使用しないでください。  
FWSM は、サブネットの先頭アドレスと最終アドレスとの間で送受信され 
るすべての ARP パケットをドロップします。たとえば、/30 サブネットを   
使用し、そのサブネットからアップストリーム ルータへの予約アドレスを 
割り当てた場合、FWSM はダウンストリーム ルータからアップストリー  
ム ルータへの ARP 要求をドロップします。

standby ip_address （任意）フェールオーバー用スタンバイ装置の IP アドレスを設定します。  
スタンバイ IP アドレスは、メイン IP アドレスと同じサブネット上になけ    
ればなりません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドからイン  
ターフェイス コンフィギュレーション モード コマンドに変更されました。
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使用上のガイドライン シングル コンテキスト ルーテッド ファイアウォール モードでは、各インターフェイス アドレスが     
それぞれ固有のサブネットになければなりません。マルチコンテキスト モードでは、このインター 
フェイスが共有インターフェイス上にある場合、各 IP アドレスは固有でなければなりませんが、同  
一サブネット上にあってもかまいません。インターフェイスが固有の場合は、必要に応じて他のコ

ンテキスト間でこの IP アドレスを共有できます。

トランスペアレント ファイアウォール モードでは、各インターフェイス ペアはブリッジ グループ    
に属します。ブリッジ グループには管理 IP アドレスを割り当てる必要があります。ブリッジ グ    
ループごとに異なるネットワークに接続します。管理 IP アドレスが必要なのは、FWSM がシステ   
ム メッセージ、AAA サーバとの通信など、FWSM を起点とするトラフィックの送信元アドレスと   
して、このアドレスを使用するからです。このアドレスは、リモート管理アクセスにも使用できま

す。このアドレスは、アップストリーム ルータおよびダウンストリーム ルータと同じサブネット  
上になければなりません。

例 次に、2 つのインターフェイスの IP アドレスおよびスタンバイ アドレスを設定する例を示します。

hostname(config)# interface vlan 100
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 standby 10.1.1.2
hostname(config-if)# interface vlan 200
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 standby 10.1.2.2

次のトランスペアレント ファイアウォールの例では、ブリッジ グループ 1 に VLAN 300 および 301        
を割り当て、さらにブリッジ グループ 1 の管理アドレスおよびスタンバイ アドレスを設定します。

hostname(config)# interface vlan 300
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface vlan 301
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# bridge-group 1
hostname(config-if)# interface bvi 1
hostname(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 standby 10.1.3.2

関連コマンド コマンド 説明

interface bvi トランスペアレント ファイアウォール ブリッジ グループを設定します。
bridge-group ブリッジ グループにインターフェイスを割り当てます。
interface インターフェイスを設定し、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。

ip address dhcp DHCP サーバから IP アドレスを取得するように、インターフェイスを設   
定します。

show ip address インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。
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ip-address
登録時の証明書に FWSM の IP アドレスを含めるには、crypto ca トラストポイント コンフィギュ       
レーション モードで ip-address コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

ip-address ip-address

no ip-address 

シンタックスの説明

デフォルト IP アドレスを含めないのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central に対して crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モー       
ドを開始し、トラストポイント central に対する登録要求に FWSM の IP アドレスを含める例を示し      
ます。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# ip-address 209.165.200.225

関連コマンド

ip-address FWSM の IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。
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ip-address-privacy
IP アドレス プライバシ機能をイネーブルにするには、SIP マップ コンフィギュレーション モード     
で ip-address-privacy コマンドを使用します。IP アドレス プライバシ機能をディセーブルにするに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip-address-privacy 

no ip-address-privacy 

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP アドレス プライバシ機能がイネーブルで、なおかつ、IP Phone コールまたはインスタント メッ     
セージング セッションに関与している 2 つの SIP エンド ポイントが同じ内部ファイアウォール イ       
ンターフェイスを使用して、外部ファイアウォール インターフェイス上の対応する SIP プロキシ   
サーバと通信する場合、すべての SIP シグナリング メッセージが SIP プロキシ サーバを経由しま      
す。

IP アドレス プライバシ機能をイネーブルにできるのは、SIP over TCP または SIP over UDP アプリ         
ケーション検査がイネーブルの場合です。デフォルトでは、この機能はディセーブルです。IP アド 
レス プライバシ機能がイネーブルの場合、FWSM は着信 SIP トラフィックの TCP または UDP ペイ        
ロードに組み込まれた内部および外部ホスト IP アドレスを変換しません。これらの IP アドレスに    
対応する変換規則は無視されます。

例 次に、SIP トラフィックを識別し、SIP マップを定義し、ポリシーを定義して外部インターフェイ  
スに適用する例を示します。

hostname(config)# access-list sip-acl permit tcp any any eq 5060 
hostname(config)# class-map sip-port 
hostname(config-cmap)# match access-list sip-acl
hostname(config-cmap)# sip-map inbound_sip
hostname(config-sip-map)# ip-address-privacy
hostname(config-sip-map)# policy-map S1_policy 
hostname(config-pmap)# class sip-port
hostname(config-pmap-c)# inspect sip s1_policy 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

SIP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

ip local pool
VPN リモート アクセス トンネルに使用する IP アドレス プールを設定するには、グローバル コン       
フィギュレーション モードで ip local pool コマンドを使用します。アドレス プールを削除するに      
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip local pool poolname first-address ― last-address [mask mask]

no ip local pool poolname

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 非標準ネットワークに所属する VPN クライアントに IP アドレスを割り当てた場合は、マスク値を    
指定する必要があります。デフォルトのマスクを使用すると、正しくルーティングされない可能性

があります。IP ローカル プールに 10.10.10.0/255.255.255.0 のアドレスが含まれている場合が典型的    
な例です。これはデフォルトでクラス A ネットワークだからです。この場合、VPN クライアント   
がさまざまなインターフェイスを介して 10 ネットワーク内の異なるサブネットにアクセスしなけ  
ればならないときに、ある種のルーティング問題が生じる可能性があります。たとえば、アドレス

10.10.100.1/255.255.255.0 のプリンタはインターフェイス 2 を介して使用するが、10.10.10.0 のネッ    
トワークは VPN トンネルを介して使用するというインターフェイス 1 の場合、プリンタを宛先と    
するデータのルーティング先に関して、VPN クライアントに混乱が生じます。10.10.10.0 および  
10.10.100.0 のサブネットはどちらも 10.0.0.0 クラス A ネットワークに属すので、プリンタ データを      
VPN トンネル経由で送信する可能性があります。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect sip SIP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
sip-map SIP アプリケーション検査 マップを定義します。

first-address IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。
last-address IP アドレス範囲の最終アドレスを指定します。
mask mask （任意）アドレス プールのサブネット マスクを指定します。
poolname IP アドレス プール名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、firstpool という IP アドレス プールを設定する例を示します。開始アドレスは 10.20.30.40 で      
す。終了アドレスは 10.20.30.50 です。ネットワーク マスクは 255.255.255.0 です。

hostname(config)# ip local pool firstpool 10.20.30.40-10.20.30.50 mask 255.255.255.0

関連コマンド

ip verify reverse-path
ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュ    
レーション モードで ip verify reverse-path コマンドを使用します。この機能をディセーブルにする     
には、このコマンドの no形式を使用します。ユニキャスト RPF は、ルーティング テーブルに基づ   
いて、すべてのパケットに有効な送信元インターフェイスと一致する送信元 IP アドレスがあるこ  
とを保証することによって、IP スプーフィング（パケットで不正な送信元 IP アドレスを使用して   
真の送信元がわからないようにする）から保護します。

ip verify reverse-path interface interface_name

no ip verify reverse-path interface interface_name

シンタックスの説明

デフォルト この機能は、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM は通常、パケットの転送先を判別するときに、宛先アドレスだけを調べます。ユニキャスト 
RPF は、送信元アドレスも調べるように FWSM に指示します。これが Reverse Path Forwarding と呼       
ばれる理由です。FWSM を通過させるあらゆるトラフィックに関して、FWSM のルーティング テー   
ブルに送信元アドレスに戻るルートを指定する必要があります。詳細については、RFC 2267 を参  
照してください。

コマンド 説明

clear configure ip local pool すべての IP ローカル プールを削除します。
show running-config ip local pool IP プールの設定を表示します。特定の IP アドレス プールを    

指定する場合は、コマンドに名前を含めます。

interface_name ユニキャスト RPF をイネーブルにするインターフェイス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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たとえば、外部トラフィックには、FWSM でデフォルト ルートを使用すると、ユニキャスト RPF   
保護が可能になります。外部インターフェイスからトラフィックが届き、ルーティング テーブルに 
送信元アドレスが指定されていなかった場合、FWSM はデフォルト ルートを使用することによっ  
て、外部インターフェイスを送信元インターフェイスとして正しく識別できます。

ルーティング テーブルに指定されているが、内部インターフェイスに対応付けられているアドレス 
から外部インターフェイスにトラフィックが届いた場合、FWSM はパケットをドロップします。未 
知の送信元アドレスから内部インターフェイスにトラフィックが届いた場合も同様に、FWSM はパ 
ケットをドロップします。対応するルート（デフォルト ルート）が外部インターフェイスを示すか 
らです。

ユニキャスト RPF は次のように実装されます。

 • ICMP パケットにはセッションが含まれないため、各パケットがチェックされます。

 • UDP および TCP にはセッションが含まれるため、先頭パケットではリバース ルート検索が必    
要です。セッション中に着信する後続パケットは、セッションの一部として維持される既存の

ステートを使用してチェックされれます。先頭以外のパケットでは、先頭パケットで使用され

たインターフェイスと同じインターフェイスに着信したかどうかが調べられます。

例 次に、外部インターフェイス上でユニキャスト RPF をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# ip verify reverse-path interface outside

関連コマンド コマンド 説明

clear configure ip verify reverse-path ip verify reverse-path 設定を消去します。
clear ip verify statistics ユニキャスト RPF 統計情報を消去します。
show ip verify statistics ユニキャスト RPF 統計情報を表示します。
show running-config ip verify reverse-path ip verify reverse-path のコンフィギュレーション   

を表示します。
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ip-comp
LZS IP 圧縮をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで ip-comp      
enable コマンドを使用します。IP 圧縮をディセーブルにするには、ip-comp disable コマンドを使用    
します。

実行コンフィギュレーションから ip-comp 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し  
ます。その結果、別のグループ ポリシーから値を継承できるようになります。

ip-comp {enable | disable}

no ip-comp

シンタックスの説明

デフォルト IP 圧縮はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン データ圧縮をイネーブルにすると、モデムに接続するリモート ダイヤルイン ユーザにとって、デー  
タ転送速度が上がる可能性があります。

注意 データ圧縮を使用すると、各ユーザ セッションに必要なメモリ容量が増え、CPU 使用率が上がる  
ので、FWSM 全体としてのスループットは下がります。したがって、モデムに接続するリモート 
ユーザに限定して、データ圧縮をイネーブルにすることを推奨します。モデム ユーザに固有のグ 
ループ ポリシーを作成し、モデム ユーザに限定して圧縮をイネーブルにしてください。

例 次に、[FirstGroup] というグループ ポリシーに対して IP 圧縮をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# ip-comp enable

disable IP 圧縮をディセーブルにします。
enable IP 圧縮をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー コンフィ  
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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ip-phone-bypass
IP Phone バイパスをイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで     
ip-phone-bypass enable コマンドを使用します。IP Phone バイパスをディセーブルにするには、    
ip-phone-bypass disable コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションから IP Phone バイパ     
ス属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このオプションを使用すると、別  
のグループ ポリシーから IP Phone バイパスの値を継承できます。

IP Phone バイパス機能を使用すると、ハードウェア クライアントの背後の IP Phone はユーザ認証プ      
ロセスをたどらずに接続できます。イネーブルにした場合でも、セキュア ユニット認証は引き続き 
有効です。

ip-phone-bypass {enable | disable}

no ip-phone-bypass

シンタックスの説明

デフォルト IP Phone バイパスはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP Phone バイパスを設定する必要があるのは、ユーザ認証をイネーブルにしている場合だけです。

例 次に、FirstGroupというグループ ポリシーに対して IP Phone バイパスをイネーブルにする例を示し    
ます。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# ip-phone-bypass enable

関連コマンド

disable IP Phone バイパスをディセーブルにします。
enable IP Phone バイパスをイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー コンフィ  
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

user-authentication ハードウェア クライアントの背後にいるユーザに、FWSM の認証を受  
けてから接続することを要求します。
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ipsec-udp
IPSec over UDP をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで      
ipsec-udp enable コマンドを使用します。IPSec over UDP をディセーブルにするには、ipsec-udp     
disable コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションから IPSec over UDP属性を削除するに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。その結果、別のグループ ポリシーから IPSec over UDP      
の値を継承できるようになります。

IPSec over UDP（別名、IPSec through NAT）を使用すると、シスコ VPN クライアントまたはハード      
ウェア クライアントは、NAT が動作している FWSM に UDP を使用して接続することになります。

ipsec-udp {enable | disable}

no ipsec-udp

シンタックスの説明

デフォルト IPSec over UDP はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IPSec over UDP を使用するには、ipsec-udp-port コマンドも設定する必要があります。

シスコ VPN クライアントも、IPSec over UDP を使用するように設定する必要があります（デフォル     
トで使用する設定になります）。VPN 3002 の場合、IPSec over UDP を使用する設定は不要です。

IPSec over UDP は独自仕様であり、適用されるのはリモート アクセス接続だけです。また、モード    
の設定が必要です。すなわち、FWSM は SA のネゴシエーション時に、クライアントとコンフィ   
ギュレーション パラメータを交換します。

IPSec over UDP を使用すると、システム パフォーマンスが多少低下する可能性があります。

例 次に、FirstGroupというグループ ポリシーに対して IPSec over UDP を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# ipsec-udp enable

関連コマンド

disable IPSec over UDP をディセーブルにします。
enable IPSec over UDP をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー コンフィ  
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipsec-udp-port FWSM が UDP トラフィックを待ち受けるポートを指定します。
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ipsec-udp-port
IPSec over UDP に対応する UDP ポート番号を設定するには、グループ ポリシー コンフィギュレー       
ション モードで ipsec-udp-port コマンドを使用します。UDP ポートをディセーブルにするには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。その結果、別のグループ ポリシーから IPSec over UDP ポート       
の値を継承できるようになります。

IPSec のネゴシエーション時に、FWSM は設定されたポートで待ち受け、他のフィルタ ルールで   
UDP トラフィックがドロップされる場合であっても、そのポートの UDP トラフィックを転送しま   
す。

ipsec-udp-port port 

no ipsec-udp-port 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト ポートは 10000 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この機能をイネーブルにして、複数のグループ ポリシーを設定できます。また、グループ ポリシー  
ごとに異なるポート番号を使用できます。

例 次に、FirstGroupというグループ ポリシーに対して IPSec UDP ポートを 4025 に設定する例を示し      
ます。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# ipsec-udp-port 4025

関連コマンド

port 4001 ～ 49151 の整数を使用して、UDP ポート番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー コンフィ  
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipsec-udp シスコ VPN クライアントまたはハードウェア クライアントに、UDP を使    
用して NAT が動作している FWSM に接続させます。
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ipv6 access-list
IPv6 アクセス リストを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで ipv6 access-list      
コマンドを使用します。ACE を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。アクセス リ    
ストでは、FWSM に通過またはブロックさせるトラフィックを定義します。

ipv6 access-list id [line line-num] {deny | permit} {protocol | object-group protocol_obj_grp_id} 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address | object-group 
network_obj_grp_id} [operator {port [port] | object-group service_obj_grp_id}] 
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address | object-group 
network_obj_grp_id} [{operator port [port] | object-group service_obj_grp_id}] [log [[level] 
[interval secs] | disable | default]]

no ipv6 access-list id [line line-num] {deny | permit} {protocol | object-group protocol_obj_grp_id} 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address | object-group 
network_obj_grp_id} [operator {port [port] | object-group service_obj_grp_id}] 
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host destination-ipv6-address | object-group 
network_obj_grp_id} [{operator port [port] | object-group service_obj_grp_id}] [log [[level] 
[interval secs] | disable | default]]

ipv6 access-list id [line line-num] {deny | permit} icmp6 {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host 
source-ipv6-address | object-group network_obj_grp_id} {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any 
| host destination-ipv6-address | object-group network_obj_grp_id} [icmp_type | object-group 
icmp_type_obj_grp_id] [log [[level] [interval secs] | disable | default]]

no ipv6 access-list id [line line-num] {deny | permit} icmp6 {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host 
source-ipv6-address | object-group network_obj_grp_id} {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any 
| host destination-ipv6-address | object-group network_obj_grp_id} [icmp_type | object-group 
icmp_type_obj_grp_id] [log [[level] [interval secs] | disable | default]]

シンタックスの説明 any IPv6 のプレフィクス ::/0 の省略形です。あらゆる IPv6 アドレスを意味     
します。

default （任意）ACE に対して Syslog メッセージ 106100 を生成することを指定     
します。

deny 条件に一致した場合、アクセスを拒否します。

destination-ipv6-address トラフィックを受信するホストの IPv6 アドレス
destination-ipv6-prefix トラフィックの宛先となる IPv6 ネットワーク アドレス 
disable （任意）Syslog メッセージ生成をディセーブルにします。
host アドレスが特定のホストを示すことを意味します。

icmp6 FWSM を通過する ICMPv6 トラフィックにアクセス ルールが適用され    
ることを指定します。



第 16章      interface ～ issuer-name コマンド         
ipv6 access-list

16-18
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

icmp_type アクセス ルールでフィルタリングする ICMP メッセージのタイプを指   
定します。値は有効な ICMP タイプ番号（0 ～ 255）または次の ICMP     
タイプ文字表記のいずれか 1 つです。

 • destination-unreachable

 • packet-too-big

 • time-exceeded

 • parameter-problem

 • echo-request

 • echo-reply

 • membership-query

 • membership-report

 • membership-reduction

 • router-renumbering

 • router-solicitation

 • router-advertisement

 • neighbor-solicitation

 • neighbor-advertisement

 • neighbor-redirect

icmp_type 引数を指定しなかった場合は、すべての ICMP タイプという   
意味になります。

icmp_type_obj_grp_id （任意）オブジェクト グループの ICMP タイプ ID を指定します。
id アクセス リストの名前または番号
interval secs （任意）Syslog メッセージ 106100 を生成する時間間隔を指定します。有   

効値は 1 ～ 600 秒です。デフォルトのインターバルは 300 秒です。こ      
の値は、非アクティブ フローを削除するタイムアウト値としても使用 
されます。

level （任意）メッセージ 106100 に対応する Syslog レベルを指定します。有    
効な値は 0 ～ 7 です。デフォルトのレベルは 6（通知）です。

line line-num （任意）アクセス ルールを挿入するリストのライン番号。ライン番号を 
指定しなかった場合、ACE はアクセス リストの末尾に追加されます。

log （任意）ACE のロギング アクションを指定します。log キーワードを指   
定しなかった場合、または log default キーワードを指定した場合は、   
ACE によってパケットが拒否されたときに、メッセージ 106023 が生成   
されます。log キーワードを単独で指定するか、level または interval と    
ともに指定した場合は、ACE によってパケットが拒否されたときに、 
メッセージ 106100 が生成されます。アクセス リストの最後にある暗黙   
の拒否によって拒否されたパケットはログに記録されません。ロギン

グをイネーブルにするには、ACE でパケットを明示的に拒否する必要 
があります。

network_obj_grp_id 既存のネットワーク オブジェクト グループ ID
object-group （任意）オブジェクト グループを指定します。
operator （任意）送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを比較するためのオペラ    

ンドを指定します。operator は、送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アド     
レスのポートを比較します。使用できるオペランドは、lt（小なり）、gt
（大なり）eq（同値）、neq（非同値）、および range（範囲）です。すべ
てのポートを含めるには（デフォルト）、演算子とポートを指定しない

で ipv6 access-list コマンドを使用します。
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デフォルト log キーワードを指定した場合、Syslog メッセージ 106100 のデフォルト レベルは 6（通知）になり      
ます。

デフォルトのロギング間隔は 300 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6 access-listコマンドを使用すると、IPv6 アドレスがポートまたはプロトコルにアクセスするこ  
とを許可するか拒否するかを指定できます。各コマンドを ACE といいます。アクセス リスト名が   
同じ 1 つ以上の ACE をアクセス リストといいます。アクセス リストをインターフェイスに適用す      
るには、access-group コマンドを使用します。

permit 条件に一致した場合、アクセスを許可します。

port （任意）アクセスを許可または拒否するポートを指定します。protocol
が tcp または udp の場合、port 引数を入力するときに、0 ～ 65535 の値        
またはリテラル名でポートを指定できます。

使用できる TCP のリテラル名は、aol、bgp、chargen、cifc、citrix-ica、  
cmd、ctiqbe、daytime、discard、domain、echo、exec、finger、ftp、ftp-data、
gopher、h323、hostname、http、https、ident、irc、kerberos、klogin、
kshell、ldap、ldaps、login、lotusnotes、lpd、netbios-ssn、nntp、pop2、
pop3、pptp、rsh、rtsp、smtp、sqlnet、ssh、sunrpc、tacacs、talk、telnet、
uucp、whois、および www です。

使用できる UDP のリテラル名は、biff、bootpc、bootps、cifs、discard、  
dnsix、domain、echo、http、isakmp、kerberos、mobile-ip、nameserver、
netbios-dgm、netbios-ns、ntp、pcanywhere-status、pim-auto-rp、radius、
radius-acct、rip、secureid-udp、snmp、snmptrap、sunrpc、syslog、tacacs、
talk、tftp、time、who、www、および xdmcp です。

prefix-length IPv6 プレフィクス（IPv6 アドレスのネットワーク部分）を形成するア  
ドレスの連続する上位ビット数を指定します。

protocol IP プロトコルの名前または番号。有効値は、icmp、ip、tcp、udp、ま 
たは IP プロトコル番号を表す 1 ～ 254 の整数です。

protocol_obj_grp_id 既存のプロトコル オブジェクト グループ ID
service_obj_grp_id （任意）オブジェクト グループを指定します。
source-ipv6-address トラフィックを送信するホストの IPv6 アドレス
source-ipv6-prefix ネットワーク トラフィックの起点となる IPv6 ネットワーク アドレス 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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FWSM は、アクセス リストで具体的にアクセスが許可されていないかぎり、外部インターフェイ  
スから内部インターフェイスへのすべてのパケットを拒否します。内部インターフェイスから外部

インターフェイスへは、具体的にアクセスが拒否されていないかぎり、デフォルトですべてのパ

ケットが許可されます。

IPv6 に固有であることを除き、ipv6 access-list コマンドは access-list コマンドと同様です。アクセ     
ス リストの詳細については、access-list extended コマンドの項を参照してください。

ipv6 access-list icmp コマンドは、FWSM を通過する ICMPv6 メッセージをフィルタリングする場合      
に使用します。特定のインターフェイスを起点および終点にできる ICMPv6 トラフィックを設定す  
るには、ipv6 icmp コマンドを使用します。

オブジェクト グループの設定方法については、object-group コマンドの項を参照してください。

例 次に、TCP を使用するあらゆるホストから 3001:1::203:A0FF:FED6:162D サーバにアクセスできるよ   
うにする例を示します。

hostname(config)# ipv6 access-list acl_grp permit tcp any host 
3001:1::203:A0FF:FED6:162D

次に、eq およびポートを使用して、FTP へのアクセスだけを拒否する例を示します。

hostname(config)# ipv6 access-list acl_out deny tcp any host 
3001:1::203:A0FF:FED6:162D eq ftp 
hostname(config)# access-group acl_out in interface inside

次に、lt を使用して、ポート番号が 2025 未満のすべてのポートにアクセスできるようにする例を   
示します。この場合、well-known ポート（1 ～ 1024）へのアクセスが許可されます。

hostname(config)# ipv6 access-list acl_dmz1 permit tcp any host 
3001:1::203:A0FF:FED6:162D lt 1025
hostname(config)# access-group acl_dmz1 in interface dmz1

関連コマンド コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストを割り当てます。
ipv6 icmp FWSM のインターフェイスで終端する ICMP メッセージのアクセス ルー    

ルを設定します。

object-group オブジェクト グループ（アドレス、ICMP タイプ、およびサービス）を作  
成します。
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ipv6 access-list remark
IPv6 アクセス リストにコメントを追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
ipv6 access-list remark コマンドを使用します。コメントを削除するには、このコマンドの no形式   
を使用します。

ipv6 access-list id [line line-num] remark text

no ipv6 access-list id [line line-num] remark [text]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コメント テキストは、スペースと句読点を含めて最長 100 文字です。100 文字を超えてコメントを    
入力した場合、100 番めの文字で切り捨てられます。コメント テキストには、スペース以外の文字  
を 1 つ以上含める必要があります。空のコメントを入力することはできません。各アクセス リスト   
に複数のコメントを入力できます。

コメントだけからなる ACL には access-group コマンドを使用できません。

例 次に、ipv6 access-list コマンドの前後に追加するコメント テキストを指定する例を示します。

hostname(config)# ipv6 access-list example remark this access list should not be used

関連コマンド

id IPv6 アクセス リストの名前 
line line-num （任意）コメントを挿入するライン番号

remark text コメントのテキスト

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
clear configure ipv6 access-list 実行コンフィギュレーションの IPv6 アクセス リストを消去し   

ます。

ipv6 access-list コンフィギュレーションに IPv6 アクセス リストを追加します。
show ipv6 access-list IPv6 アクセス リストを表示します。
show running-config ipv6 実行コンフィギュレーションの ipv6 コマンドを表示します。
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ipv6 address
IPv6 をイネーブルにして、インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定するには、インターフェイ   
ス コンフィギュレーション モードで ipv6 address コマンドを使用します。IPv6 アドレスを削除す      
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 address {autoconfig | ipv6-prefix/prefix-length [eui-64] | ipv6-address link-local}

no ipv6 address {autoconfig | ipv6-prefix/prefix-length [eui-64] | ipv6-address link-local}

シンタックスの説明

デフォルト IPv6 はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定すると、そのインターフェイスで IPv6 がイネーブルに    
なります。したがって、IPv6 アドレスを指定したあとで、ipv6 enable コマンドを使用する必要はあ   
りません。

ipv6 address autoconfig コマンドは、ステートレス自動設定を使用し、インターフェイス上で IPv6    
アドレスの自動設定をイネーブルにする場合に使用します。アドレスは、ルータ アドバタイズ メッ  
セージで受信したプレフィクスに基づいて設定されます。リンク ローカル アドレスが設定されて  
いない場合は、このインターフェイス用のリンク ローカル アドレスが 1 つ自動的に生成されます。    
別のホストがリンク ローカル アドレスを使用している場合は、エラー メッセージが表示されます。

ipv6 address eui-64 コマンドは、インターフェイスに IPv6 アドレスを設定する場合に使用します。     
オプションの eui-64 を指定した場合は、アドレスの下位 64 ビットで EUI-64 インターフェイス ID       
が使用されます。prefix-length 引数に指定した値が 64 ビットを超えている場合は、プレフィクス   
ビットがインターフェイス ID より優先されます。指定したアドレスを別のホストが使用している  
場合は、エラー メッセージが表示されます。

autoconfig インターフェイス上でステートレス自動設定を使用し、IPv6 アドレスの自 
動設定をイネーブルにします。

eui-64 （任意）IPv6 アドレスの下位 64 ビットでインターフェイス ID を指定しま     
す。

ipv6-address インターフェイスに割り当てる IPv6 リンク ローカル アドレス 
ipv6-prefix インターフェイスに割り当てる IPv6 ネットワーク アドレス 
link-local アドレスがリンク ローカル アドレスであることを指定します。
prefix-length IPv6 プレフィクス（IPv6 アドレスのネットワーク部分）を形成するアド  

レスの連続する上位ビット数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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リンク レイヤ アドレスの上位 3 バイト（OUI フィールド）と下位 3 バイト（シリアル番号）の間       
に 16 進数 FFFE を挿入すると、48 ビットのリンク レイヤ（MAC）アドレスから修正 EUI-64 形式        
のインターフェイス ID が作成されます。選択されたアドレスが固有のイーサネット MAC アドレス    
によるものであることを保証するために、上位バイトの最下位から 2 番めのビットを倒置させ（ユ  
ニバーサル /ローカル ビット）、48 ビット アドレスの固有性を示します。たとえば、MAC アドレ    
ス 00E0.B601.3B7A のインターフェイスには、02E0:B6FF:FE01:3B7A という 64 ビット インターフェ      
イス ID が与えられます。

ipv6 address  link-local  コマンドは、インターフェイスに IPv6 リンク ローカル アドレスを設定する         
場合に使用します。このコマンドで指定した ipv6-address によって、インターフェイス用に自動生  
成されたリンク ローカル アドレスが上書きされます。リンク ローカル アドレスは、リンク ローカ     
ル プレフィクス FE80::/64 と修正 EUI-64 形式のインターフェイス ID で形成されます。MAC アドレ        
ス 00E0.B601.3B7A のインターフェイスには、FE80::2E0:B6FF:FE01:3B7A というリンク ローカル ア     
ドレスが与えられます。指定したアドレスを別のホストが使用している場合は、エラー メッセージ 
が表示されます。

例 次に、選択したインターフェイスのグローバル アドレスとして、3FFE:C00:0:1::576/64 を割り当て  
る例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 address 3ffe:c00:0:1::576/64

次に、選択したインターフェイスに対して、IPv6 アドレスを自動的に割り当てる例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 address autoconfig

次に、選択したインターフェイスに IPv6 アドレス 3FFE:C00:0:1::/64 を割り当て、アドレスの下位    
64 ビットで EUI-64 インターフェイス ID を指定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(onfig-if)# ipv6 address 3FFE:C00:0:1::/64 eui-64

次に、選択したインターフェイスのリンク レベル アドレスとして、FE80::260:3EFF:FE11:6670 を割   
り当てる例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 address FE80::260:3EFF:FE11:6670 link-local

関連コマンド コマンド 説明

debug ipv6 interface IPv6 インターフェイスのデバッグ情報を表示します。
show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスのステータスを表示します。
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ipv6 enable
明示的な IPv6 アドレスを指定して設定されていないインターフェイス上で、IPv6 処理をイネーブ   
ルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ipv6 enable コマンドを使用し     
ます。明示的な IPv6 アドレスを指定して設定されていないインターフェイス上で、IPv6 処理をディ   
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 enable

no ipv6 enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト IPv6 はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6 enable コマンドによって、インターフェイス上で IPv6 リンク ローカル ユニキャスト アドレス       
が自動的に設定され、同時にインターフェイスでの IPv6 処理もイネーブルになります。

no ipv6 enable コマンドを使用しても、明示的な IPv6 アドレスを指定して設定されたインターフェ     
イス上の IPv6 処理はディセーブルになりません。

例 次に、選択したインターフェイス上で IPv6 処理をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 enable

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 address インターフェイスに IPv6 アドレスを設定し、そのインターフェイス上  
で IPv6 処理をイネーブルにします。

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 icmp
インターフェイスに ICMP アクセス ルールを設定するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで ipv6 icmp コマンドを使用します。ICMP アクセス ルールを削除するには、このコマンド     
の no 形式を使用します。

ipv6 icmp {permit | deny} {ipv6-prefix/prefix-length | any | host ipv6-address} [icmp-type] if-name

no ipv6 icmp {permit | deny} {ipv6-prefix/prefix-length | any | host ipv6-address} [icmp-type] if-name

シンタックスの説明

デフォルト ICMP アクセス ルールを定義しなかった場合、すべての ICMP トラフィックが許可されます。

any あらゆる IPv6 アドレスを指定するキーワード。IPv6 プレフィクス ::/0 の     
省略形

deny 選択されたインターフェイス上で、指定の ICMP トラフィックを禁止しま  
す。

host アドレスが特定のホストを示すことを意味します。

icmp-type アクセス ルールでフィルタリングする ICMP メッセージのタイプを指定   
します。値は有効な ICMP タイプ番号（0 ～ 255）または次の ICMP タイ      
プ文字表記のいずれか 1 つです。

 • echo

 • echo-reply（エコー応答）
 • membership-query

 • membership-reduction

 • membership-report

 • neighbor-advertisement

 • neighbor-redirect

 • neighbor-solicitation

 • destination-unreachable

 • packet-too-big

 • parameter-problem

 • router-advertisement

 • router-renumbering

 • router-solicitation

 • time-exceeded

 • unreachable（到達不能）
if-name アクセス ルールを適用するインターフェイスの名前（nameif コマンドで  

指定）

ipv6-address インターフェイスに ICMPv6 メッセージを送信するホストの IPv6 アドレ    
ス

ipv6-prefix インターフェイスに ICMPv6 メッセージを送信する IPv6 ネットワーク
permit 選択されたインターフェイス上で、指定の ICMP トラフィックを許可しま  

す。

prefix-length IPv6 プレフィクスの長さ。この値は、プレフィクスのネットワーク部分を 
形成するアドレスの連続する上位ビット数を表します。プレフィクス長の

前にスラッシュ（/）を指定する必要があります。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 機能に関して、IPv6 の ICMP は IPv4 の ICMP と同じです。ICMPv6 は、ICMP宛先到達不能メッセー        
ジ、ICMP のエコー要求や応答メッセージと同様の通知メッセージなど、エラー メッセージを生成  
します。さらに、IPv6 ネイバー検出プロセスおよびパス MTU 検出で、IPv6 の ICMP パケットが使      
用されます。

インターフェイスに ICMP ルールを定義しなかった場合は、すべての IPv6 ICMP トラフィックが許     
可されます。

インターフェイスに ICMP ルールを定義した場合は、最初に一致したものから順にルールが処理さ  
れ、さらにすべて拒否する暗黙のルールが続きます。たとえば、最初に一致したルールが許可ルー

ルの場合、ICMP パケットは処理されます。最初に一致したルールが拒否ルールの場合、または 
ICMP パケットがそのインターフェイスのいずれのルールとも一致しなかった場合は、FWSM に  
よって ICMP パケットが廃棄され、Sylog メッセージが生成されます。

したがって、ICMP ルールは入力順序が重要です。特定のネットワークから着信したすべての ICMP  
トラフィックを拒否するルールを入力し、次にそのネットワーク上の特定のホストから着信した

ICMP トラフィックを許可するルールを入力した場合、ホストのルールが処理されることはありま 
せん。ネットワークのルールによって ICMP トラフィックがブロックされるからです。しかし、ホ  
ストのルールを先に入力し、次にネットワークのルールを入力した場合は、ホストの ICMP トラ  
フィックは許可され、そのネットワークから送られたそれ以外の ICMP トラフィックはすべてブ  
ロックされます。

ipv6 icmp コマンドでは、FWSM インターフェイスで終端する ICMP トラフィックのアクセス ルー      
ルを設定します。パススルー ICMP トラフィックのアクセス ルールを設定する場合は、ipv6   
access-list コマンドの項を参照してください。

例 次に、外部インターフェイスで、すべての ping 要求を拒否し、パス MTU 検出をサポートするため    
にすべての Packet Too Big メッセージを許可する例を示します。

hostname(config)# ipv6 icmp deny any echo-reply outside
hostname(config)# ipv6 icmp permit any packet-too-big outside

次に、ホスト 2000:0:0:4::2 またはプレフィクス 2001::/64 のホストから外部インターフェイスへの   
ping を許可する例を示します。

hostname(config)# ipv6 icmp permit host 2000:0:0:4::2 echo-reply outside
hostname(config)# ipv6 icmp permit 2001::/64 echo-reply outside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 access-list アクセス リストを設定します。
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ipv6 nd dad attempts
重複アドレスが検出されたときに、インターフェイスから連続して送信するネイバー送信請求メッ

セージの数を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd dad     
attempts コマンドを使用します。送信する重複アドレス検出メッセージの数をデフォルトに戻す場 
合は、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd dad attempts value

no ipv6 nd dad [attempts value]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの試行回数は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 重複アドレス検出では、新しいユニキャスト IPv6 アドレスの固有性が確認されてから、インター  
フェイスにそれらのアドレスが割り当てられます（重複アドレス検出が実行されている間、新しい

アドレスは暫定的なステートのままです）。重複アドレス検出では、ネイバー送信請求メッセージ

を使用して、ユニキャスト IPv6 アドレスの固有性を確認します。ネイバー送信請求メッセージの  
送信間隔を設定するには、ipv6 nd ns-interval コマンドを使用します。

管理上のダウン状態にあるインターフェイスでは、重複アドレス検出が保留されます。インター

フェイスが管理上のダウンになっている間、そのインターフェイスに割り当てたユニキャスト IPv6 
アドレスは保留ステートに設定されます。

インターフェイスが管理上のアップに戻ると、そのインターフェイスでの重複アドレス検出が自動

的に再開されます。インターフェイスが管理上のアップに戻ると、そのインターフェイス上のすべ

てのユニキャスト IPv6 アドレスに対して、重複アドレス検出が再開されます。

（注） インターフェイスのリンク ローカル アドレスに対して重複アドレス検出が実行されている間、そ  
の他の IPv6 アドレスのステートは引き続き暫定として設定されます。リンク ローカル アドレスに    
対する重複アドレス検出が完了すると、残りの IPv6 アドレスに対して重複アドレス検出が実行さ  
れます。

value 0 ～ 600 の値。0 を入力すると、指定したインターフェイス上で重複アド    
レス検出がディセーブルになります。1 を入力すると、1 回だけの送信に  
なり、追加送信は行われません。デフォルトのメッセージ数は 1 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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重複アドレス検出で重複アドレスが識別されると、アドレスのステートが DUPLICATE に設定さ  
れ、そのアドレスは使用されません。重複アドレスがインターフェイスのリンクローカル アドレス 
の場合、そのインターフェイスでは IPv6 パケットの処理ができなくなり、次のようなエラー メッ   
セージが発行されます。

%fwsm-4-DUPLICATE: Duplicate address FE80::1 on outside

重複アドレスがインターフェイスのグローバル アドレスの場合、そのアドレスは使用されず、次の 
ようなエラー メッセージが発行されます。

%fwsm-4-DUPLICATE: Duplicate address 3000::4 on outside

重複アドレスに対応付られたコンフィギュレーション コマンドはすべて、アドレスのステートが 
DUPLICATE の間も設定されたままです。

インターフェイスのリンク ローカル アドレスが変更されると、新しいリンクローカル アドレスに   
対して重複アドレス検出が実行され、そのインターフェイスに対応付けられたその他のすべての

IPv6 アドレスが再生成されます（重複アドレス検出が実行されるのは、新しいリンク ローカル ア   
ドレスに対してだけです）。

例 次に、インターフェイスの暫定ユニキャスト IPv6 アドレスに対して重複アドレス検出を実行する  
ときに、ネイバー送信請求メッセージを連続して 5 回送信するように設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd dad attempts 5

次に、選択したインターフェイスで重複アドレス検出をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd dad attempts 0

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 nd ns-interval インターフェイスにおける IPv6 ネイバー送信請求の送信間隔を設定し  
ます。

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd ns-interval
インターフェイスにおける IPv6 ネイバー送信請求の再送信間隔を設定するには、インターフェイ  
ス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd ns-interval コマンドを使用します。デフォルト値に戻      
すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd ns-interval value

no ipv6 nd ns-interval [value]

シンタックスの説明

デフォルト 1000 ミリ秒のネイバー送信請求の送信間隔

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この値は、このインターフェイスから送信されるすべての IPv6 ルータ アドバタイズに組み込まれ   
ます。

例 次に、Vlan101 の IPv6 ネイバー送信請求の送信間隔を 9000 ミリ秒に設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd ns-interval 9000

関連コマンド

value ミリ秒単位で表した IPv6 ネイバー送信請求の送信間隔。有効値は 1000 ～    
3600000 ミリ秒です。デフォルト値は 1000 ミリ秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd prefix
IPv6 ルータ アドバタイズに含める IPv6 プレフィクスを設定するには、インターフェイス コンフィ     
ギュレーション モードで ipv6 nd prefix コマンドを使用します。プレフィクスを削除するには、こ     
のコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd prefix ipv6-prefix/prefix-length | default [[valid-lifetime preferred-lifetime] | [at valid-date 
preferred-date] | infinite | no-advertise | off-link | no-autoconfig]

no ipv6 nd prefix ipv6-prefix/prefix-length | default [[valid-lifetime preferred-lifetime] | [at valid-date 
preferred-date] | infinite | no-advertise | off-link | no-autoconfig]

シンタックスの説明

デフォルト IPv6 ルータ アドバタイズの起点となるインターフェイス上で設定されたすべてのプレフィクスは、  
有効なライフタイムを 2592000 秒（30 日）、優先ライフタイムを 604800 秒（7 日）として、また、      
[onlink] フラグと [autoconfig] フラグの両方を設定してアドバタイズされます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

at valid-date 
preferred-date

ライフタイムおよびプリファレンスが満了する日時。プレフィクスが有効な

のは、指定されたこの日時に達するまでです。日付は date-valid-expire 
month-valid-expire hh:mm-valid-expire date-prefer-expire month-prefer-expire   
hh:mm-prefer-expire の形式で表します。 

default デフォルト値が使用されます。

infinite （任意）ライフタイムは無期限に有効です。

ipv6-prefix ルータ アドバタイズに含める IPv6 ネットワーク番号

この引数は、RFC 2373 で規定された形式にする必要があります。コロンで  
囲んだ 16 ビット値を使用し、16 進数でアドレスを指定します。

no-advertise （任意）ローカル リンク上のホストに対して、IPv6 自動設定に指定のプレ  
フィクスを使用しないことを指示します。

no-autoconfig （任意）ローカル リンク上のホストに対して、IPv6 自動設定に指定のプレ  
フィクスを使用できないことを指示します。

off-link （任意）オンリンクの決定に指定のプレフィクスを使用しないことを指示し

ます。

preferred-lifetime 指定の IPv6 プレフィクスを優先させるものとしてアドバタイズする時間の  
長さ（秒数）。有効値は 0 ～ 4294967295 秒です。最大値は無限を意味しま    
す。infinite として指定することもできます。デフォルトは 604800（7 日）です。

prefix-length IPv6 プレフィクスの長さ。この値は、プレフィクスのネットワーク部分を形 
成するアドレスの連続する上位ビット数を表します。プレフィクス長の前に

スラッシュ（/）を指定する必要があります。
valid-lifetime 指定の IPv6 プレフィクスを有効なものとしてアドバタイズする時間の長  

さ。有効値は 0 ～ 4294967295 秒です。最大値は無限を意味します。infinite    
として指定することもできます。デフォルトは 2592000（30 日）です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、プレフィクスをアドバタイズするかどうかを含め、プレフィクスに基

づいて個々のパラメータを制御できます。

デフォルトでは、ipv6 address コマンドを使用してインターフェイス上のアドレスとして設定され  
たプレフィクスがルータ アドバタイズで伝達されます。ipv6 nd prefix コマンドを使用してアドバ    
イズ用のプレフィクスを設定した場合は、これらのプレフィクスだけがアドバタイズされます。

default キーワードを使用すると、すべてのプレフィクスにデフォルトのパラメータが設定されま 
す。

日付を設定すると、プレフィクスの有効期限を指定できます。有効ライフタイムおよび優先ライフ

タイムのカウント ダウンは、リアルタイムで行われます。満了日に達すると、プレフィクスはアド 
バタイズされなくなります。

オンリンクが [on]（デフォルト）の場合、指定のプレフィクスがリンクに割り当てられます。指定 
のプレフィクスが含まれているアドレスにトラフィックを送信するノードは、ローカルでリンクに

到達できる宛先を検討します。

autoconfig が [on]（デフォルト）の場合は、ローカル リンク上のホストに対して、IPv6 自動設定に    
指定のプレフィクスを使用できることを伝えます。

例 次に、有効ライフタイムを 1000 秒、優先ライフタイムを 900 秒として、指定のインターフェイス    
から送信されるルータ アドバタイズに IPv6 プレフィクス 2001:200::/35 を含める例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd prefix 2001:200::/35 1000 900

関連コマンド

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 address インターフェイス上で IPv6 アドレスを設定し、IPv6 処理をイネーブル   
にします。

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd ra-interval
インターフェイスにおける IPv6 ルータ アドバタイズの送信間隔を設定するには、インターフェイ   
ス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd ra-interval コマンドを使用します。デフォルトの間隔      
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd ra-interval [msec] value

no ipv6 nd ra-interval [[msec] value]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値は、200 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6 nd ra-lifetime コマンドを使用して FWSM をデフォルト ルータとして設定している場合、送信      
間隔は IPv6 ルータ アドバタイズのライフタイム以下にする必要があります。他の IPv6 ノードと同     
期しないように、指定値の 20% 以内で実際に使用する値をランダムに調整します。

例 次に、選択したインターフェイスに対して、IPv6 ルータ アドバタイズ間隔を 201 秒に設定する例    
を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd ra-interval 201

関連コマンド

msec （任意）ミリ秒単位で指定した値であることを示します。このキーワード

を指定しなかった場合、値は秒数を表します。

value IPv6 ルータ アドバタイズの送信間隔。有効値は 3 ～ 1800 秒、または msec       
キーワードが指定されている場合、500 ～ 1800000 ミリ秒です。デフォル   
トは 200 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 nd ra-lifetime IPv6 ルータ アドバタイズのライフタイムを設定します。
show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd ra-lifetime
インターフェイスにおける IPv6 ルータ アドバタイズの「ルータ ライフタイム」値を設定するには、    
インターフェイス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd ra-lifetime コマンドを使用します。デ      
フォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd ra-lifetime seconds

no ipv6 nd ra-lifetime [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値は、1800 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 「ルータ ライフタイム」値は、インターフェイスから送信されるすべての IPv6 ルータ アドバタイ    
ズに組み込まれます。この値は、このインターフェイスにおける、デフォルト ルータとしての FWSM  
の有効性を示します。

ゼロ以外の値に設定すると、このインターフェイスでは FWSM をデフォルト ルータとみなすこと   
を意味します。ゼロ以外の「ルータ ライフタイム」値をルータ アドバタイズ間隔より小さくして  
はなりません。

値をゼロに設定すると、このインターフェイスでは FWSM をデフォルト ルータとみなさないこと   
を意味します。

例 次に、選択したインターフェイスに対して、IPv6 ルータ アドバタイズのライフタイムを 1801 秒に    
設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd ra-lifetime 1801

関連コマンド

seconds このインターフェイスにおける、デフォルト ルータとしての FWSM の有   
効性。有効値は 0 ～ 9000 秒です。デフォルトは 1800 秒です。0 は、選択       
したインターフェイス上で FWSM をデフォルト ルータとみなさないこと   
を示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 nd ra-interval インターフェイスにおける IPv6 ルータ アドバタイズの送信間隔を設定   
します。

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd reachable-time
到達可能性確認イベントの発生後、リモート IPv6 ノードを到達可能とみなす時間の長さを設定す  
るには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd reachable-time コマンドを使      
用します。デフォルトの時間長に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 nd reachable-time value

no ipv6 nd reachable-time [value]

シンタックスの説明

デフォルト 0 ミリ秒

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 時間を設定すると、使用不能なネイバーを検出できます。設定時間を短くすると、使用不能なネイ

バーをより迅速に検出できますが、時間が短いほど、すべての IPv6 ネットワーク装置で IPv6 ネッ    
トワーク帯域と処理リソースの消費量が増します。通常の IPv6 の運用では、設定時間をあまり短  
くすることは推奨できません。

例 次に、選択したインターフェイスに対して、IPv6 の到達可能時間を 1700000 秒に設定する例を示し   
ます。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd reachable-time 1700000

関連コマンド

value リモート IPv6 ノードを到達可能とみなす時間の長さ（ミリ秒単位）。有効  
値は 0 ～ 3600000 ミリ秒です。デフォルトの値は、0です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 nd suppress-ra
LAN インターフェイスにおける IPv6 ルータ アドバタイズの送信を抑制するには、インターフェイ    
ス コンフィギュレーション モードで ipv6 nd suppress-ra コマンドを使用します。LAN インターフェ       
イスで IPv6 ルータ アドバタイズを再び送信できるようにするには、このコマンドの no 形式を使用     
します。

ipv6 nd suppress-ra

no ipv6 nd suppress-ra 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト IPv6 ユニキャスト ルーティングがイネーブルの場合は、LAN インターフェイス上でルータ アドバ    
タイズが自動的に送信されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン  no ipv6 nd suppress-ra コマンドは、非 LAN インターフェイス タイプ（シリアル インターフェイ         
ス、トンネル インターフェイスなど）で IPv6 ルータ アドバタイズを送信できるようにする場合に    
使用します。

例 次に、選択したインターフェイス上で IPv6 ルータ アドバタイズを抑制する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# ipv6 nd suppress-ra

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 interface IPv6 として設定されたインターフェイスの使用可能状況を表示します。
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ipv6 neighbor
IPv6 ネイバー検出キャッシュにスタティック エントリを設定するには、グローバル コンフィギュ   
レーション モードで ipv6 neighbor コマンドを使用します。ネイバー検出キャッシュからスタ    
ティック エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 neighbor ipv6_address if_name mac_address

no ipv6 neighbor ipv6_address if_name [mac_address]

シンタックスの説明

デフォルト IPv6 ネイバー検出キャッシュにスタティック エントリを設定しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6 neighbor コマンドは arp コマンドに類似しています。指定した IPv6 アドレスのエントリがネ      
イバー検出キャッシュにすでに存在する場合（IPv6 ネイバー検出プロセスで学習した場合）、その 
エントリはスタティック エントリに自動的に変換されます。これらのエントリは、copy コマンド  
を使用してコンフィギュレーションを保管するときに、コンフィギュレーションに保管されます。

show ipv6 neighbor コマンドは、IPv6 ネイバー検出キャッシュのスタティック エントリを表示する     
場合に使用します。

 clear ipv6 neighbors コマンドを使用すると、IPv6 ネイバー検出キャッシュのエントリがスタティッ     
ク エントリを除いてすべて削除されます。no ipv6 neighbor コマンドを使用すると、指定したスタ    
ティック エントリがネイバー検出キャッシュから削除されます。このコマンドを使用しても、IPv6 
ネイバー検出プロセスによって学習したダイナミック エントリはキャッシュから削除されません。 
no ipv6 enable コマンドを使用してインターフェイス上で IPv6 をディセーブルにすると、そのイン     
ターフェイスに設定されている IPv6 ネイバー検出キャッシュ エントリがスタティック エントリを    
除いてすべて削除されます。スタティック エントリのステートは INCMP（Incompleted）に変化し  
ます。

IPv6 ネイバー検出キャッシュのスタティック エントリがネイバー検出プロセスによって変更され  
ることはありません。

if_name nameif コマンドで指定された内部または外部インターフェイス名
ipv6_address ローカル データリンク アドレスに対応する IPv6 アドレス
mac_address ローカル データ回線（ハードウェア MAC）アドレス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 16章      interface ～ issuer-name コマンド
ipv6 neighbor 

16-37
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

例 次に、ネイバー検出キャッシュに IP アドレス 3001:1::45A、MAC アドレス 0002.7D1A.9472 の内部      
ホストに対応するスタティック エントリを追加する例を示します。

hostname(config)# ipv6 neighbor 3001:1::45A inside 0002.7D1A.9472 

関連コマンド コマンド 説明

clear ipv6 neighbors IPv6 ネイバー検出キャッシュ内のエントリを、スタティック エントリ  
を除いてすべて削除します。

show ipv6 neighbor IPv6 ネイバー キャッシュ情報を表示します。
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ipv6 route
IPv6 ルーティング テーブルに IPv6 ルートを追加するには、グローバル コンフィギュレーション     
モードで ipv6 route コマンドを使用します。IPv6 のデフォルト ルート を削除するには、このコマ      
ンドの no 形式を使用します。

ipv6 route if_name ipv6-prefix/prefix-length ipv6-address [administrative-distance]

no ipv6 route if_name ipv6-prefix/prefix-length ipv6-address [administrative-distance]

シンタックスの説明

デフォルト administrative-distance はデフォルトで 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ipv6 route コマンドは、IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示する場合に使用します。

例 次に、管理上の距離を 110 とするネットワーク装置の内部インターフェイス 3FFE:1100:0:CC00::1   
に、ネットワーク 7fff::0/32 へのパケットをルーティングする例を示します。

hostname(config)# ipv6 route inside 7fff::0/32 3FFE:1100:0:CC00::1 110

administrative-distance （任意）ルートの管理距離。デフォルト値は 1 です。この場合、スタティッ  
ク ルートは接続済みルートを除く、他のあらゆるタイプのルートより優先 
されます。

if_name ルートを設定するインターフェイスの名前

ipv6-address 指定のネットワークに到達するために使用できるネクスト ホップの IPv6  
アドレス

ipv6-prefix スタティック ルートの宛先となる IPv6 ネットワーク

この引数は、RFC 2373 で規定された形式にする必要があります。コロン  
で囲んだ 16 ビット値を使用し、16 進数でアドレスを指定します。

prefix-length IPv6 プレフィクスの長さ。この値は、プレフィクスのネットワーク部分を 
形成するアドレスの連続する上位ビット数を表します。プレフィクス長の

前にスラッシュ（/）を指定する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

isakmp am-disable
着信アグレッシブ モード接続をディセーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで  isakmp am-disable コマンドを使用します。着信アグレッシブ モード接続をイネーブルに     
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

isakmp am-disable

no isakmp am-disable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトではイネーブルになります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、着信アグレッシブ モード接続をディ   
セーブルにする例を示します。

hostname(config)# isakmp am-disable

関連コマンド

コマンド 説明

debug ipv6 route IPv6 ルーティング テーブル アップデートおよびルート キャッシュ    
アップデートのデバッグ メッセージを表示します。

show ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルの現在の内容を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp disconnect-notify
ピアへの切断通知をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで  isakmp    
disconnect-notify コマンドを使用します。切断通知をディセーブルにするには、このコマンドの no  
形式を使用します。

isakmp disconnect-notify

no isakmp disconnect-notify

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトではディセーブルになります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、ピアへの切断通知をイネーブルに  
する例を示します。

hostname(config)# isakmp disconnect-notify

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp enable
IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP ネゴシエーションをイネーブルに    
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  isakmp enable コマンドを使用します。イ      
ンターフェイス上の ISAKMPをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

isakmp enable interface-name

no isakmp enable interface-name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、内部インターフェイス上で ISAKMP   
をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# no isakmp enable inside

関連コマンド

interface-name ISAKMP ネゴシエーションをイネーブルまたはディセーブルにするイン
ターフェイスの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドのサポートが FWSM に追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp identity
ピアに送信するフェーズ 2 ID を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで     
isakmp identity コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を    
使用します。

isakmp identity {address | hostname | key-id key-id-string | auto}

no isakmp identity {address | hostname | key-id key-id-string | auto}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの ISAKMP ID は isakmp identity hostname です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、IPSec ピアと通信するインターフェ   
イス上で、接続タイプに基づく ISAKMP ネゴシエーションをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# isakmp identity auto

関連コマンド

address ISAKMP識別情報を交換するホストの IPアドレスを使用します。
auto 接続タイプに基づく ISKMP ネゴシエーションを決定します。事前共有鍵  

には IP アドレス、証明書の認証には cert DN です。
hostname ISAKMP 識別情報を交換するホストの完全修飾ドメイン名を使用します 

（デフォルト）。この名前はホスト名とドメイン名で形成されます。

key-id key_id_string 事前共有鍵の検索でリモート ピアに使用させる文字列を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp keepalive
IKE DPD を設定するには、tunnel-group ipsec-attributes コンフィギュレーション モードで isakmp      
keepalive コマンドを使用します。各トンネル グループでは、IKE キープアライブはデフォルトで   
イネーブルになり、デフォルトのしきい値と再試行回数が使用されます。デフォルトのしきい値と

再試行回数を指定し、キープアライブ パラメータをイネーブルに戻すには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

isakmp keepalive [threshold seconds] [retry seconds] [disable]

no isakmp keepalive disable

シンタックスの説明

デフォルト リモート アクセス グループの場合、デフォルトはしきい値が 300 秒、再試行が 2 秒です。

LAN-to-LAN グループの場合、デフォルトはしきい値が 10 秒、再試行が 2 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるタイプは、IPSec リモート アクセスおよび IPSec LAN-to-LAN トンネル グルー      
プだけです。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードを開始し、209.165.200.255 という IPSec 
LAN-to-LAN トンネル グループに対して IKE DPD を設定し、しきい値として 15、再試行間隔とし
て 10 を指定する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# isakmp keepalive threshold 15 retry 10

disable デフォルトでイネーブルになる IKE キープアライブ処理をディセーブル  
にします。

retry seconds キープアライブ応答を受信しなかった場合の再試行間隔を秒数で指定し

ます。範囲は 2 ～ 10 秒です。デフォルトは 2 秒です。
threshold seconds キープアライブ モニタリングを開始するまでに、ピアをアイドル状態にし 

ておくことのできる秒数を指定します。範囲は 10 ～ 3600 秒です。デフォ    
ルトは、LAN-to-LAN グループの場合は 10 秒、リモート アクセス グルー     
プでは 300 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

Tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

isakmp policy authentication
IKE ポリシー内部の認証方式を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
isakmp policy authentication コマンドを使用します。IKE ポリシーでは、IKE ネゴシエーション用     
に一連のパラメータを定義します。認証方式をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式  
を使用します。

isakmp policy priority authentication {pre-share | dsa-sig | rsa-sig}

no isakmp policy priority authentication

シンタックスの説明

デフォルト ISAKMP ポリシー認証はデフォルトで pre-share です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  

のトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明    

書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。

dsa-sig 認証方式として DSA シグニチャを指定します。
pre-share 認証方式として 事前共有鍵を指定します。
priority IKE ポリシーを一意のものとして特定し、ポリシーにプライオリティを割り 

当てます。1 ～ 65,534 の整数を使用します。1 が最高、65,534 が最低のプライ     
オリティです。

rsa-sig 認証方式として RSA シグニチャを指定します。

RSA シグニチャは、拒否されることのない IKE ネゴシエーションを実現しま   
す。これは基本的に、ピアと IKE ネゴシエーションを行ったかどうかを第三  
者に証明できることを意味します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン RSA シグニチャを指定した場合は、認証局（CA）から証明書を取得するように FWSM およびピア   
を設定する必要があります。事前共有鍵を指定した場合は、FWSM およびピア内でこれらの事前共 
有鍵を個別に設定する必要があります。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、 isakmp policy authentication コマン      
ドを使用する例を示します。この例では、IKE ポリシー内で 認証方式として RSA シグニチャを使    
用し、プライオリティ値を 40 に設定します。

hostname(config)# isakmp policy 40 authentication rsa-sig

関連コマンド コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp policy encryption
IKE ポリシー内部で使用する暗号化アルゴリズムを指定するには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで  isakmp policy encryption コマンドを使用します。暗号化アルゴリズムをデフォル      
ト値の des に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

isakmp policy priority encryption {aes | aes-192| aes-256 | des | 3des}

no isakmp policy priority encryption {aes | aes-192| aes-256 | des | 3des}

シンタックスの説明

デフォルト ISAKMP ポリシーの暗号化は、3des がデフォルトです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、isakmp policy encryption コマンドを     
使用して、IKE ポリシー内で使用するアルゴリズムを 128 ビット鍵の AES 暗号化に設定し、プライ     
オリティ値として 25 を指定する例を示します。

hostname(config)# isakmp policy 25 encryption aes

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、IKE ポリシー内で使用するアルゴリ   
ズムとして 3DES、プライオリティ値として 40 を設定する例を示します。

hostname(config)# isakmp policy 40 encryption 3des
hostname(config)#

3des IKE ポリシーで使用する暗号化アルゴリズムとして Triple DES を指定します。
aes IKE ポリシーで使用する暗号化アルゴリズムとして、128 ビット鍵の AES を    

指定します。

aes-192 IKE ポリシーで使用する暗号化アルゴリズムとして、192 ビット鍵の AES を    
指定します。

aes-256 IKE ポリシーで使用する暗号化アルゴリズムとして、256 ビット鍵の AES を    
指定します。

des IKE ポリシーで使用する暗号化アルゴリズムとして、56 ビット DES-CBC を    
指定します。

priority Internet Key Exchange（IKE）ポリシーを一意のものとして特定し、ポリシー  
にプライオリティを割り当てます。1 ～ 65,534 の整数を使用します。1 が最    
高、65,534 が最低のプライオリティです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp policy group
IKE ポリシーの Diffie-Hellman グループを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで  isakmp policy group コマンドを使用します。IKE ポリシーでは、IKE ネゴシエーション時に使       
用する一連のパラメータを定義します。Diffie-Hellman グループ ID をデフォルト値に戻すには、こ   
のコマンドの no 形式を使用します。

[no] isakmp policy priority group   {1 | 2 | 5 | 7}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのグループ ポリシーは group 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 4 つのグループ オプションがあります。768 ビット（DH group 1）、1024 ビット（DH group 2）、1536        
ビット（DH group 5）、および DH group 7 です。1024 ビットおよび 1536 ビット Diffie-Hellman グ           
ループはセキュリティを強化できますが、実行に必要な CPU 時間が増します。

（注） Cisco VPN Client Version 3.x 以降では、isakmp policy に DH group 2 を設定する必要があります（DH           
group 1 が設定されていると、Cisco VPN Client が接続できなくなります）。 
 

AES サポートを利用できるのは、VPN-3DES のライセンスが与えられているセキュリティ アプラ   
イアンスに限られます。AES が提供する鍵はサイズが大きいので、ISAKMP ネゴシエーションで、  
group 1 または group 2 ではなく、group 5 の Diffie-Hellman（DH）を使用する必要があります。こ        
の場合、isakmp policy priority group 5 コマンドを使用します。

group 1 IKE ポリシーで 768 ビット Diffie-Hellman group を使用するように指定しま      
す。これがデフォルト値です。

group 2 IKE ポリシーで 1024 ビット Diffie-Hellman group 2 を使用するように指定しま       
す。

group 5 IKE ポリシーで 1536 ビット Diffie-Hellman group 5 を使用するように指定しま       
す。

group 7 IKE ポリシーで Diffie-Hellman group 7 を使用するように指定します。group 7      
では IPSec SA 鍵が生成されます。この場合、楕円曲線フィールドのサイズは   
163 ビットです。

priority Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）ポリシー     
を一意のものとして特定し、ポリシーにプライオリティを割り当てます。1 ～ 
65,534 の整数を使用します。1 が最高、65,534 が最低のプライオリティです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、 isakmp policy group コマンドを使用      
する例を示します。この例では、IKE ポリシー内で group 2 の 1024 ビット Diffie Hellman を使用し、         
プライオリティ値を 40 に設定します。

hostname(config-if)# isakmp policy 40 group   2

関連コマンド コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。



第 16章      interface ～ issuer-name コマンド         
isakmp policy hash

16-50
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

isakmp policy hash
IKE ポリシーの ハッシュ アルゴリズムを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで  isakmp policy hash コマンドを使用します。IKE ポリシーでは、IKE ネゴシエーション時に使       
用する一連のパラメータを定義します。

ハッシュ アルゴリズムをデフォルト値の SHA-1 にリセットするには、このコマンドの no 形式を使     
用します。

isakmp policy priority hash {md5 | sha}

no isakmp policy priority hash

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのハッシュ アルゴリズムは SHA-1（HMAC バリアント）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 2 つのハッシュ アルゴリズム オプションがあります。SHA-1 および MD5 です。MD5 は SHA-1 よ         
りもダイジェストが小さく、わずかながら高速です。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、 isakmp policy hash コマンドを使用      
する例を示します。この例では、IKE ポリシー内で MD5 ハッシュ アルゴリズムを使用し、プライ    
オリティ値を 40 に設定します。

hostname(config)# isakmp policy 40 hash    md5

関連コマンド

md5 IKE ポリシーで使用するハッシュ アルゴリズムとして MD5（HMAC バリ    
アント）を指定します。

priority Internet Key Exchange（IKE）ポリシーを一意のものとして特定し、ポリ  
シーにプライオリティを割り当てます。1 ～ 65,534 の整数を使用します。   
1 が最高、65,534 が最低のプライオリティです。

sha IKE ポリシーで使用するハッシュ アルゴリズムとして SHA-1（HMAC バ    
リアント）を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp policy lifetime
IKE セキュリティ アソシエーションが期限切れになるまでのライフタイムを指定するには、グロー  
バル コンフィギュレーション モードで  isakmp policy lifetime コマンドを使用します。ピアからラ       
イフタイムの提案がない場合は、無限のライフタイムを指定できます。セキュリティ アソシエー 
ションのライフタイムをデフォルトの 86,400 秒（1 日）にリセットするには、このコマンドの no    
形式を使用します。

isakmp policy priority lifetime   seconds

no isakmp policy priority lifetime  

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は 86,400 秒（1 日）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IKE はネゴシエーションを開始するときに、独自セッションのセキュリティ パラメータについて合  
意しようとします。さらに、各ピアのセキュリティ アソシエーションが合意したパラメータを参照 
します。ピアでは、ライフタイムが満了するまで、セキュリティ アソシエーションを保持します。 
セキュリティ アソシエーションは、期限が切れる前に、後続の IKE ネゴシエーションで再利用で   
きます。これにより、新しい IPSec セキュリティ アソシエーションを設定する時間を短縮できます。   
ピアは、現在のセキュリティ アソシエーションが期限切れになる前に、新しいセキュリティ アソ  
シエーションのネゴシエーションを行います。

ライフタイムを長くすると、FWSM は以後の IPSec セキュリティ アソシエーションをさらに短時間    
で設定します。暗号化の強度は十分であり、数分単位という非常に短い間隔で鍵を再設定しなくて

も、セキュリティを確保できます。デフォルトを受け入れることを推奨します。

priority Internet Key Exchange（IKE）ポリシーを一意のものとして特定し、ポリ  
シーにプライオリティを割り当てます。1 ～ 65,534 の整数を使用します。   
1 が最高、65,534 が最低のプライオリティです。

seconds 各セキュリティ アソシエーションが期限切れになるまでの秒数を指定し 
ます。有限ライフタイムを提案する場合は、120 ～ 2147483647（秒数）の  
整数を使用します。無限のライフタイムには 0 を使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） IKE セキュリティ アソシエーションを無限ライフタイムに設定しても、ピアが有限ライフタイムを  
設定した場合には、ネゴシエーションによってピアの有限ライフタイムが使用されます。 

次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、isakmp policy lifetime コマンドを使用     
する例を示します。この例では、IKE ポリシー内部の IKE セキュリティ アソシエーションのライ    
フタイムを 50,400 秒（14 時間）に、プライオリティ値を 40 に設定します。

例 次の例では、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、IKE ポリシー内部の IKE セキュ     
リティ アソシエーションのライフタイムを 50,400 秒（14 時間）に、プライオリティ値を 40 に設定      
します。

hostname(config)# isakmp policy 40 lifetime 50400

次の例では、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、IKE セキュリティ アソシエー    
ションを無限ライフタイムに設定します。

hostname(config)# isakmp policy 40 lifetime 0

関連コマンド clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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isakmp reload-wait
FWSM をリブートする前に、すべてのアクティブ セッションが自発的に終了するまで待機できる  
ようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで isakmp reload-wait コマンドを使用     
します。アクティブ セッションの終了を待たずに、FWSM のリブートを開始するには、このコマ  
ンドの no 形式を使用します。

isakmp reload-wait

no isakmp reload-wait

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、すべてのアクティブ セッションが終   
了するまで待機してからリブートすることを FWSM に指示する例を示します。

hostname(config)# isakmp reload-wait

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
show running-config isakmp アクティブなすべての設定を表示します。
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issuer-name
ルール エントリの文字列と比較する DN を CA の証明書から識別するには、CA 証明書マップ コン       
フィギュレーション モードで issuer-name コマンドを使用します。発行元名を削除するには、この   
コマンドの no 形式を使用します。

issuer-name [attr tag] {eq | ne | co | nc} string

no issuer-name [attr tag] {eq | ne | co | nc} string

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

attr tag 証明書の DN 文字列のうち、指定された属性値だけをルール エントリ文字列   
と比較することを指定します。tag の値は次のとおりです。

DNQ = DN 修飾子 
GENQ = 世代修飾子 
I = イニシャル 
GN = 名 
N = 名前 
SN = 姓 
IP = IP アドレス 
SER = シリアル番号 
UNAME = 構造化されていない名前 
EA = 電子メール アドレス 
T = 肩書き 
O = 組織名 
L = 地名 
SP = 州 /県 
C = 国 
OU = 組織単位 
CN = 一般名称

co DN 文字列または指定されたアトリビュートがルール エントリ文字列に含ま  
れていなければならないことを指定します。

eq DN 文字列または指定されたアトリビュートがルール文字列全体と一致する 
ように指定します。

nc DN 文字列または指定されたアトリビュートがルール エントリ文字列のサブ  
ストリングであってはならないことを指定します。

ne DN 文字列または指定されたアトリビュートがルール文字列全体と一致しな 
いよう指定します。

string ルール エントリ情報を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

CA 証明書マップ コンフィ  
ギュレーション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

例 次に、証明書マップ 4 に対して CA 証明書マップ モードを開始し、発行元名を O = central として設         
定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca certificate map 4
hostname(ca-certificate-map)# issuer-name attr o eq central
hostname(ca-certificate-map)# exit

関連コマンド

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
subject-name（crypto ca 証明書マップ） ルール エントリの文字列と比較する CA 証明書の DN    

を識別します。
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17

join-failover-group ～ kill コマンド

join-failover-group
フェールオーバー グループにコンテキストを割り当てるには、コンテキスト コンフィギュレー  
ション モードで join-failover-group コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

join-failover-group group_num

no join-failover-group group_num

シンタックスの説明

デフォルト フェールオーバー グループ 1

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバー グループ 1 には必ず、admin コンテキストを割り当てます。show context detail コ       
マンドを使用すると、フェールオーバー グループとコンテキストの関連付けを表示できます。

フェールオーバー グループにコンテキストを割り当てる前に、システム コンテキストで failover   
group コマンドを使用して、フェールオーバー グループを作成する必要があります。このコマンド  
は、コンテキストがアクティブ ステートになっている装置上で入力します。未割り当てのコンテキ 
ストはデフォルトでフェールオーバー グループ 1 のメンバーになるので、フェールオーバー グルー    
プにコンテキストを割り当てたことがない場合は、アクティブ ステートのフェールオーバー グ  
ループ 1 がある装置上でこのコマンドを入力する必要があります。

group_num フェールオーバー グループ番号を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

 •  • —  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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システムからフェールオーバー グループを削除するには、その前に no join-failover-group コマンド    
を使用して、フェールオーバー グループからすべてのコンテキストを削除する必要があります。

例 次に、フェールオーバー グループ 2 に ctx1 という名前のコンテキストを割り当てる例を示します。

hostname(config)# context ctx1
hostname(config-context)# join-failover-group 2
hostname(config-context)# exit

関連コマンド コマンド 説明

context 指定のコンテキストに対して、コンテキスト コンフィギュレーション 
モードを開始します。

failover group アクティブ / アクティブ フェールオーバーを行うフェールオーバー グ  
ループを定義します。

show context detail 名前、クラス、インターフェイス、フェールオーバー グループの関連付 
け、コンフィギュレーション ファイルの URL を含めて、コンテキスト   
の詳細情報を表示します。
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kerberos-realm
この Kerberos サーバのレルム名を指定するには、AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モー      
ドで kerberos-realm コマンドを使用します。レルム名を削除するには、このコマンドの no 形式を    
使用します。

kerberos-realm string

no kerberos-realm

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、Kerberos サーバに限定されます。

string 引数の値は、Kerberos レルム用の Windows 2000 Active Directory サーバで実行したときの、       
Microsoft Windows set USERDNSDOMAIN コマンド出力と一致させる必要があります。次の例で、    
EXAMPLE.COM は Kerberos レルム名です。

C:\>set USERDNSDOMAIN
USERDNSDOMAIN=EXAMPLE.COM

string 引数で使用するのは、数字と大文字に限定する必要があります。kerberos-realm コマンドで  
は大文字と小文字が区別され、FWSM が小文字を大文字に変換することはありません。

string 大文字と小文字の区別がある 64 文字までの英数字文字列。文字列の中にス  
ペースを含めることはできません。

（注） Kerberos レルムでは、数字と大文字だけを使用します。FWSM は string   
引数に含まれている小文字を受け付けますが、小文字が大文字に変換
されることはありません。必ず、大文字だけを使用してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

aaa サーバ ホスト コンフィ   
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このリリースで追加されました。
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例 次に、kerberos-realm コマンドを使用し、AAA サーバ ホストを設定するコンテキストで、Kerberos   
レルムを [EXAMPLE.COM] に設定する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol kerberos
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-server-host)# kerberos-realm EXAMPLE.COM
hostname(config-aaa-server-host)# exit

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにしま   
す。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションからすべての AAA コマンド ステート   
メントを削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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key
AAA サーバに対する FWSM の認証で使用するサーバ シークレット値を指定するには、AAA サー     
バ ホスト モードで key コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モー        
ドには、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードからアクセスします。鍵を削除す    
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

key key

no key

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン key 値は、127 文字までの英数字からなるキーワードで、TACACS+ サーバ上の鍵と同じ値にします。   
大文字と小文字の区別があります。127 文字を超えて入力された文字は無視されます。この鍵は、 
クライアントとサーバの間でやり取りするデータを暗号化するために使用されます。クライアント

システムとサーバ システム間で鍵を一致させる必要があります。鍵にスペースを含めることはでき 
ませんが、その他の特殊文字は使用できます。

このコマンドが有効なのは、RADIUS サーバおよび TACACS+ サーバに限定されます。

FWSM の旧バージョンで使用されていた aaa-server コマンドの key パラメータは、同等の key コマ       
ンドに自動的に変換されます。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という TACACS+ AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、         
再試行間隔を 7 秒、鍵を [myexclusivemumblekey] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 7
hostname(config-aaa-server-host)# key myexclusivemumblekey

key 最大 127 文字の英数字キーワード

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

keypair
公開鍵を認証する鍵のペアを指定するには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション   
モードで keypair コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

keypair name

no keypair 

シンタックスの説明

デフォルト 鍵ペアを含めないのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central に対して crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モー       
ドを開始し、トラストポイント central の認証を受ける鍵ペアを指定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# keypair exchange

関連コマンド

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにし   
ます。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションから AAA コマンド ステートメント   
をすべて削除します。

show running-config aaa-server AAA サーバの設定を表示します。

name 鍵ペアの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto key generate dsa DSA 鍵を生成します。
crypto key generate rsa RSA 鍵を生成します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。
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kill
Telnet セッションを終了するには、特権 EXEC モードで kill コマンドを使用します。

kill telnet_id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン kill コマンドを使用すると、Telnet セッションを終了できます。Telnet セッション ID を調べるには、     
who コマンドを使用します。Telnet セッションを終了させると、FWSM によってあらゆるアクティ   
ブ コマンドが中止され、接続がドロップされます。警告は出されません。

例 次に、IDが [2] の Telnet セッションを終了させる例を示します。最初に、who コマンドを入力して、     
アクティブな Telnet セッションのリストを表示します。次に、kill 2 コマンドを入力して、IDが [2]     
の Telnet セッションを終了させます。

hostname# who
2: From 10.10.54.0 

hostname# kill 2

関連コマンド

telnet_id  Telnet セッション ID を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

telnet FWSM への Telnet アクセスを設定します。
who アクティブな Telnet セッションのリストを表示します。
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18

ldap-base-dn ～ log-adj-changes  
コマンド

ldap-base-dn
許可要求を受信したサーバに検索を開始させる LDAP 階層の位置を指定するには、AAA サーバ ホ    
スト コンフィギュレーション モードで  ldap-base-dn コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト       
コンフィギュレーション モードには、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードか     
らアクセスします。この指定を削除して、リストの先頭から検索が開始されるようにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ldap-base-dn string

no ldap-base-dn

シンタックスの説明

デフォルト リストの先頭から検索を開始します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、LDAP サーバに限定されます。

string 許可要求を受信したサーバに検索を開始させる LDAP 階層の位置を指定  
する、最大 128 文字の文字列。大文字と小文字が区別されます。たとえば、  
OU=Cisco。文字列にスペースを含めることはできませんが、その他の特
殊文字は使用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という LDAP AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、再         
試行間隔を 7 秒、LDAP ベース DNを [starthere] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-base-dn starthere
hostname(config-aaa-server-host)# exit

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホスト    
固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

ldap-scope 許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層の範囲を指定し  
ます。

ldap-naming-attribute LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、Relative 
Distinguished Name（相対識別名）属性（複数可）を指定します。

ldap-login-dn バインド時にシステムに使用させるディレクトリ オブジェクト名を 
指定します。

ldap-login-password ログイン DN のパスワードを指定します。
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ldap-defaults
LDAP のデフォルト値を定義するには、crl configure コンフィギュレーション モードで ldap-defaults     
コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレーション モードには、crypto ca トラストポイ     
ント コンフィギュレーション モードからアクセスします。これらのデフォルト値が使用されるの  
は、LDAP サーバが要求した場合だけです。LDAP のデフォルト値を使用しないことを指定するに  
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-defaults server [port]

no ldap-defaults

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは設定されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、デフォルト ポート（389）上で LDAP のデフォルト値を定義する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# ldap-defaults ldapdomain4 8389

関連コマンド

port （任意）LDAP サーバ ポートを指定します。このパラメータを指定しなかっ  
た場合、FWSM は標準 LDAP ポート（389）を使用します。

server LDAP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を指定します。CRL ディス    
トリビューション ポイント内にすでに存在している場合は、この値が上書 
きされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。
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ldap-dn
CRL 取得のための認証を要求する LDAP サーバに X.500 識別名およびパスワードを渡すには、crl     
configure コンフィギュレーション モードで ldap-dn コマンドを使用します。crl configure コンフィ      
ギュレーション モードには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアク     
セスします。これらのパラメータが使用されるのは、LDAP サーバが要求した場合だけです。

LDAP DN を使用しないことを指定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-dn x.500-name password

no ldap-dn

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は無効です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central に X.500 名として CN=admin,OU=devtest,O=engineering、パスワード     
として xxyyzz を指定する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# ldap-dn cn=admin,ou=devtest,o=engineering xxzzyy

関連コマンド

password この識別名に対応するパスワードを定義します。最大フィールド長は 128 
文字です。

x.500-name この CRL データベースにアクセスするディレクトリ パスを定義します。   
例は cn=crl,ou=certs,o=CAName,c=US のように定義します。最大フィール 
ド長は 128 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure crl configure コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。
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ldap-login-dn
システムにバインドさせるディレクトリ オブジェクト名を指定するには、AAA サーバ ホスト モー    
ドで ldap-login-dn  コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードに       
は、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードからアクセスします。この指定を削除    
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-login-dn string

no ldap-login-dn

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、LDAP サーバに限定されます。サポートされる文字列の最大長は 128  
文字です。

Microsoft Active Directory サーバなど、一部の LDAP サーバは、FWSM が認証バインディングによっ      
てハンドシェイクを確立してからでなければ、その他の LDAP 操作要求を受け付けません。FWSM  
は Login DN フィールドをユーザ認証要求に結合することによって、認証バインディングで認証さ   
れるようにします。Login DN フィールドでは、FWSM の認証特性を記述します。これらの特性は、   
管理者の権限が与えられたユーザの特性と一致させる必要があります。

string 変数には、VPN Concentrator 認証バインディング用のディレクトリ オブジェクト名を入力し    
ます。例：cn=Administrator, cn=users, ou=people, dc=XYZ Corporation, dc=com。anonymous としてア      
クセスする場合は、このフィールドをブランクにしておきます。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という RADIUS AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、         
再試行間隔を 7 秒、LDAP ログイン DNを [myobjectname] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host))# retry 7
hostname(config-aaa-server-host))# ldap-login-dn myobjectname
hostname(config-aaa-server-host))# exit

string LDAP 階層のディレクトリ オブジェクト名を指定する、最大 128 文字の文    
字列。大文字と小文字が区別されます。文字列にスペースを含めることは

できませんが、その他の特殊文字は使用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホスト    
固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

ldap-base-dn 許可要求を受信したサーバに検索を開始させる、LDAP 階層の位置を 
指定します。

ldap-login-password ログイン DN のパスワードを指定します。このコマンドが有効なのは、  
LDAP サーバに限定されます。

ldap-naming-attribute LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、Relative 
Distinguished Name（相対識別名）属性（複数可）を指定します。

ldap-scope 許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層の範囲を指定し  
ます。
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ldap-login-password
LDAP サーバのログイン パスワードを指定するには、AAA サーバ ホスト モードで  
ldap-login-password コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードに     
は、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードからアクセスします。このパスワード    
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-login-password string

no ldap-login-password

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、LDAP サーバに限定されます。パスワードの最大長は 64 文字です。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という RADIUS AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、         
再試行間隔を 7 秒、LDAP ログイン パスワードを [obscurepassword] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol ldap
hostname(config)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server)# timeout 9
hostname(config-aaa-server)# retry 7
hostname(config-aaa-server)# ldap-login-password obscurepassword
hostname(config-aaa-server)# exit
hostname(config)# 

関連コマンド

string 最大 64 文字の英数字パスワード。大文字と小文字が区別されます。パス  
ワードにスペースを含めることはできません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホスト    
固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

ldap-base-dn 許可要求を受信したサーバに検索を開始させる、LDAP 階層の位置を指 
定します。

ldap-login-dn バインド時にシステムに使用させるディレクトリ オブジェクト名を指 
定します。

ldap-naming-attribute LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、Relative 
Distinguished Name（相対識別名）属性（複数可）を指定します。

ldap-scope 許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層の範囲を指定しま  
す。
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ldap-naming-attribute
Relative Distinguished Name（相対性識別名）属性（複数可）を指定するには、AAA サーバ ホスト    
モードで ldap-naming-attribute コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト コンフィギュレーショ     
ン モードには、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードからアクセスします。こ     
の指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-naming-attribute string

no ldap-naming-attribute

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、Relative Distinguished Name 属性（複数可）    
を入力します。共通ネーミング属性は Common Name（cn）および User ID（uid）です。

このコマンドが有効なのは、LDAP サーバに限定されます。サポートされる文字列の最大長は 128  
文字です。

例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という RADIUS AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、         
再試行間隔を 7 秒、LDAP ネーミング属性を [cn] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-naming-attribute cn
hostname(config-aaa-server-host)# exit

string LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、英数字で最大 128  
文字の Relative Distinguished Name 属性（複数可）。大文字と小文字が区別    
されます。文字列にスペースを含めることはできませんが、その他の特殊

文字は使用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

ldap-scope
許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層の範囲を指定するには、AAA サーバ ホスト コ     
ンフィギュレーション モードで  ldap-scope コマンドを使用します。AAA サーバ ホスト コンフィ       
ギュレーション モードには、AAA サーバ プロトコル コンフィギュレーション モードからアクセ     
スします。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ldap-scope scope

no ldap-scope

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は onelevel です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン scope として onelevel を指定すると、ベース DN の下位の 1 レベルだけが検索されるので、短時間で       
検索できます。subtree を指定すると、ベース DN の下位レベルがすべて検索されるので、時間がか   
かります。

このコマンドが有効なのは、LDAP サーバに限定されます。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホスト固有    
の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

ldap-base-dn 許可要求を受信したサーバに検索を開始させる、LDAP 階層の位置を指定 
します。

ldap-login-dn バインド時にシステムに使用させるディレクトリ オブジェクト名を指定 
します。

ldap-login-password ログイン DN のパスワードを指定します。このコマンドが有効なのは、  
LDAP サーバに限定されます。

ldap-scope 許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層の範囲を指定します。

scope 許可要求を受信したサーバに検索させる LDAP 階層のレベル数。有効値は  
次のとおりです。

 • onelevel ― ベース DN の 下位の 1 レベルだけを検索します。

 • subtree ― ベース DN の下位レベルをすべて検索します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という RADIUS AAA サーバを設定し、タイムアウトを 9 秒、         
再試行間隔を 7 秒、サブツリー レベルが含まれる LDAP スコープにする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-serve-host)# ldap-scope subtree
hostname(config-aaa-server-host)# exit

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホスト    
固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

ldap-base-dn 許可要求を受信したサーバに検索を開始させる、LDAP 階層の位置を 
指定します。

ldap-login-dn バインド時にシステムに使用させるディレクトリ オブジェクト名を 
指定します。

ldap-login-password ログイン DN のパスワードを指定します。このコマンドが有効なのは、  
LDAP サーバに限定されます。

ldap-naming-attribute LDAP サーバのエントリを一意のものとして特定する、Relative 
Distinguished Name（相対識別名）属性（複数可）を指定します。
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leap-bypass
LEAP バイパスをイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで    
leap-bypass enable コマンドを使用します。LEAP バイパスをディセーブルにするには、leap-bypass   
disable コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションから LEAP バイパス属性を削除するに   
は、このコマンドの no 形式を使用します。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシー   
から LEAP バイパスの値を継承できます。

LEAP バイパスがイネーブルの場合、VPN ハードウェア クライアントの背後のワイヤレス デバイ    
スから送信された LEAP パケットは、ユーザ認証の前に VPN トンネルを通過します。このように    
すると、シスコのワイヤレス アクセス ポイント デバイスを使用するワークステーションで LEAP    
認証を確立できます。その後、ユーザ認証ごとに再認証します。

leap-bypass {enable | disable}

no leap-bypass

シンタックスの説明

デフォルト LEAP バイパスはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 対話式ハードウェア クライアント認証をイネーブルにしている場合、この機能は予期した動作にな 
りません。

詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module           
Configuration Guide』を参照してください。

（注） 認証を受けていないトラフィックがトンネルを通過することには、セキュリティ リスクが伴いま 
す。

例 次に、 [FirstGroup] というグループ ポリシーに対して LEAP Bypass を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# leap-bypass enable

disable LEAP バイパスをディセーブルにします。
enable LEAP バイパスをイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー コンフィ  
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

limit-resource
マルチコンテキスト モードにおけるクラスのリソース限度を指定するには、クラス コンフィギュ  
レーション モードで  limit-resource コマンドを使用します。限度をデフォルトに戻すには、このコ    
マンドの no 形式を使用します。FWSM は、リソース クラスにコンテキストを割り当てることに    
よってリソースを管理します。各コンテキストは、クラスによって設定されたリソース限度を使用

します。

limit-resource {all {number% | 0} | [rate] resource_name number[%] | 0}

no limit-resource {all | [rate] resource_name}

シンタックスの説明

デフォルト 次の限度だけは、コンテキストで許容される最大値にデフォルトで設定されますが、それ以外のリ

ソースはすべて無制限に設定されます。

 • Telnet セッション ― 5 セッション

 • SSH セッション ― 5 セッション

 • IPSec セッション ― 5 セッション

 • MAC アドレス ― 65,535 エントリ

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド 説明

secure-unit-authentication VPN ハードウェア クライアントがトンネルを開始するたびに、  
ユーザ名とパスワードによる認証を要求します。

user-authentication VPN ハードウェア クライアントの背後のユーザに、FWSM の認証   
を受けてから接続することを要求します。

0 リソースを無制限（システム限界）に設定します。

all すべてのリソースに対し、割合または無制限として限度を設定します。

number[%] 1 以上の固定値として、またはシステム限界に対する割合として（パーセ 
ント記号 [%] と組み合わせた場合）、リソース限度を指定します。デバイ  
スをオーバーサブスクライブさせる場合は、100% を超えて割り当てるこ 
とができます。すべてのリソースに対して設定できるのは、割合または無

制限を意味する 0 だけです。
rate レートまたは絶対限度を設定できるリソースについて、レート /秒を設定

することを指定します。レート /秒を設定できるリソースについては、表
18-1 を参照してください。

resource_name 限度を設定するリソースの名前を指定します。この限度によって、all と 
して設定した限度が上書きされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

該当なし 該当なし — —  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン クラスに対してリソースを制限した場合、FWSM がそのクラスに割り当てられた各コンテキストに 
リソースの一部を取り置くことはありません。FWSM は、コンテキストに対して最大限度を設定し 
ます。リソースをオーバースクライブさせた場合、または一部のリソースを無制限にした場合は、

少数のコンテキストでこれらのリソースを使い果たしてしまい、他のコンテキストのサービスが悪

影響を受ける可能性があります。

表 18-1 に、リソース タイプおよび限度を示します。show resource types コマンドの項も参照して     
ください。

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

表 18-1 リソース名および限度 

リソース名

コンテキスト 
あたりの最小値
および最大値

システムとしての 
合計数 説明

mac-addresses 該当なし 同時に 65 K トランスペアレント ファイアウォール モードの場合、MAC ア   
ドレス テーブルで許容される MAC アドレス数

conns 該当なし 同時に 999,900

102,400/秒（レート）

1 つのホストと複数の他のホスト間を含め、任意の 2 つのホス   
ト間の TCP または UDP 接続

（注） 同時接続に関して、FWSM は接続を受け付ける 2 つの   
Network Processor（NP; ネットワーク プロセッサ）のそ   
れぞれに、限度の半分ずつを割り当てます。接続は通
常、NP 間で均等に分割されます。ただし、状況によっ 
ては、接続が均等に分割されず、一方の NP が最大接続  
限度に達しないうちに、他方の NP が最大数に達する可  
能性があります。この場合、使用できる最大接続数は
設定した限度を下回ります。NP の分配は、アルゴリズ 
ムに基づいてスイッチが制御します。ユーザ側では、ス
イッチ上でこのアルゴリズムを調整することも、また
は不均衡を考慮して接続限度を上方修正することもで
きます。

fixups 該当なし 10,000/秒（レート） アプリケーション検査

hosts 該当なし 同時に 256 K FWSM 経由で接続できるホスト
ipsec 最小 1

同時に最大 5

同時に 10 IPSec セッション

asdm 最小 1

同時に最大 5

同時に 32 ASDM 管理セッション

（注） ASDM セッションでは、HTTPS 接続を 2 つ使用します。    
モニタリング用に 1 つ（常に存在）、設定変更用に 1 つ    
（変更時に限定して存在）です。たとえば、32 の PDM  
セッションというシステム限界の場合、64 の HTTPS  
セッションが限度になります。

ssh 最小 1

同時に最大 5

同時に 100 SSH セッション
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例 次に、conns のデフォルト クラス限度を無制限ではなく、10% に設定する例を示します。

hostname(config)# class default
hostname(config-class)# limit-resource conns 10%

その他のすべてのリソースは無制限のままです。

fixups だけは 10% に設定し、それ以外のリソースはすべて 5% に設定して、gold というクラスを追      
加する場合、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# class gold
hostname(config-class)# limit-resource all 5%
hostname(config-class)# limit-resource fixups 10%

Syslog メッセージだけは 500/秒に設定し、それ以外のリソースはすべて 3% に設定して、silver と     
いうクラスを追加する場合、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# class silver
hostname(config-class)# limit-resource all 3%
hostname(config-class)# limit-resource rate syslogs 500

関連コマンド

syslogs 該当なし 30,000/秒（レート） システム メッセージ

（注） FWSM の端末またはバッファにメッセージを送信する 
場合、FWSM は 30,000 メッセージ /秒をサポートでき   
ます。Syslog サーバにメッセージを送信する場合、 
FWSM は 25,000/秒をサポートします。

telnet 最小 1

同時に最大 5

同時に 100 Telnet セッション

xlates 該当なし 同時に 256 K NAT 変換

表 18-1 リソース名および限度（続き）

リソース名

コンテキスト 
あたりの最小値
および最大値

システムとしての 
合計数 説明

コマンド 説明

class リソース クラスを作成します。
context セキュリティ コンテキストを設定します。
member リソース クラスにコンテキストを割り当てます。
show resource allocation 各クラスのリソース割り当てを表示します。

show resource types 制限を設定できるリソース タイプを表示します。
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log-adj-changes
Open Shortest Path First（OSPF）ネイバーの起動時または停止時に Syslog メッセージを送信するよ     
うにルータを設定するには、ルータ コンフィギュレーション モードで log-adj-changes コマンドを    
使用します。この機能をオフにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

log-adj-changes [detail]

no log-adj-changes [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン  log-adj-changes コマンドはデフォルトでイネーブルです。このコマンドの no 形式を使用して削除    
しないかぎり、実行コンフィギュレーションに含まれます。

例 次に、OSPF ネイバーの起動時または停止時に、Syslog メッセージが送信されないようにする例を  
示します。

hostname(config)# router ospf 5
hostname(config-router)# no log-adj-changes

関連コマンド

detail （任意）ネイバーが起動または停止したときでなく、状態が変化するたび

に、Syslog メッセージを送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示します。
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19

logging asdm ～ logout コマンド

logging asdm
ASDM にシステム ログ メッセージを送信するには、グローバル コンフィギュレーション モードで     
logging asdm  コマンドを使用します。ASDM へのロギングをディセーブルにするには、このコマン    
ドの no 形式を使用します。

logging asdm [message_list | level]

no logging asdm [message_list | level]

シンタックスの説明

デフォルト ASDM ロギングは、デフォルトでディセーブルです。

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list ASDM に送信するメッセージを特定したリストの名前を指定します。リスト 
の作成方法については、logging list コマンドの項を参照してください。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ASDM にメッセージを送信するには、事前に logging enable コマンドを使用して、システム ロギン     
グをイネーブルにする必要があります。

ASDM のログ バッファが満杯の場合、FWSM はメッセージを古いものから削除して、新しいメッ   
セージのためのバッファ スペースを確保します。ASDM のログ バッファで維持するシステム ログ    
メッセージの数を制御するには、logging asdm-buffer-size コマンドを使用します。

ASDM ログ バッファは、logging buffered コマンドでイネーブルにする内部ログ バッファとは異な     
ります。メッセージの宛先が ASDM になっている場合、FWSM がメッセージを格納するのは、ASDM   
ログ バッファだけです。

例 次に、ロギングをイネーブルにして、重大度 0、1、および 2 のメッセージを ASDM ログ バッファ      
に送信する例を示します。さらに、ASDM ログ バッファ サイズを 200 メッセージに設定する例を     
示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging asdm 2
hostname(config)# logging asdm-buffer-size 200
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: disabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: disabled
    History logging: disabled
    Device ID: disabled
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: level critical, 48 messages logged

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear logging asdm 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、
ASDM ログ バッファを消去します。

logging asdm-buffer-size ASDM ログ バッファで維持する ASDM メッセージの数を指定し    
ます。
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logging asdm-buffer-size
ASDM のログ バッファで維持するシステム ログ メッセージの数を指定するには、グローバル コン     
フィギュレーション モードで logging asdm-buffer-size コマンドを使用します。ASDM ログ バッファ      
サイズをデフォルトの 100 メッセージにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging asdm-buffer-size num_of_msgs

no logging asdm-buffer-size num_of_msgs

シンタックスの説明

デフォルト ASDM システム ログ バッファのデフォルト サイズは 100 メッセージです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ASDM のログ バッファが満杯の場合、FWSM はメッセージを古いものから削除して、新しいメッ   
セージのためのバッファ スペースを確保します。ASDM ログ バッファへのロギングをイネーブル   
にするかどうかを制御する、または ASDM ログ バッファで維持するシステム ログ メッセージの種     
類を制御するには、logging asdm コマンドを使用します。

ASDM ログ バッファは、logging buffered コマンドでイネーブルにする内部ログ バッファとは異な     
ります。メッセージの宛先が ASDM になっている場合、FWSM がメッセージを格納するのは、ASDM   
ログ バッファだけです。

num_of_msgs FWSM が ASDM ログ バッファで維持するシステム ログ メッセージの数      
を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ロギングをイネーブルにして、重大度 0、1、および 2 のメッセージを ASDM ログ バッファ      
に送信する例を示します。さらに、ASDM ログ バッファ サイズを 200 メッセージに設定する例を     
示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging asdm 2
hostname(config)# logging asdm-buffer-size 200
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: disabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: disabled
    History logging: disabled
    Device ID: disabled
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: level critical, 48 messages logged

関連コマンド コマンド 説明

clear logging asdm 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、  
ASDM ログ バッファを消去します。

logging asdm ASDM ログ バッファへのロギングをイネーブルにします。
logging enable 指定されたすべての出力先へのロギングをイネーブルにしま

す。

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 
す。

show running-config logging 現在実行中のロギング設定を表示します。
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logging buffered
FWSM がログ バッファにシステム ログ メッセージを保管できるようにするには、グローバル コン     
フィギュレーション モードで logging buffered コマンドを使用します。ログ バッファへのロギング     
をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging buffered [message_list | level]

no logging buffered [message_list | level]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • 内部ログ バッファへのロギングはディセーブルです。

 • ログ バッファ サイズは 4 KB です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list 内部ログ バッファに送信するメッセージを特定したリストを指定します。 
メッセージ リストの作成方法については、logging list コマンドの項を参照し   
てください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン FWSM にシステム ログ メッセージを生成させるには、事前に logging enable コマンドを使用して、      
ロギングをイネーブルにする必要があります。出力先として内部ログ バッファを指定するには、 
logging buffered コマンドを使用します。

FWSM はログ バッファの末尾に新しいメッセージを追加します。ログ バッファが満杯になると、   
バッファの先頭メッセージに「折り返し」ます。他の設定がない場合、FWSM は新しいメッセージ 
が生成された時点で、古いメッセージから順に上書きします。

バッファが折り返すたびに、ログ バッファの内容が自動的に保管されるように FWSM を設定でき   
ます。詳細については、logging flash-bufferwrap コマンドおよび logging ftp-bufferwrap コマンドの     
項を参照してください。

さらに、バッファの内容はいつでも内蔵フラッシュ メモリに保存できます。詳細については、logging 
savelog コマンドの項を参照してください。

show logging コマンドを使用すると、内部バッファのシステム ログ メッセージを表示できます。

例 次に、レベル 0 および 1 のイベントについて、バッファにロギングされるように設定する例を示し    
ます。

hostname(config)# logging buffered alerts
hostname(config)#

次に、最大ロギング レベルが 7 の notif-list というリストを作成し、notif-list メッセージ リストで指       
定されたシステム ログ メッセージのバッファ ロギングを設定する例を示します。

hostname(config)# logging list notif-list level 7
hostname(config)# logging buffered notif-list
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、ログ  
バッファを消去します。

logging buffer-size ログ バッファ サイズを指定します。
logging flash-bufferwrap ログ バッファが折り返すときに、内蔵フラッシュ メモリにログ  

バッファを書き込みます。

logging ftp-bufferwrap ログ バッファが折り返すときに、FTP サーバにログ バッファを送   
信します。

logging list メッセージ選択条件を指定した再利用可能なリストを作成します。

logging savelog 内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を保管します。
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logging buffer-size
システム ログ バッファのサイズを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
logging buffer-size コマンドを使用します。システム ログ バッファ サイズをデフォルトの 4 KB メ        
モリにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging buffer-size bytes 

no logging buffer-size bytes

シンタックスの説明

デフォルト ログ バッファ サイズは 4 KB メモリです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM がデフォルト以外のログ バッファ サイズを使用しているかどうかを調べるには、show   
running-config logging コマンドを使用します。logging buffer size が表示されない場合、FWSM は 4       
KB のログ バッファ サイズを使用しています。

FWSM がシステム ログ バッファをどのように使用するかの詳細については、logging buffered コマ     
ンドの項を参照してください。

例 次に、システム ロギングをイネーブルに設定し、ログの出力先としてシステム ログ バッファを使   
用できるようにして、FWSM がログ バッファに 16 KB のメモリを使用することを指定する例を示     
します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# logging buffer-size 16384
hostname(config)# 

bytes ログ バッファに使用するメモリ容量をバイト数で設定します。たとえば、 
8192 を指定した場合、FWSM は 8 KB のメモリをログ バッファに使用し      
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、ログ  
バッファを消去します。

logging buffered システム ログ バッファへのロギングをイネーブルにします。
logging flash-bufferwrap ログ バッファが折り返すときに、内蔵フラッシュ メモリにシステム  

ログ バッファの内容を書き込みます。
logging savelog 内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を保管します。
show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロギ 

ング オプションを表示します。
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logging class
メッセージ クラス全体の出力先を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
logging class コマンドを使用します。メッセージ クラスの出力先を削除するには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

logging class message_class output_destination [severity_level] 

no logging class class

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM はロギング先およびメッセージ クラス単位ではロギング レベルを適用し   
ません。ロギング先をイネーブルに設定したときに指定したロギング リストまたはレベルに基づい 
て決定されたロギング レベルで、イネーブルの各ロギング先が全クラスのメッセージを受け取りま 
す。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

class 特定の出力先に送信するメッセージ クラスを指定します。

class の有効値については、後述の「使用上のガイドライン」を参照してくだ 
さい。

destination class に対応するログの出力先を指定します。output_destination の有効値につ  
いては、後述の「使用上のガイドライン」を参照してください。

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン class の有効値は、次のとおりです。

 • auth ― ユーザ認証

 • bridge ― トランスペアレント ファイアウォール

 • ca ― PKI 認証局

 • config ― コマンド インターフェイス

 • email ― 電子メール プロキシ

 • ha ― フェールオーバー

 • ids ― 侵入検知システム

 • ip ― IP スタック

 • np ― ネットワーク プロセッサ

 • ospf ― OSPF ルーティング

 • rip ― RIP ルーティング

 • session ― ユーザ セッション

 • snmp ― SNMP

 • sys ― システム

 • vpn ― IKE および IPSec

 • vpnc ― VPN クライアント

 • vpnfo ― VPNフェールオーバー

 • vpnlb ― VPN ロードバランシング

有効なロギング先は、次のとおりです。

 • asdm ― このロギング先については、logging asdm コマンドの項を参照してください。

 • buffered ― このロギング先については、logging buffered コマンドの項を参照してください。

 • console ― このロギング先については、logging console コマンドの項を参照してください。

 • history ― このロギング先については、logging history コマンドの項を参照してください。

 • mail ― このロギング先については、logging mail コマンドの項を参照してください。

 • monitor ― このロギング先については、logging monitor コマンドの項を参照してください。

 • trap ― このロギング先については、logging trap コマンドの項を参照してください。

例 次に、フェールオーバー関連メッセージについて、ASDM ログ バッファの最大ロギング レベルが   
2、システム ログ バッファの最大ロギング レベルが 7 であることを指定する例を示します。

hostname(config)# logging class ha asdm 2 buffered 7
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging enable ロギングをイネーブルにします。

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 
す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging console
FWSM がコンソール セッションでシステム ログ メッセージを表示できるようにするには、グロー    
バル コンフィギュレーション モードで logging console コマンドを使用します。コンソール セッショ      
ンでシステム ログ メッセージを表示できないようにするには、このコマンドの no 形式を使用しま    
す。

logging console [message_list | level]

no logging console

（注） バッファ オーバーフローが原因で多数のシステム ログ メッセージがドロップされる可能性がある   
ので、このコマンドは使用しないことを推奨します。詳細については、後述の「使用上のガイドラ

イン」を参照してください。

シンタックスの説明

デフォルト FWSM はデフォルトでは、コンソール セッションでシステム ログ メッセージを表示しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list コンソール セッションに送信するメッセージを特定したリストを指定しま 
す。リストの作成方法については、logging list コマンドの項を参照してくだ  
さい。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。
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使用上のガイドライン コンソールにメッセージを送信するには、事前に logging enable コマンドを使用して、システム ロ    
ギングをイネーブルにする必要があります。

注意 logging console コマンドを使用すると、システム パフォーマンスが大幅に低下します。代わりに   
logging buffered コマンドを使用し、出力先として内部ログ バッファを指定し、show logging コマ     
ンドでメッセージを表示してください。clear logging buffer コマンドを使用してバッファを消去す   
ると、最新のメッセージが早く表示されます。

例 次に、レベル 0、1、2、および 3 のシステム ログ メッセージをコンソール セッションで表示でき      
るようにする例を示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging console errors
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging enable 指定されたすべての出力先へのロギングをイネーブルにしま

す。

logging list メッセージ選択条件を指定した再利用可能なリストを作成しま

す。

show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロ 
ギング オプションを表示します。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging debug-trace
重大度 7 で発行される システム ログ メッセージ 711011 などのデバッグ メッセージをログに転送        
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging debug-trace コマンドを使用しま     
す。ログへのデバッグ メッセージ送信を中止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging debug-trace

no logging debug-trace

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト FWSM はデフォルトで、システム ログ メッセージにデバッグ出力を含めません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバッグ メッセージは、重大度 7 のメッセージとして生成されます。ログには、システム ログ メッ     
セージ番号 711011 で示されます。

例 次に、ロギングをイネーブルに設定し、ログ バッファにログ メッセージを送信し、ログにデバッ  
グ出力を転送し、ディスク動作のデバッグをオンにする例を示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# logging debug-trace
hostname(config)# debug disk filesystem

ログに示されるデバッグ メッセージの例は、次のとおりです。

%FWSM-7-711001: IFS: Read: fd 3, bytes 4096

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging enable すべての出力先へのロギングをイネーブルにします。

show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロ 
ギング オプションを表示します。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging deny-conn-queue-full
ロギング キューがフルのときに FWSM を介した新規の中継接続の作成を禁止するには、グローバ   
ル コンフィギュレーション モードで logging deny-conn-queue-full コマンドを使用します。ロギン     
グ キューがフルのときに FWSM を介した新規の中継接続の作成を許可するには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

logging deny-conn-queue-full

no logging deny-conn-queue-full 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラフィックが大量に発生してロギング キューが満杯になると、FWSM がメッセージを廃棄する  
可能性があります。メッセージの破棄を回避するには、FWSM を介した新規の中継接続の作成を禁 
止します。

例 次に、logging deny-conn-queue-full および show logging queue コマンドの出力を表示する例を示し      
ます。

hostname(config)# logging deny-conn-queue-full 
hostname(config)# show logging queue

Logging Queue length limit: Unlimited
1 msg(s) discarded due to queue overflow
Current 5 msgs on queue, 3513 msgs most on queue

deny-conn-queue-full このオプションを指定すると、ロギング キューがフルのときに FWSM を   
介した新規の中継接続の作成が拒否されます。

（注） ロギング キューのサイズをゼロに設定した場合、そのキューのサ 
イズは設定可能な最大値（8192 メッセージ）になります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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この例では、logging deny-conn-queue-full コマンドによって、ロギング キューがフルのときに   
FWSM を介した新規の中継接続の作成を禁止しています。キュー内のシステム ログ メッセージは、   
電子メールの受信側にシステム ログ メッセージを送信する、内蔵フラッシュ メモリにバッファ   
オーバーフローを保管するなど、現在のロギング設定で指定された方法に従って FWSM が処理し  
ます。ロギング キュー内のメッセージが破棄されることはありません。

次に、show logging queue コマンドの出力例を示します。

 • Five messages are queued.（5 つのメッセージがキューに入りました。）
 • The largest number of messages in the queue at one time since the FWSM was last booted was 3513.                 
（FWSM の前回のブート以降、キュー内のメッセージは最大で 3513 に達しました。）

 • One message was discarded.（1 つのメッセージが破棄されました。）

キュー長は無制限として設定されていますが、キューにメッセージを追加するためのブロック メモ 
リがなかったので、メッセージが 1 つ廃棄されました。

関連コマンド コマンド 説明

logging queue FWSM が、処理前のシステム ログ キュー内に保持できるシステム ロ    
グ メッセージ数を指定します。

show logging queue ロギング キューに現在格納されているシステム ログ メッセージを表   
示します。
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logging device-id
非 EMBLEM 形式のシステム ログ メッセージにデバイス ID が含まれるように FWSM を設定するに        
は、グローバル コンフィギュレーション モードで logging device-id コマンドを使用します。メッ     
セージにデバイス ID が含まれないようにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging device-id {context-name | hostname | ipaddress interface_name | string text}

no logging device-id {context-name | hostname | ipaddress interface_name | string text}

シンタックスの説明

デフォルト システム ログ メッセージで使用されるデフォルトのデバイス ID はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipaddress キーワードを使用した場合、メッセージの送信元インターフェイスに関係なく、デバイ 
ス ID は指定された FWSM インターフェイスの IP アドレスになります。このキーワードを指定す      
ると、デバイスから送信されるすべてのメッセージに一貫したデバイス ID が 1 つ設定されます。

context-name デバイス ID として現在のコンテキストの名前を使用します。
hostname デバイス ID として FWSM のホスト名を使用します。
ipaddress 
interface_name

デバイス ID として interface_name で指定されたインターフェイスの IP ア      
ドレスを使用します。ipaddress キーワードを使用した場合、FWSM が外  
部サーバへのログ データ送信に使用するインターフェイスとは関係なく、 
指定されたインターフェイスの IP アドレスが外部サーバへ送信されるシ  
ステム ログ メッセージに含まれます。

string text デバイス ID として text に含まれる文字を使用します。text は最大 16 文字      
を使用できます。text に空白および次の文字を使用することはできません。

 • & ― アンパサンド

 • ' ― 単一引用符

 • " ― 二重引用符

 • < ― より小

 • > ― より大

 • ? ― 疑問符

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、secappl-1 というデバイス ID を指定する例および show logging コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# logging device-id secappl1
hostname(config)# show logging
Syslog logging: disabled
Facility: 20
Timestamp logging: disabled
Standby logging: disabled
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: level informational, 991 messages logged
Trap logging: disabled
History logging: disabled
Device ID: hostname "secappl-1"

システム ログ メッセージでは次のように、メッセージの先頭にホスト名 secappl-1 が表示されます。

secappl-1 %FWSM-5-111008: User 'enable_15' executed the 'logging buffer-size 4096' 
command.

関連コマンド コマンド 説明

logging enable 指定されたすべての出力先へのロギングをイネーブルにしま

す。

show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロ 
ギング オプションを表示します。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging emblem
システム ログ サーバ以外の出力先に送信するシステム ログ メッセージに EMBLEM 形式を使用す      
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging emblem コマンドを使用します。     
EMBLEM 形式を使用不可にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging emblem

no logging emblem

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト FWSM はデフォルトで、システム ログ メッセージに EMBLEM 形式を使用しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging emblem コマンドを使用すると、システム ログ サーバ以外の出力先に送信されるすべての    
メッセージに EMBLEM 形式を使用するように FWSM を設定できます。具体的には、1 つ以上の電     
子メール アドレス、内部ログ バッファ、ASDM、Telnet セッション、および SNMP 管理ステーショ     
ンに送信されるメッセージで EMBLEM 形式を使用します。さらに logging timestamp キーワードを    
イネーブルにした場合は、メッセージにタイムスタンプも組み込まれます。

システム ログ サーバに対する EMBLEM 形式ロギングをイネーブルにするには、logging host コマ      
ンドで format emblem オプションを使用します。

例 次に、ロギングをイネーブルに設定し、システム ログ サーバを除くすべてのロギング先に対する  
ロギングに EMBLEM 形式を使用できるようにする例を示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging emblem
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging enable ロギングをイネーブルにします。

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 
す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging enable
設定されているすべての出力先についてロギングをイネーブルにするには、グローバル コンフィ 
ギュレーション モードで logging enable コマンドを使用します。設定されたすべての出力先へのロ    
ギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging enable

no logging enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ロギングは、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging enable コマンドを使用すると、設定されたすべてのログ出力先へのシステム ログ メッセー    
ジ送信をイネーブルまたはディセーブルにできます。すべてのロギングを停止するには、no logging 
enable コマンドを使用します。

ログ出力の送信先は、次のコマンドで指定します。

 • logging asdm

 • logging buffered

 • logging console

 • logging history

 • logging mail

 • logging monitor

 • logging trap

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ロギングをイネーブルにする例を示します。show logging コマンドの出力例では、使用可能  
なログの出力先が個別にイネーブルとして設定されています。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: disabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: disabled
    History logging: disabled
    Device ID: disabled
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: disabled

関連コマンド コマンド 説明

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 
す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging facility
システム メッセージ サーバに送信されるメッセージ用のロギング ファシリティを指定するには、   
グローバル コンフィギュレーション モードで logging facility コマンドを使用します。ロギング ファ      
シリティをデフォルトの 20 にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging facility  facility

no logging facility 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのファシリティは 20（LOCAL4）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム ログ サーバは、メッセージのファシリティ番号に基づいてメッセージをファイリングし  
ます。16（LOCAL0）～ 23（LOCAL7）の 8 つのファシリティを使用できます。

例 次に、ロギング ファシリティを 16 に設定する例を示します。show logging コマンドの出力には、     
FWSM がシステム ログ メッセージで使用するファシリティが含まれています。

hostname(config)# logging facility 16
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
    Facility: 16
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: disabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: level errors, facility 16, 3607 messages logged
        Logging to infrastructure 10.1.2.3
    History logging: disabled
    Device ID: 'inside' interface IP address "10.1.1.1"
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: disabled

facility システム ログ ファシリティを指定します。有効値は 16 ～ 23 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

logging flash-bufferwrap
バッファが折り返すたびに、内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容が書き込まれるように  
FWSM を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging flash-bufferwrap コ      
マンドを使用します。内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容が書き込まれないようにする  
には、このコマンドの no 形式を使用します。

logging flash-bufferwrap

no logging flash-bufferwrap

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • ログ バッファは出力先として指定されません。

 • 内蔵フラッシュ メモリへのログ バッファ内容の書き込みはできません。

 • ログ バッファ サイズは 4 KB です。

 • 内蔵フラッシュ メモリの最小空きスペースは 3 MB です。

 • バッファ ロギングへの内蔵フラッシュ メモリの割り当ては最大 1MB です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン バッファの折り返し時に、FWSM が内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を書き込むよう   
にするには、事前にログ バッファを出力先として設定する必要があります。出力先としてログ バッ  
ファが設定されていなかった場合、ログ バッファは空のままです。出力先としてログ バッファを  
設定するには、logging buffered コマンドを使用します。

コマンド 説明

logging host Syslog サーバを定義します。
logging trap Syslog サーバへのロギングをイネーブルにします。
show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 

す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド
logging flash-bufferwrap 

19-23
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

FWSM は内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を書き込んでいる間も、新しいイベント   
メッセージをログ バッファに格納し続けます。

FWSM は次のように、デフォルトのタイムスタンプ形式を使用した名前でログ ファイルを作成し  
ます。

LOG-YYYY-MM-DD-HHMMSS.TXT

YYYY は年、MM は月、DD は日、HHMMSS は時、分、および秒です。

内蔵フラッシュ メモリのアベイラビリティによって、FWSM が logging flash-bufferwrap コマンド     
でログを保管する動作が影響を受けます。詳細については、logging flash-maximum-allocation コマ  
ンドおよび logging flash-minimum-free コマンドの項を参照してください。

例 次に、システム ロギングをイネーブルに設定し、出力先としてログ バッファを指定して、バッファ  
の折り返し時に FWSM が内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を書き込めるようにする例    
を示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# logging flash-bufferwrap
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、  
ログ バッファを消去します。

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファにイベン  
ト メッセージを書き込めるようにします。

logging buffer-size ログ バッファ サイズを指定します。
logging flash-maximum-allocation ログに使用できる内蔵フラッシュ メモリの最大容量を指定 

します。

logging flash-minimum-free FWSM が内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を書   
き込むために、最小限確保しなければならない内蔵フラッ

シュ メモリの容量を指定します。
show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示し 

ます。
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logging flash-maximum-allocation
FWSM がログ データの格納に使用する内蔵フラッシュ メモリの最大容量を指定するには、グロー   
バル コンフィギュレーション モードで logging flash-maximum-allocation コマンドを使用します。こ     
のコマンドによって、logging savelog コマンドおよび logging flash-bufferwrap コマンドで使用でき     
る内蔵フラッシュ メモリの容量が決まります。この用途で使用する内蔵フラッシュ メモリの最大  
容量をデフォルトの 1 MB にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging flash-maximum-allocation kbytes

no logging flash-maximum-allocation kbytes

シンタックスの説明

デフォルト ログ データへの内蔵フラッシュ メモリの割り当ては、デフォルトで最大 1MB です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging savelog コマンドまたは logging flash-bufferwrap コマンドで保管するログ ファイルに、      
logging flash-maximum-allocation コマンドによって指定した最大量より多くの内蔵フラッシュ メ   
モリが必要な場合、FWSM は古いログ ファイルから削除していき、新しいログファイルを保管で  
きるだけのメモリを解放します。削除するファイルがない場合、または古いファイルをすべて削除

しても、新しいログ ファイル用の空きメモリが不足する場合、FWSM は新しいログ ファイルを保   
管できません。

内蔵フラッシュ メモリ割り当てに関して、FWSM にデフォルト以外の最大容量が設定されている  
かどうかを調べるには、show running-config logging コマンドを使用します。 
logging flash-maximum-allocation コマンドが表示されない場合、FWSM は最大 1 MB をログ バッ       
ファ データに使用しています。割り当てられたメモリは、logging savelog コマンドと logging    
flash-bufferwrap コマンドの両方に使用されます。

FWSM がログ バッファをどのように使用するかの詳細については、logging buffered コマンドの項    
を参照してください。

kbytes FWSM がログ バッファ データの保管に使用できる内蔵フラッシュ メモリ    
の最大容量（KB）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ロギングをイネーブルに設定して、出力先としてログ バッファを指定し、ログ データに使  
用できる内蔵フラッシュ メモリの最大容量を約 1.2 MB に設定して、FWSM がログ バッファの内容      
を内蔵フラッシュ メモリに書き込めるようにする例を示します。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# logging flash-bufferwrap
hostname(config)# logging flash-maximum-allocation 1200
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファに発生した  
イベント メッセージを書き込めるようにします。

logging flash-bufferwrap ログ バッファの折り返し時に、内蔵フラッシュ メモリにログ  
バッファの内容を書き込めるようにします。

logging flash-minimum-free FWSM が内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を書き   
込むために、最小限確保しなければならない内蔵フラッシュ メ 
モリの容量を指定します。

logging savelog コマンドラインからコマンドが入力されるたびに、ログ バッ 
ファの内容を内蔵フラッシュ メモリに保管します。
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logging flash-minimum-free
FWSM が新しいログ ファイルを保管する場合に、確保しておかなければならない内蔵フラッシュ  
メモリの最小空き容量を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging   
flash-minimum-free コマンドを使用します。このコマンドによって、FWSM が logging savelog コマ     
ンドおよび logging flash-bufferwrap コマンドで作成されたログ ファイルを保管するときに、事前    
に確保しておかなければならない内蔵フラッシュ メモリの空き容量が決まります。最小限必要な内 
蔵フラッシュ メモリの空き容量をデフォルトの 3 MB にリセットするには、このコマンドの no 形      
式を使用します。

logging flash-minimum-free kbytes

no logging flash-minimum-free kbytes

シンタックスの説明

デフォルト 内蔵フラッシュ メモリの最小空き容量は、デフォルトで 3 MB です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging flash-minimum-free コマンドで、logging savelog コマンドおよび logging flash-bufferwrap コ       
マンドが常に確保しなければならない、内蔵フラッシュ メモリの容量を指定します。

logging savelog コマンドまたは logging flash-bufferwrap コマンドで保管するログ ファイルによっ      
て、内蔵フラッシュ メモリの空き容量が logging flash-minimum-free コマンドで指定された限度を    
下回る場合、FWSM は古いログ ファイルから削除していき、新しいログ ファイルの保管後も最小   
限の空きメモリが確保されるようにします。削除するファイルがない場合、または古いファイルを

すべて削除しても、空きメモリがやはり限度を下回る場合、FWSM は新しいログ ファイルを保管  
できません。

例 次に、内蔵フラッシュ メモリの最小空き容量を 4000 KB にしなければならないことを指定する例    
を示します。

hostname(config)# logging flash-minimum-free 4000
hostname(config)# 

kbytes FWSM が新しいログ ファイルを保管するときに、確保しておかなければ  
ならない内蔵フラッシュ メモリの最小容量（KB）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

logging from-address
FWSM が電子メールで送信するシステム ログ メッセージについて、送信元の電子メール アドレス    
を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging from-address コマンドを使     
用します。この電子メール アドレスは、電子メールで送信されるあらゆるシステム ログ メッセー   
ジの From: 行に表示されます。送信元電子メール アドレスを削除するには、このコマンドの no 形     
式を使用します。

logging from-address from-email-address 

no logging from-address from-email-address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム ログ メッセージを電子メールで送信できるようにするには、logging mail コマンドを使用    
します。

このコマンドで指定するアドレスは、既存の電子メール アカウントと対応させる必要はありませ 
ん。

コマンド 説明

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファに発生し  
たイベント メッセージを書き込めるようにします。

logging flash-bufferwrap ログ バッファが折り返すときに、内蔵フラッシュ メモリにロ  
グ バッファを書き込みます。

logging flash-maximum-allocation ログ データに使用できる内蔵フラッシュ メモリの最大容量  
を指定します。

logging savelog コマンドラインからコマンドが入力されるたびに、ログ バッ 
ファの内容を内蔵フラッシュ メモリに保管します。

from-email-address 送信元電子メール アドレス。各システム ログ メッセージの From: 行に表     
示される電子メール アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、限定された数のシステム ログ メッセージが電子メールで送信されるように、FWSM を設定   
する例を示します。例のコマンドは、次の条件に基づいています。

 • クリティカル、アラート、または緊急メッセージを送信します。

 • メッセージの送信元アドレスとして ciscosecurityappliance@example.com を使用してメッセージ  
を送信します。

 • admin@example.com にメッセージを送信します。

 • メッセージは SMTP プライマリ サーバ pri-smtp-host およびセカンダリ サーバ sec-smtp-host を        
使用して送信します。

FWSM が例の条件に基づいて、システム メッセージを電子メールで送信できるようにするには、次  
のコマンドを入力します。

hostname(config)# logging mail critical
hostname(config)# logging from-address ciscosecurityappliance@example.com
hostname(config)# logging recipient-address admin@example.com
hostname(config)# smtp-server pri-smtp-host sec-smtp-host

関連コマンド コマンド 説明

logging mail FWSM が電子メールでシステム ログ メッセージを送信できる   
ようにして、電子メールで送信するメッセージを指定します。

logging recipient-address 電子メールで送信するシステム ログ メッセージの送信先とな  
る電子メール アドレスを指定します。

smtp-server SMTP サーバを設定します。
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logging ftp-bufferwrap
バッファが折り返すたびに、FWSM が FTP サーバにログ バッファの内容を書き込めるようにする    
には、グローバル コンフィギュレーション モードで logging ftp-bufferwrap コマンドを使用します。     
FTP サーバにログ バッファの内容が書き込まれないようにするには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

logging ftp-bufferwrap

no logging ftp-bufferwrap

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • バッファへのロギングはディセーブルです。

 • FTP サーバへのログ バッファの送信はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging ftp-bufferwrap をイネーブルにすると、FWSM はログ バッファが折り返すたびに、FTP サー     
バにログ バッファ データを送信します。ログ バッファ データの送信先 FTP サーバは、logging      
ftp-server コマンドで指定します。

バッファの折り返し時に、FWSM から FTP サーバにログ バッファの内容を送信させるには、事前    
にログ バッファを出力先として設定する必要があります。出力先としてログ バッファが設定され  
ていなかった場合、ログ バッファは空のままです。出力先としてログ バッファを設定するには、  
logging buffered コマンドを使用します。

FWSM は FTP サーバにログ データを送信している間も、ログ バッファに新しいメッセージを保管     
し続けます。

FWSM は次のように、デフォルトのタイムスタンプ形式を使用した名前でログ ファイルを作成し  
ます。

LOG-YYYY-MM-DD-HHMMSS.TXT

YYYY は年、MM は月、DD は日、HHMMSS は時、分、および秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド          
logging ftp-bufferwrap

19-30
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

例 次に、ログ バッファをイネーブルにして、FTP サーバを指定し、バッファが折り返すたびに FWSM   
から FTP サーバにログ バッファの内容を書き込めるようにする例を示します。この例では、ホス   
ト名が logserver-352 という FTP サーバを指定します。このサーバには、ユーザ名 logsupervisor、パ     
スワード 1luvMy10gs を使用してアクセスできます。ログ ファイルは、/syslogs ディレクトリに格納    
されます。

hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# logging ftp-server logserver-352 /syslogs logsupervisor 1luvMy10gs
hostname(config)# logging ftp-bufferwrap
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、ログ バッ   
ファを消去します。

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファに発生したイベン  
ト メッセージを書き込めるようにします。

logging buffer-size ログ バッファ サイズを指定します。
logging ftp-server logging ftp-bufferwrap コマンドで使用する FTP サーバのパラメータを    

指定します。
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logging ftp-server
logging ftp-bufferwrap がイネーブルのときに、FWSM がログ バッファ データを送信する FTP サー       
バの詳細を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging ftp-server コマン     
ドを使用します。FTP サーバに関するすべての詳細を削除するには、このコマンドの no 形式を使   
用します。

logging ftp-server ftp-server ftp_server path username password

no logging ftp-server ftp-server ftp_server path username password

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは FTP サーバを指定しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定できる FTP サーバは 1 つだけです。ロギング用 FTP サーバがすでに指定されているときに     
logging ftp-server コマンドを使用すると、新しく入力した内容で FTP サーバの設定が上書きされま    
す。

FWSM は、指定された FTP サーバ情報を確認しません。設定した詳細に誤りがあった場合、FWSM   
は FTP サーバにログ バッファ データを送信できません。

ftp-server 外部 FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名

（注） ホスト名を指定する場合は、ネットワーク上で DNS が正しく動作  
していることを確認してください。

password 指定したユーザ名に対応するパスワード

path ログ バッファ データの保管先となる FTP サーバ上のディレクトリ パスこ     
のパスは、FTP ルート ディレクトリに対して相対的です。例を示します。

/security_appliances/syslogs/appliance107

username FTP サーバにログインできる有効なユーザ名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、FTP サーバを指定し、FWSM が FTP サーバにログ バッファの内容を書き込めるようにする     
例を示します。この例では、ホスト名が logserver-352 という FTP サーバを指定します。このサーバ    
には、ユーザ名 logsupervisor、パスワード 1luvMy10gs を使用してアクセスできます。ログ ファイ    
ルは、/syslogs ディレクトリに格納されます。

hostname(config)# logging ftp-server logserver-352 /syslogs logsupervisor 1luvMy10gs
hostname(config)# logging ftp-bufferwrap
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、ロ  
グ バッファを消去します。

logging buffered 出力先としてログ バッファを指定し、ログ バッファに発生した  
イベント メッセージを書き込めるようにします。

logging buffer-size ログ バッファ サイズを指定します。
logging ftp-bufferwrap ログ バッファが折り返すときに、指定の FTP サーバにログ バッ    

ファの内容を送信します。

show running-config logging 現在実行中のロギング設定を表示します。
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logging history
SNMP ロギングをイネーブルにして、SNMP サーバに送信するメッセージを指定するには、グロー  
バル コンフィギュレーション モードで logging history  コマンドを使用します。SNMP ロギングを       
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging history [message_list | level]

no logging history

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM は SNMP サーバにロギングしません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging history コマンドを使用すると、SNMP サーバへのロギングをイネーブルにして、SNMP メッ    
セージ レベルまたはイベント リストを設定できます。SNMP に関して FWSM を設定することも必     
要です。

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list SNMP サーバに送信するメッセージを特定したリストを指定します。リスト 
の作成方法については、logging list コマンドの項を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存のコマンドです。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド          
logging history

19-34
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

例 次に、SNMP ロギングをイネーブルに設定し、レベル 0、1、2、および 3 のメッセージを SNMP サー      
バに送信することを指定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server host infrastructure 10.2.3.7 trap community gam327
hostname(config)# snmp-server enable traps syslog
hostname(config)# logging history errors
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

snmp-server SNMP サーバの詳細を指定します。
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logging host
ログの出力先として Syslog サーバを定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
logging host コマンドを使用します。Syslog サーバ定義を削除するには、このコマンドの no 形式を     
使用します。

logging host interface_name server_ip [tcp/port | udp/port] [format emblem] [permit-hostdown]

no logging host interface_name server_ip

（注） インターフェイスを指定するオプションは、バージョン 3.1 では使用できません。

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は、次のとおりです。

 • デフォルトのプロトコルは UDP です。

 • デフォルトの UDP ポートは 514 です。

 • デフォルトの TCP ポートは 1470 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

format emblem （任意）Syslog サーバの EMBLEM 形式ロギングをイネーブルにします。こ   
の形式は、UDP メッセージだけで使用できます。

host FWSM から送信されたメッセージを受信する syslog サーバを指定します。
interface_name Syslog サーバが配置されたインターフェイス
permit-hostdown TCP Syslog サーバがダウンしているか到達不能な場合でも、トラフィック  

の通過を許可します。

port Syslog サーバがメッセージを待ち受けるポート。有効なポート値は、どち 
らのプロトコルも 1025 ～ 65535 です。

server_ip Syslog サーバの IP アドレス
tcp FWSM が Syslog サーバへのメッセージ送信に TCP を使用することを指定     

します。

udp FWSM が Syslog サーバへのメッセージ送信に TCP を使用することを指定     
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) permit-hostdown キーワードが追加されました。
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使用上のガイドライン logging host ip_address format emblem コマンドを使用すると、Syslog サーバごとに EMBLEM 形式        
のロギングをイネーブルにできます。EMBLEM 形式のロギングを利用できるのは、UDP システム  
ログ メッセージに限られます。特定の Syslog サーバに対して EMBLEM 形式ロギングをイネーブル     
にすると、メッセージはそのホストに EMBLEM 形式で送信されます。logging timestamp キーワー    
ドもイネーブルにした場合は、サーバに送信されるメッセージにタイムスタンプが組み込まれま

す。

複数の logging host コマンドを使用すると、システム ログ メッセージをすべて受信する別のサーバ     
を指定できます。サーバごとに、サーバが TCP プロトコルを使用してメッセージを受信するのか、  
UDP プロトコルを使用して受信するのかを指定します。TCP と UDP の両方を使用してメッセージ    
を受信するサーバは指定できません。

以前入力した port および protocol 値を表示するには、show running-config logging コマンドを使用し       
て、リスト内のコマンドを調べます。TCP プロトコルは 6、UDP プロトコルは 17 で表示されます。     
TCP ポートは FWSM Syslog サーバと組み合わせた場合に限って機能します。portは、Syslog サーバ     
が待ち受けるポートと同じでなければなりません。

（注） tcp オプションを使用すると、Syslog サーバが到達不能な場合、セキュリティ アプライアンスが   
ファイアウォール越しの接続をドロップします。TCP Syslog サーバがダウンしていたり到達不能な  
場合でも、トラフィックの通過を許可するには、permit-hostdown キーワードを使用します。

例 次に、内部インターフェイス上に存在し、デフォルトのプロトコルおよびポート番号を使用する

Syslog サーバに、重大度が 0、1、2、および 3 のシステム ログ メッセージを送信する例を示します。

hostname(config)# logging host inside 10.2.2.3
hostname(config)# logging trap errors
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging trap Syslog サーバへのロギングをイネーブルにします。
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logging list
特定の出力先に送信するメッセージを指定するために、他のコマンドに使用させるメッセージ選択

条件のリストを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging list  コマンド      
を使用します。リストを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging list name {level level [class message_class] | message start_id[-end_id]}

no logging list name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

class message_class （任意）リストに含めるシステム ログ メッセージのクラスを指定します。

クラスのリストについては、「使用上のガイドライン」を参照してくださ

い。

level level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベル  
を 3 に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ       
メッセージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定

できます。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送      
プロトコル）コマンド、および WWW URL

メッセージのデフォルト レベルを調べるには、show logging コマンドを使   
用します。または、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router        
Firewall Services Module Logging Configuration and System Log Messages』を        
参照してください。

message 
start_id[-end_id]

メッセージ ID または メッセージ ID 範囲を指定します。

name メッセージ リストの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン ログの出力先をイネーブルにするときに、その出力先に送信するシステム ログ メッセージも指定  
できます。メッセージ リストによって、個々の出力先に送信するメッセージを選択する目的で 
FWSM に使用させる、1 組以上の条件を指定できます。

指定できるメッセージ選択条件には、重大度、メッセージ クラス、メッセージ ID、またはメッセー  
ジ ID 範囲が含まれます。

1 つのメッセージ リストに複数組の条件を指定できます。新しい条件セットを追加するには、リス  
ト名および新しい条件を指定するコマンドを再発行します。新しい条件は、既存のメッセージ リス 
トに付加されます。

メッセージ リストを使用できる logging コマンドは、次のとおりです。

 • logging asdm

 • logging buffered

 • logging console

 • logging history

 • logging mail

 • logging monitor

 • logging trap

message_class に指定できる値は、次のとおりです。

 • auth ― ユーザ認証

 • bridge ― トランスペアレント ファイアウォール

 • ca ― PKI 認証局

 • config ― コマンド インターフェイス

 • e-mail ― 電子メール プロキシ

 • ha ― フェールオーバー

 • ids ― 侵入検知システム

 • ip ― IP スタック

 • np ― ネットワーク プロセッサ

 • ospf ― OSPF ルーティング

 • rip ― RIP ルーティング

 • session ― ユーザ セッション

 • snmp ― SNMP

 • sys ― システム

 • vpn ― IKE および IPSec

 • vpnc ― VPN クライアント

 • vpnfo ― VPNフェールオーバー

 • vpnlb ― VPN ロードバランシング

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、logging list コマンドを使用して新しいメッセージ リストを作成し、リストに他のメッセージ   
選択条件を追加し、リストの条件と一致するすべてのメッセージを内部ログ バッファに送信するこ 
とを指定する例を示します。

hostname(config)# logging list my-list 100100-100110
hostname(config)# logging list my-list level critical
hostname(config)# logging list my-list level warning class vpn
hostname(config)# logging buffered my-list

この例で指定しているメッセージ選択条件は、次のとおりです。

1. 100100 ～ 100110 の範囲内のシステム ログ メッセージ ID
2. クリティカル レベル以上（緊急、アラート、またはクリティカル）のすべてのシステム 
ログ メッセージ

3. 警告レベル以上（緊急、アラート、クリティカル、エラー、または警告）のすべての VPN 
クラス システム ログ メッセージ

システム ログ メッセージがこれらの条件のいずれか 1 つを満たした場合、そのメッセージは内部    
ログ バッファに記録されます。

（注） リストの条件を設定するときには、条件で重なり合うメッセージ セットを指定できます。複数の 
条件を満たすシステム ログ メッセージも正しく記録されます。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging mail
FWSM が電子メールでシステム ログ メッセージを送信できるようにして、電子メールで送信する   
メッセージを決定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging mail コマンドを     
使用します。電子メールによるシステム ログ メッセージの送信を不可能にするには、このコマン  
ドの no 形式を使用します。

logging mail [message_list | level]

no logging mail [message_list | level]

シンタックスの説明

デフォルト 電子メールへのロギングは、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 電子メールで送信されたシステム ログ メッセージは、送信された電子メールの subject 行に表示さ    
れます。

level イベント メッセージ ロギングの対象となる最大の重大度を設定します。たと  
えば、レベルを 3 に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、および 1 のシステ     
ム ログ メッセージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも  
指定できます。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list 電子メールの受信側に送信するメッセージを特定したリストを指定します。

メッセージ リストの作成方法については、logging list コマンドの項を参照し   
てください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存のコマンドです。
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例 次に、出力先としての電子メールをイネーブルに設定して、電子メールでシステム ログ メッセー  
ジを送信できるようにする例を示します。例のコマンドは、次の条件に基づいています。

 • クリティカル、アラート、または緊急メッセージを送信します。

 • 送信元のアドレスに ciscosecurityappliance@example.com を使用して、メッセージを送信します。

 • admin@example.com にメッセージを送信します。

 • メッセージは SMTP プライマリ サーバ pri-smtp-host およびセカンダリ サーバ sec-smtp-host を        
使用して送信します。

FWSM が例の条件に基づいて、システム メッセージを電子メールで送信できるようにするには、次  
のコマンドを入力します。

hostname(config)# logging mail critical
hostname(config)# logging from-address ciscosecurityappliance@example.com
hostname(config)# logging recipient-address admin@example.com
hostname(config)# smtp-server pri-smtp-host sec-smtp-host

関連コマンド コマンド 説明

logging from-address 電子メールで送信する各システム ログ メッセージの From: 行に表    
示される電子メール アドレスを指定します。

logging list メッセージ選択条件を指定した再利用可能なリストを作成します。

logging recipient-address 電子メールで送信するシステム ログ メッセージの送信先となる電  
子メール アドレスを指定します。

smtp-server SMTP サーバを設定します。
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logging message
システム ログ メッセージの重大度を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
level キーワードを指定して logging message コマンドを使用します。メッセージのロギング レベル     
をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。FWSM が特定のシステ   
ム ログ メッセージを生成しないようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで    
（level キーワードを指定しないで）logging message コマンドの no 形式を使用します。FWSM に特      
定のシステム ログ メッセージを生成させるには、（level キーワードを指定しないで）logging message    
コマンドを使用します。これら 2 つの目的の logging message コマンドを並行して使用できます。後     
述の「例」を参照してください。

logging message syslog_id level level

no logging message syslog_id level level

logging message syslog_id

no logging message syslog_id

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトではすべてのシステム ログ メッセージがイネーブルになり、すべてのメッセージの重  
大度がデフォルトのレベルに設定されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

level level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

syslog_id イネーブルまたはディセーブルにするシステム ログ メッセージの ID、また   
は重大度を変更するシステム ログ メッセージの ID。メッセージのデフォル   
ト レベルを調べるには、show logging コマンドを使用します。または、『Catalyst   
6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Logging           
Configuration and System Log Messages』を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン logging message コマンドは 2 つの目的で使用できます。

 • メッセージをイネーブルにするかディセーブルにするかの制御

 • メッセージの重大度の変更

show logging コマンドを使用すると、メッセージに現在割り当てられている重大度を調べ、メッセー  
ジがイネーブルかどうかを調べることができます。

例 次に一連のコマンドで、logging message コマンドを使用してメッセージをイネーブルまたはディ  
セーブルに設定し、メッセージの重大度を変更する例を示します。

hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors (enabled)

hostname(config)# logging message 403503 level 1
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (enabled)

hostname(config)# no logging message 403503
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (disabled)

hostname(config)# logging message 403503
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors, current-level alerts (enabled)

hostname(config)# no logging message 403503 level 3
hostname(config)# show logging message 403503
syslog 403503: default-level errors (enabled)

関連コマンド

リリース 変更

既存 このコマンドは既存のコマンドです。

コマンド 説明

clear configure logging すべてのロギング設定を消去するか、またはメッセージの設定

だけを消去します。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging monitor
FWSM が SSH および Telnet セッションでシステム ログ メッセージを表示できるようにするには、       
グローバル コンフィギュレーション モードで logging monitor コマンドを使用します。SSH および      
Telnet セッションでシステム ログ メッセージを表示できないようにするには、このコマンドの no    
形式を使用します。

logging monitor [logging_list | level]

no logging monitor

シンタックスの説明

デフォルト FWSM はデフォルトでは、SSH および Telnet セッションでシステム ログ メッセージを表示しませ      
ん。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging monitor コマンドを使用すると、現在のコンテキストのすべてのセッションでシステム ログ   
メッセージがイネーブルになります。ただし、各セッションでは terminal コマンドを使用して、そ  
のセッションでシステム ログ メッセージを表示するかどうかを制御します。

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

logging_list SSH または Telnet セッションに送信するメッセージを特定したリストを指定   
します。リストの作成方法については、logging list コマンドの項を参照して  
ください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存のコマンドです。
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例 次に、コンソール セッションでシステム ログ メッセージを表示できるようにする例を示します。   
errors キーワードを使用して、SSH および Telnet セッションでレベル 0、1、2、および 3 のメッセー       
ジを表示することを指定します。terminal コマンドを使用すると、現在のセッションでメッセージ 
を表示できます。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging monitor errors
hostname(config)# terminal monitor
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging list 特定の出力先に送信するメッセージを特定する、メッセージ選択

条件の再利用可能なリストを作成します。

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示します。
show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表示

します。

terminal 端末回線パラメータを設定します。
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logging permit-hostdown
動作状態にない TCP ベースの Syslog サーバに対して、FWSM に新しいネットワーク アクセス セッ       
ションを許可させることを指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging   
permit-hostdown コマンドを使用します。TCP ベースの Syslog サーバが利用できないときに、FWSM    
に新しいユーザ セッションを拒否させることを指定するには、このコマンドの no 形式を使用しま   
す。

logging permit-hostdown

no logging permit-hostdown

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、TCP 接続を使用する Syslog サーバへのロギングをイネーブルにしている場合、   
FWSM は Syslog サーバが何らかの理由で利用できないときに、新しいネットワーク アクセス セッ     
ションを許可しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Syslog サーバにメッセージを送信するロギング トランスポート プロトコルとして TCP を使用して     
いて、FWSM が Syslog サーバに接続できなかった場合、FWSM はセキュリティ対策として、新し    
いネットワーク アクセス セッションを拒否します。logging permit-hostdown コマンドを使用する    
と、この制限を取り除くことができます。

例 次に、TCP ベースの Syslog サーバのステータスを FWSM が新しいセッションを許可するかどうか     
と無関係にする例を示します。show running-config logging コマンドの出力に show running-config     
logging コマンドが含まれている場合、TCP ベース Syslog サーバのステータスは、新しいネットワー    
ク アクセス セッションと無関係です。

hostname(config)# logging permit-hostdown
hostname(config)# show running-config logging
logging enable
logging trap errors
logging host infrastructure 10.1.2.3 6/1470
logging permit-hostdown
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging host 出力先として Syslog サーバを指定します。
logging trap 指定の Syslog サーバへのロギングをイネーブルにします。
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logging queue
現在のロギング設定に基づいて処理するまでに、FWSM がシステム ログ キューに保管できるシス   
テム ログ メッセージの数を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging     
queue コマンドを使用します。ロギング キュー サイズをデフォルトの 512 メッセージにリセットす     
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging queue queue_size

no logging queue queue_size

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのキュー サイズは 512 メッセージです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラフィックが多すぎてキューが満杯になると、FWSM がメッセージを廃棄する可能性がありま 
す。

例 次に、logging queue および show logging queue コマンドの出力を表示する例を示します。

hostname(config)# logging queue 0
hostname(config)# show logging queue
Logging Queue length limit : Unlimited
Current 5 msg on queue, 3513 msgs most on queue, 1 msg discard.

この例では、logging queue コマンドを 0 に設定しています。これにより、キュー サイズは、最大     
の 8192 に設定されます。キューのシステム ログ メッセージは、電子メールの受信側にシステム ロ     
グ メッセージを送信する、内蔵フラッシュ メモリにバッファ オーバーフローを保管するなど、現   
在のロギング設定で指定された方法に従って FWSM が処理します。

show logging queueコマンドの出力例は、5 つのメッセージがキューに格納されていること、FWSM   
を最後に起動してから一度にキューに格納された最大メッセージ数が 3513 であること、および 1   
つのメッセージが廃棄されたことを示しています。キューは無制限として設定されていますが、

キューにメッセージを追加するためのブロック メモリがなかったので、メッセージが廃棄されまし 
た。

queue_size システム ログ メッセージを処理するまでに、保管用のキューに保持でき  
るシステム ログ メッセージ数。有効値は 0 ～ 8192 メッセージです。ロギ      
ング キューをゼロに設定した場合、そのキューは設定可能な最大サイズ 
（8192 メッセージ）になります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

既存 このコマンドは既存のコマンドです。
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関連コマンド

logging rate-limit
システム ログ メッセージが生成されるレートを制限するには、logging rate-limit コマンドを使用し    
ます。レート制限をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging rate-limit {unlimited | {num [interval]}} message syslog_id | level severity_level

[no] logging rate-limit [unlimited | {num [interval]}} message syslog_id ] level severity_level

シンタックスの説明

デフォルト interval のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム メッセージの重大度は、次のとおりです。

 • 0 ― システムが使用不可 

 • 1 ― ただちに対処 

 • 2 ― クリティカル条件 

 • 3 ― エラー メッセージ 

コマンド 説明

show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示します。
show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表示

します。

unlimited レート制限をディセーブルにします。ロギング レート制限がなくなります。
num 指定した時間間隔中に生成できるシステム メッセージ数。num  の有効な範   

囲は、0 ～ 2147483647です。
interval （任意）メッセージが生成される速度の測定に使用する時間間隔（秒）。

interval  の有効な範囲は、0 ～ 2147483647です。
message このシステム ログ メッセージの報告を抑制します。
syslog_id 抑制されたシステム ログ メッセージの ID。syslog_id  の有効な範囲は、     

100000 ～ 999999です。
level severity_level FWSM がメッセージ抑制の対象とする最小の重大度を設定します。 

severity_level の有効な範囲は、1 ～ 7 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが FWSM に追加されました。
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 • 4 ― 警告メッセージ 

 • 5 ― 正常だが注意が必要な状態 

 • 6 ― 情報メッセージ 

 • 7 ― デバッグ メッセージ 

例 次に、システム ログ メッセージの生成レートを制限する例を示します。

fwsm(config)# logging rate-limit 5 message 106023 
fwsm(config)# logging rate-limit 10 60 level 7

関連コマンド コマンド 説明

clear running-config logging rate-limit ロギングのレート制限の設定をデフォルト値にリセッ

トします。

show logging 現在ログ バッファ内に存在するメッセージ、またはロ 
グ設定を表示します。

show running-config logging rate-limit 現在のログ レート制限の設定を表示します。
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logging recipient-address
FWSM が電子メールで送信するシステム ログ メッセージについて、受信側の電子メール アドレス    
を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging recipient-address コマンド     
を使用します。受信側電子メール アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。   
最大 5 つの受信側アドレスを設定できます。受信側アドレスごとに異なるメッセージ レベルを指定   
することを選択できます。このコマンドで指定したメッセージ レベルは、logging mail コマンドで   
指定したメッセージ レベルより優先されます。

logging recipient-address email_address [level level]

no logging recipient-address email_address [level level]

シンタックスの説明 email_address システム ログ メッセージを電子メールで送信する場合の受信側電子メール  
アドレスを指定します。

level ロギング レベルが続くことを示します。
level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   

に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ― ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

（注） logging recipient-address コマンドで 3 より大きいレベルを使用する    
ことは推奨できません。ロギング レベルを引き上げると、バッファ 
オーバーフローが原因で、システム ログ メッセージがドロップされ  
る可能性が高くなります。

logging recipient-address コマンドで指定したメッセージ レベルによって、   
logging mail コマンドで指定したメッセージ レベルが上書きされます。たと   
えば、logging recipient-address コマンドでレベル 7 を指定すると、logging mail     
コマンドでレベル 3 を指定していても、FWSM はレベル 4、5、6、および 7     
を含め、すべてのメッセージを受信側に送信します。
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デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム ログ メッセージを電子メールで送信できるようにするには、logging mail コマンドを使用    
します。

FWSM からシステム ログ メッセージを受信する電子メール アドレスを 5 つまで設定できます。指      
定する受信側ごとに、新しいコマンドを入力します。受信側ごとに、他の受信側と異なるロギング

レベルを設定できます。これは、緊急性の高いメッセージが低いメッセージより多くの受信側に届

くようにする場合に便利です。

例 次に、限定された数のシステム ログ メッセージが電子メールで送信されるように、FWSM を設定   
する例を示します。例のコマンドは、次の条件に基づいています。

 • クリティカル、アラート、または緊急メッセージを送信します。

 • 送信元のアドレスに ciscosecurityappliance@example.com を使用して、メッセージを送信します。

 • admin@example.com にメッセージを送信します。

 • メッセージは SMTP プライマリ サーバ pri-smtp-host およびセカンダリ サーバ sec-smtp-host を        
使用して送信します。

FWSM が例の条件に基づいて、システム メッセージを電子メールで送信できるようにするには、次  
のコマンドを入力します。

hostname(config)# logging mail critical
hostname(config)# logging from-address ciscosecurityappliance@example.com
hostname(config)# logging recipient-address admin@example.com
hostname(config)# smtp-server pri-smtp-host sec-smtp-host

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging enable 指定されたすべての出力先へのロギングをイネーブルにしま

す。

logging from-address 電子メールで送信する各システム ログ メッセージの From: 行に    
表示される電子メール アドレスを指定します。

logging mail FWSM が電子メールでシステム ログ メッセージを送信できる   
ようにして、電子メールで送信するメッセージを指定します。

smtp-server SMTP サーバを設定します。
show logging イネーブルに設定されているロギング オプションを表示しま 

す。

show running-config logging 現在実行中のロギング設定を表示します。
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logging savelog
ログ バッファの現在の内容を内蔵フラッシュ メモリに保管するには、特権 EXEC モードで logging     
savelog コマンドを使用します。

logging savelog [savefile]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • バッファ サイズは 4 KB です。

 • フラッシュ メモリの最小空きスペースは 3 MB です。

 • バッファ ロギングへのフラッシュ メモリの割り当ては最大 1MB です。

 • デフォルトのログ ファイル名は、前述の表に記述されています。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 内蔵フラッシュ メモリにログ バッファの内容を保管するには、事前にバッファへのロギングをイ  
ネーブルにする必要があります。バッファへのロギングがイネーブルになっていなかった場合、

FWSM はバッファにシステム ログ メッセージを保管しないので、バッファは空になります。バッ   
ファへのロギングをイネーブルにするには、logging buffered コマンドを使用します。

（注） logging savelog コマンドによってバッファが消去されることはありません。バッファを消去するに  
は、clear logging buffer コマンドを使用します。

savefile （任意）内蔵フラッシュ メモリにログ データを保管するときに使用する  
ファイル名。ファイル名を指定しなかった場合、FWSM は次のように、デ 
フォルトのタイムスタンプ形式を使用してファイルを保管します。

LOG-YYYY-MM-DD-HHMMSS.TXT

YYYY は年、MM は月、DD は日、HHMMSS は時、分、および秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、出力先としてシステム ログ バッファをイネーブルに設定し、グローバル コンフィギュレー   
ション モードを終了し、latest-logfile.txt というファイル名で、内蔵フラッシュ メモリにログ バッ    
ファを保管する例を示します。

hostname(config)# logging buffered
hostname(config)# exit
hostname# logging savelog latest-logfile.txt
hostname#

関連コマンド コマンド 説明

clear logging buffer 格納されているすべてのシステム ログ メッセージを含めて、ログ バッ   
ファを消去します。

copy TFTP または FTP サーバを含めて、ある場所から別の場所にファイル   
をコピーします。

delete ディスク パーティションから保管ログ ファイルなどのファイルを削  
除します。

logging buffered 内部ログ バッファへのロギングをイネーブルにします。
show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロギン 

グ オプションを表示します。
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logging standby
フェールオーバー スタンバイ FWSM から設定されているロギング先へ、この FWSM のシステム ロ      
グ メッセージを送信できるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで logging    
standby コマンドを使用します。システム ログおよび SNMP ロギングをディセーブルにするには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

logging standby

no logging standby

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト logging standby コマンドはデフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging standby をイネーブルにすると、フェールオーバーが発生した場合に、フェールオーバー ス   
タンバイ FWSM のシステム ログ メッセージを確実に同期させることができます。

（注） logging standby コマンドを使用すると、Syslog サーバ、SNMP サーバ、FTP サーバなどの共有ロギ     
ング先でトラフィックが 2 倍になります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。
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例 次に、FWSM からフェールオーバー スタンバイ FWSM に、システム ログ メッセージを送信でき      
るようにする例を示します。show logging コマンドの出力から、この機能がイネーブルであること  
がわかります。

hostname(config)# logging standby
hostname(config)# show logging
Syslog logging: enabled
    Facility: 20
    Timestamp logging: disabled
    Standby logging: enabled
    Deny Conn when Queue Full: disabled
    Console logging: disabled
    Monitor logging: disabled
    Buffer logging: disabled
    Trap logging: disabled
    History logging: disabled
    Device ID: 'inside' interface IP address "10.1.1.1"
    Mail logging: disabled
    ASDM logging: disabled

関連コマンド コマンド 説明

failover フェールオーバー機能をイネーブルにします。

logging host Syslog サーバを定義します。
show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。
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logging timestamp
システム ログ メッセージにメッセージの生成日時を付加することを指定するには、グローバル コ   
ンフィギュレーション モードで logging timestamp コマンドを使用します。システム ログ メッセー      
ジから日時を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging timestamp

no logging timestamp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、FWSM はシステム ログ メッセージに日時を付加しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging timestamp コマンドを使用すると、FWSM はすべてのシステム ログ メッセージにタイムス     
タンプを付加します。

例 次に、すべてのシステム ログ メッセージでタイムスタンプ情報が付加されるようにする例を示し  
ます。

hostname(config)# logging enable
hostname(config)# logging timestamp
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。

コマンド 説明

logging enable 指定されたすべての出力先へのロギングをイネーブルにしま

す。

show logging 内部ログ バッファの内容およびイネーブルに設定されているロ 
ギング オプションを表示します。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド
logging trap 

19-57
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

logging trap
FWSM から Syslog サーバに送信させるシステム ログ メッセージを指定するには、グローバル コン      
フィギュレーション モードで logging trap コマンドを使用します。コンフィギュレーションからこ    
のコマンドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging trap [message_list | level]

no logging trap

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのシステム ログ トラップは定義されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ロギング トランスポート プロトコルとして TCP を使用していて、次の条件に該当する場合、FWSM    
はセキュリティ対策として、新しいネットワーク アクセス セッションを拒否します。

 • FWSM が Syslog サーバに接続できない

 • Syslog サーバが正しく設定されていない

 • ディスクが満杯

level システム ログ メッセージの最大レベルを設定します。たとえば、レベルを 3   
に設定した場合、FWSM はレベル 3、2、1、および 0 のシステム ログ メッ      
セージを生成します。次のとおり、番号または名前のどちらでも指定できま

す。

 • 0 または emergencies ― システムは使用不能

 • 1  または alert ―  ただちに対処

 • 2 または critical ― クリティカル状態

 • 3 または errors ― エラー

 • 4 または warnings ― 警告

 • 5 または notifications ― 正常だが注意が必要な状態

 • 6 または informational ― 通知

 • 7 または debugging ― デバッグ メッセージ、ログ FTP（ファイル転送プ      
ロトコル）コマンド、および WWW URL

message_list Syslog サーバに送信するメッセージを特定したリストを指定します。リスト 
の作成方法については、logging list コマンドの項を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド          
logging trap

19-58
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

ロギング トランスポート プロトコルとして UDP を使用している場合は、Syslog サーバの状態に関     
係なく、FWSM はログ送信を継続します。

例 次に、内部インターフェイス上の Syslog サーバにレベル 0、1、2、および 3 のシステム ログ メッ       
セージを送信し、デフォルトのプロトコルおよびポート番号を使用する例を示します。

hostname(config)# logging host inside 10.2.2.3
hostname(config)# logging trap errors
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

logging host Syslog サーバを定義します。
logging list メッセージ選択条件を指定した再利用可能なリストを作成しま

す。

show running-config logging 実行コンフィギュレーションのうち、ロギング関連の部分を表

示します。



第 19章      logging asdm ～ logout コマンド
login

19-59
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

login
ローカル ユーザ データベースを使用して特権 EXEC モードにログインする（username コマンドの     
項を参照）、またはユーザ名を変更するには、ユーザ EXEC モードで login コマンドを使用します。

login

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユーザ EXEC モードから login コマンドを使用すると、ローカル データベースに指定された任意の     
ユーザ名で、特権 EXEC モードにログインできます。login コマンドは、イネーブル認証がオンの   
場合の enable コマンド（aaa authentication console コマンドの項を参照）に類似しています。ただ     
し、イネーブル認証と異なり、login コマンドで使用できるのはローカル ユーザ名データベースだ  
けであり、このコマンドでは必ず認証が必要です。任意のコマンドライン インターフェイス（CLI） 
モードから login コマンドを使用して、ユーザを変更することもできます。

ユーザのログイン時に特権 EXEC モード（およびすべてのコマンド）へのアクセスを許可するに  
は、ユーザの特権レベルを 2（デフォルト）～ 15 に設定します。ローカル コマンドの許可を設定    
した場合、ユーザが入力できるのは、その特権レベルとそれ以下のレベルに割り当てられたコマン

ドだけになります。詳細については、aaa authorization コマンドの項を参照してください。

注意 CLI にアクセスできるが、特権 EXEC モードは開始させないユーザをローカル データベースに追    
加する場合は、コマンド許可を設定する必要があります。コマンド許可を得ていないユーザは、特

権レベルが 2 以上の場合に（2 がデフォルト）、各自のパスワードを使用して CLI から特権 EXEC      
モード（およびすべてのコマンド）にアクセスできます。その代わりに、RADIUS または TACACS+  
認証を使用することも、すべてのローカル ユーザをレベル 1 に設定し、システム イネーブル パス     
ワードを使用して特権 EXEC モードにアクセスできるユーザを制御することもできます。

例 次に、login コマンド入力後のプロンプト例を示します。

hostname> login
Username:

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

logout
CLIを終了するには、ユーザ EXEC モードで logout コマンドを使用します。

logout

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logout コマンドを使用すると、FWSM からログアウトすることになります。exit または quit コマン     
ドを使用すると、ユーザ EXEC モードに戻ることができます。

例 次に、FWSM からログアウトする例を示します。

hostname> logout

関連コマンド

コマンド 説明

aaa authorization command CLI アクセスに関するコマンド許可をイネーブルにします。
aaa authentication console コンソール、Telnet、HTTP、SSH、または enable コマンド アク   

セスに認証を要求します。

logout CLIからログアウトします。
username ローカル データベースにユーザを追加します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

login ログイン プロンプトを開始します。
exit アクセス モードを終了します。
quit コンフィギュレーション モードまたはイネーブル モードを終了します。
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20

mac-address-table aging-time ～ 
multicast-routing コマンド

mac-address-table aging-time
MAC アドレス テーブル エントリのタイムアウトを設定するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで mac-address-table aging-time コマンドを使用します。デフォルト値の 5 分に戻す      
には、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table aging-time timeout_value

no mac-address-table aging-time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは 5 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、MAC アドレスのタイムアウトを 10 分に設定する例を示します。

hostname(config)# mac-address-timeout aging time 10

timeout_value MAC アドレス エントリがタイムアウトするまでに、MAC アドレス テー    
ブルにとどまっている時間。5 ～ 720 分（12 時間）。5 分がデフォルトです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

arp-inspection ARP パケットとスタティック ARP エントリを比較する ARP 検     
査をイネーブルにします。

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  

ク MAC アドレス エントリを追加します。
mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  

MAC アドレス テーブルを表示します。
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mac-address-table static
MAC アドレス テーブルにスタティック エントリを追加するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードで mac-address-table static コマンドを使用します。スタティック エントリを削除する     
には、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table static interface_name mac_address

no mac-address-table static interface_name mac_address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン MAC アドレスは通常、特定の MAC アドレスからのトラフィックがインターフェイスに着信したと   
きに、MAC アドレス テーブルに動的に追加されます。必要に応じて、MAC アドレス テーブルに    
スタティック MAC アドレスを追加できます。スタティック エントリを追加する利点の 1 つは、     
MAC スプーフィング対策になることです。クライアントがスタティック エントリと同じ MAC ア    
ドレスを使用して、スタティック エントリと一致しないインターフェイスにトラフィックを送信し 
ようとした場合、FWSM はトラフィックをドロップして、システム メッセージを生成します。

例 次に、MAC アドレス テーブルにスタティック MAC アドレス エントリを追加する例を示します。

hostname(config)# mac-address-table static inside 0010.7cbe.6101

関連コマンド

interface_name 送信元インターフェイスを設定します。

mac_address テーブルに追加する MAC アドレスを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エント   

リのタイムアウトを設定します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show mac-address-table MAC アドレス テーブル エントリを表示します。



第 20章      mac-address-table aging-time ～ multicast-routing コマンド          
mac-learn

20-4
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

mac-learn
インターフェイスの MAC アドレス ラーニングをディセーブルにするには、グローバル コンフィ    
ギュレーション コマンドで mac-learn コマンドを使用します。MAC アドレス ラーニングを再びイ     
ネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-learn interface_name disable

no mac-learn interface_name disable

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトで、各インターフェイスは着信トラフィックの MAC アドレスを自動的に学習し、FWSM  
が MAC アドレス テーブルに対応するエントリを追加します。必要に応じて、MAC アドレス ラー     
ニングをディセーブルにできます。

例 次に、外部インターフェイス上で MAC ラーニングをディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# mac-learn outside disable

関連コマンド

interface_name MAC ラーニングをディセーブルにするインターフェイスを設定します。
disable MAC ラーニングをディセーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure mac-learn mac-learn の設定をデフォルトにします。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  

ク MAC アドレス エントリを追加します。
show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  

MAC アドレス テーブルを表示します。
show running-config mac-learn mac-learn の設定を表示します。
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mac-list
MAC ベースの認証に使用する MAC アドレスのリストを指定するには、グローバル コンフィギュ    
レーション モードで mac-list コマンドを使用します。MAC アドレス リストの使用を禁止するには、     
このコマンドの no 形式を使用します。mac-list コマンドを使用すると、先頭一致検索を使用する   
MAC アドレスのリストが追加されます。

 mac-list id {deny | permit} mac macmask

no mac-list id {deny | permit} mac macmask

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 組の MAC アドレスをグループとしてまとめるには、同じ id 値を使用して、必要な回数だけ     
mac-list コマンドを入力します。aaa mac-exempt コマンドを使用する前に、mac-list コマンドを使    
用して MAC アクセス リスト番号を設定します。

実行されるのは AAA 免除だけです。認証が免除される MAC アドレスは、許可が自動的に免除さ    
れます。それ以外のタイプの AAA は mac-list ではサポートされません。

例 次に、MAC アドレス リストの設定例を示します。

hostname(config)# mac-list adc permit 00a0.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff
hostname(config)# mac-list adc deny 00a1.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff
hostname(config)# mac-list ac permit 0050.54ff.0000 ffff.ffff.0000
hostname(config)# mac-list ac deny 0061.54ff.b440 ffff.ffff.ffff
hostname(config)# mac-list ac deny 0072.54ff.b440 ffff.ffff.ffff

deny 条件と一致するトラフィックは、MAC リストに含めないで、認証と許可の両 
方を要求することを指定します。

id MAC アクセス リストに英数字の名前を指定します。
mac 12 桁の 16 進数形式（nnnn.nnnn.nnnn）で、送信元 MAC アドレスを指定します。
macmask mac にネットマスクを指定して適用し、MAC アドレスのグループ分けができ  

るようにします。

permit 条件と一致するトラフィックを MAC リストに含め、認証と許可の両方を免  
除することを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa authentication aaa-server コマンドで指定されたサーバ上で、LOCAL、 
TACACS+、または RADIUS ユーザ認証をイネーブルまたはディ  
セーブルに設定したり、表示したりします。または ASDM ユー  
ザ認証をイネーブルまたはディセーブルにしたり、表示したり

します。

aaa authorization LOCAL または TACACS+ ユーザ認証サービスをイネーブルま   
たはディセーブルにします。

aaa mac-exempt MAC アドレス リストの認証および許可を免除します。
clear configure mac-list 指定の MAC リスト番号を使用して、mac-list コマンドで指定し   

た MAC アドレス リストを削除します。
show running-config mac-list 指定の MAC リスト番号を使用して、mac-list コマンドで指定し   

た MAC アドレス リストを表示します。



第 20章      mac-address-table aging-time ～ multicast-routing コマンド
management-access

20-7
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

management-access
FWSM へのログイン時に使用したインターフェイス以外のインターフェイスに対する管理アクセ 
スを許可するには、グローバル コンフィギュレーション モード management-access コマンドを使用    
します。このアクセスを禁止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

management-access mgmt_if

no management-access mgmt_if

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、FWSM へのログイン時に使用した以外のインターフェイスに接続でき 
ます。たとえば、外部インターフェイスから FWSM にログインした場合、このコマンドを使用す  
ることによって、Telnet で内部インターフェイスに接続できます。または、外部インターフェイス 
からログインした場合は、内部インターフェイスに ping を実行できます。

定義できる管理インターフェイスは 1 つだけです。

management-access コマンドは、IPSec VPN トンネルを介して、次の場合に限りサポートされます。

 • 管理インターフェイスへの SNMP ポーリング

 • 管理インターフェイスへの HTTPS 要求

 • 管理インターフェイスへの ASDM アクセス

 • 管理インターフェイスへの Telnet アクセス

 • 管理インターフェイスへの SSH アクセス

 • 管理インターフェイスへの ping

 • 管理インターフェイスへの Syslog ポーリング

 • 管理インターフェイスへの NTP 要求

mgmt_if 別のインターフェイスから FWSM に接続するときにアクセスする管理イ  
ンターフェイスの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、管理アクセス用インターフェイスとして、[inside] というファイアウォール インターフェイ  
スを設定する例を示します。

hostname(config)# management-access inside
hostname(config)# show management-access
management-access inside

関連コマンド コマンド 説明

clear configure management-access FWSM の管理アクセス用インターフェイスの設定を削除 
します。

show management-access 管理アクセス用に設定されているインターフェイスの名

前を表示します。
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mask-syst-reply
クライアントから FTP サーバ応答が見えないようにするには、FTP マップ コンフィギュレーショ    
ン モードで mask-syst-reply コマンドを使用します。FTP マップ コンフィギュレーション モードに      
は、ftp-map コマンドを使用してアクセスします。この設定を削除するには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

mask-syst-reply 

no mask-syst-reply

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン クライアントから FTP サーバ システムを保護するには、完全 FTP 検査を指定して、mask-syst-reply     
コマンドを使用します。このコマンドをイネーブルにすると、syst コマンドに対するサーバの応答 
が X の連続に置き換えられます。

例 次に、syst コマンドに対する FTP サーバの応答を FWSM が X に置き換えるようにする例を示しま       
す。

hostname(config)# ftp-map inbound_ftp
hostname(config-ftp-map)# mask-syst-reply
hostname(config-ftp-map)# exit

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

FTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義し  
ます。

ftp-map FTP マップを定義し、FTP マップ コンフィギュレーション モード    
をイネーブルにします。

inspect ftp 特定の FTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにし  
ます。

policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
request-command deny 禁止する FTP コマンドを指定します。
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match access-list
クラス マップでアクセス リストを使用してトラフィックを特定するには、クラス マップ コンフィ    
ギュレーション モードで match access-list コマンドを使用します。アクセス リストを削除するに     
は、このコマンドの no 形式を使用します。

match access-list {acl-id...}

no match access-list {acl-id...}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match access-list コマンドを使用し、1 つ以上のアクセス リストを指定することによって、具体的    
なトラフィック タイプを特定できます。トラフィックは、アクセス制御エントリの permit ステー   
トメントによってトラフィック クラス マップに組み込まれ、deny ステートメントによってトラ   
フィック クラス マップから除外されます。

acl-id 一致条件として使用する ACL の名前を指定します。パケットが ACL のエント    
リと一致しなかった場合、照合結果は no-match になります。パケットが ACL   
のエントリと一致し、なおかつ許可エントリだった場合、照合結果は match に  
なります。拒否の ACL エントリと一致した場合の照合結果は、no-match にな   
ります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、クラス マップおよび match access-list コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義する     
例を示します。

hostname(config)# access-list ftp_acl extended permit tcp any any eq 21
hostname(config)# class-map ftp_port
hostname(config-cmap)# match access-list ftp_acl

関連コマンド コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップ定義を削除します。
match any クラス マップにすべてのトラフィックを含めます。
match port クラス マップで具体的なポート番号を指定します。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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match any
クラス マップにすべてのトラフィックを含めるには、クラス マップ コンフィギュレーション モー    
ドで match any コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用     
します。

match any

no match any

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match any コマンドを使用すると（デフォルト クラス マップの class-default と同様）、すべてのパ      
ケットが一致します。

例 次に、クラス マップおよび match any コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義する例を     
示します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match any

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップでアクセス リスト トラフィックを特定します。
match rtp クラス マップで特定の RTP ポートを指定します。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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match default-inspection-traffic
クラス マップで inspect コマンドに対応するデフォルトのトラフィックを指定するには、クラス   
マップ コンフィギュレーション モードで match default-inspection-traffic コマンドを使用します。こ     
の指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match default-inspection-traffic

no match default-inspection-traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 各検査のデフォルト トラフィックについては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match default-inspection-traffic コマンドを使用すると、個々の inspect コマンドに対応するデフォル    
ト トラフィックを照合できます。match default-inspection-traffic  コマンドは、他の 1 つの match コ        
マンドと組み合わせて使用できます。通常は、permit ip src-ip dst-ip の形式で、access-list と組み合     
わせます。

match default-inspection-traffic コマンドと 2 番めの match コマンドを組み合わせる場合は、match      
default-inspection-traffic コマンドでプロトコルおよびポート情報を指定し、2 番めの match コマン    
ドでその他のあらゆる情報（IP アドレスなど）を指定するのがルールです。2 番めの match コマン    
ドで指定したプロトコルおよびポート情報は、inspect コマンドに関しては無視されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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たとえば、次の例で指定した 65535 は無視されます。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic
hostname(config-cmap)# match port 65535

検査用のデフォルト トラフィックは、次のとおりです。

例 次に、クラス マップおよび match default-inspection-traffic コマンドを使用して、トラフィック ク     
ラスを定義する例を示します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match default-inspection-traffic

関連コマンド

検査タイプ プロトコル タイプ 送信元ポート 宛先ポート

ctiqbe tcp 該当なし 1748
dns udp 53 53
ftp tcp 該当なし 21
gtp udp 2123、3386 2123、3386
h323 h225 tcp 該当なし 1720
h323 ras udp 該当なし 1718-1719
http tcp 該当なし 80
icmp icmp 該当なし 該当なし

ils tcp 該当なし 389
mgcp udp 2427、2727 2427、2727
netbios udp 137-138 該当なし

rpc udp 111 111
rsh tcp 該当なし 514
rtsp tcp 該当なし 554
sip tcp、udp 該当なし 5060
skinny tcp 該当なし 2000
smtp tcp 該当なし 25
sqlnet tcp 該当なし 1521
tftp udp 該当なし 69
xdmcp udp 177 177

コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップ内のアクセス リスト トラフィックを特定します。
match any クラス マップにすべてのトラフィックを含めます。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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match dscp
クラス マップで IETF 定義の（IP ヘッダーの）DSCP 値を指定するには、クラス マップ コンフィ       
ギュレーション モードで match dscp コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマ    
ンドの no 形式を使用します。

match dscp {values}

no match dscp {values}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match dscp コマンドを使用すると、IP ヘッダー内の IETF で定義された DSCP 値を照合できます。

例 次に、クラス マップおよび match dscp コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義する例を     
示します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match dscp af43 cs1 ef

values IP ヘッダー内の IETF で定義された DSCP 値を 8 種類まで指定します。範       
囲は 0 ～ 63 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

match interface
指定されたインターフェイスのいずれかを起点とするネクスト ホップが存在するルートを配布す 
るには、ルート マップ コンフィギュレーション モードで match interface コマンドを使用します。      
match interface エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match interface interface-name...

no match interface interface-name...

シンタックスの説明

デフォルト 一致インターフェイスは定義されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンド構文内の省略記号（...）は、コマンドを入力するときに、interface-type interface-number 引  
数に対応する値を複数指定できることを意味します。

route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップ内のアクセス リスト トラフィックを特定します。
match port そのインターフェイスで受信したパケットの比較条件として、

TCP/UDP ポートを指定します。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。

interface-name nameif コマンドで指定されたインターフェイスの名前。複数のインター 
フェイス名を指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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match ルート マップ コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。match コマン     
ドは任意の順番で指定できます。set コマンドで指定された set アクションに従ってルートを再配布   
するには、すべての match コマンドと「一致する」必要があります。match コマンドの no 形式を     
使用すると、指定の一致条件が削除されます。match コマンドで複数のインターフェイスが指定さ 
れている場合、no match interface interface-name で削除できるインターフェイスは 1 つだけです。

ルート マップは複数の部分で構成できます。route-map コマンドに関連付けられているどの match   
節とも一致しないルートは、すべて無視されます。一部のデータのみを変更する場合は、別のルー

ト マップ セクションを設定し、明示的な一致を指定します。

例 次に、ネクスト ホップが外部のルートを配布する例を示します。

hostname(config)# route-map name 
hostname(config-route-map)# match interface outside

関連コマンド コマンド 説明

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

match ip route-source アクセス リストで指定されたアドレスにあるルータおよびアクセス 
サーバによってアドバタイズされたルートを再配布します。

match metric 指定されたメトリックのルートを再配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック  

値を指定します。
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match ip address
指定されたアクセス リストのいずれかと一致するルート アドレスまたは一致パケットを持つルー  
トを再配布するには、ルート マップ コンフィギュレーション モードで match ip address コマンド       
を使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

match ip address {acl...}

no match ip address {acl...}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

例 次に、内部ルートを再配布する例を示します。

hostname(config)# route-map name
hostname(config-route-map)# match ip address acl_dmz1 acl_dmz2

関連コマンド

acl ACL を名前で指定します。複数の ACL を指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのあるルートを配 
布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ ア   
ドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

match metric 指定されたメトリックのルートを再配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック値を  

指定します。
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match ip next-hop
指定されたアクセス リストのいずれかと一致するネクスト ホップ ルータ アドレスを持つルートを    
再配布するには、ルート マップ コンフィギュレーション モードで match ip next-hop コマンドを使       
用します。ネクストホップ エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match ip next-hop {acl...| prefix-list prefix_list}

no match ip next-hop {acl...| prefix-list prefix_list}

シンタックスの説明

デフォルト ルートは自由に配布されます。ネクストホップ アドレスを照合する必要はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンド構文内の省略記号（...）は、コマンドを入力するときに、access-list-name 引数に対応する 
値を複数指定できることを意味します。

route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

match ルート マップ コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。match コマン     
ドは任意の順番で入力できます。set コマンドで指定された set アクションに従ってルートを再配布   
するには、すべての match コマンドと「一致する」必要があります。match コマンドの no 形式を     
使用すると、指定の一致条件が削除されます。

ルート マップを使用してルートを渡す場合、ルート マップは複数の部分で構成できます。  
route-map コマンドに関連付けられているどの match 節とも一致しないルートは、すべて無視され   
ます。一部のデータのみを変更する場合は、別のルート マップ セクションを設定し、明示的な一  
致を指定します。

acl ACLの名前。複数の ACL を指定できます。
prefix-list prefix_list プレフィックス リストの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、アクセス リスト acl_dmz1 または acl_dmz2 によって渡されたネクストホップ ルータ アドレ       
スを持つルートを配布する例を示します。

hostname# route-map name
hostname(config-route-map)# match ip next-hop acl_dmz1 acl_dmz2

関連コマンド コマンド 説明

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのあるルートを 
配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

match metric 指定されたメトリックのルートを再配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック値  

を指定します。
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match ip route-source
アクセス リストで指定されたアドレス上のルータおよびアクセス サーバによってアドバタイズさ  
れたルートを再配布するには、ルート マップ コンフィギュレーション モードで match ip    
route-sourceコマンドを使用します。ネクストホップ エントリを削除するには、このコマンドの no  
形式を使用します。

match ip route-source {acl...| prefix-list prefix_list}

no match ip route-source {acl...| prefix-list prefix_list}

シンタックスの説明

デフォルト ルート送信元に関するフィルタリングを行いません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンド構文内の省略記号（...）は、コマンドを入力するときに、access-list-name 引数に対応する 
値を複数指定できることを意味します。

route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

match ルート マップ コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。match コマン     
ドは任意の順番で入力できます。set コマンドで指定された set アクションに従ってルートを再配布   
するには、すべての match コマンドと「一致する」必要があります。match コマンドの no 形式を     
使用すると、指定の一致条件が削除されます。

ルート マップは複数の部分で構成できます。route-map コマンドに関連付けられているどの match   
節とも一致しないルートは、すべて無視されます。一部のデータのみを変更する場合は、別のルー

ト マップ セクションを設定し、明示的な一致を指定します。ルートのネクストホップおよび送信  
元ルータ アドレスは、異なる場合があります。

acl ACLの名前。複数の ACL を指定できます。
prefix_list プレフィックス リストの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、アクセス リスト acl_dmz1 および acl_dmz2 で指定されたアドレス上のルータおよびアクセス     
サーバによってアドバタイズされたルートを配布する例を示します。

hostname(config)# route-map name
hostname(config-route-map)# match ip route-source acl_dmz1 acl_dmz2

関連コマンド コマンド 説明

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのあるルートを 
配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

match metric 指定されたメトリックのルートを再配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック値  

を指定します。
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match metric
指定されたメトリックを持つルートを再配布するには、ルート マップ コンフィギュレーション  
モードで match metricコマンドを使用します。エントリを削除するには、このコマンドの no形式 
を使用します。

match metric number

no match metric number

シンタックスの説明

デフォルト メトリック値に関するフィルタリングを行いません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

match ルート マップ コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。matchコマン    
ドは任意の順番で指定できます。また、setコマンドで指定された set アクションに従ってルートを  
再配布するには、すべての match コマンドと「一致する」必要があります。match コマンドの no  
形式を使用すると、指定の一致条件が削除されます。

ルート マップは複数の部分で構成できます。route-map コマンドに関連付けられているどの match   
節とも一致しないルートは、すべて無視されます。一部のデータのみを変更する場合は、別のルー

ト マップ セクションを設定し、明示的な一致を指定します。

例 次に、メトリックが 5 のルートを再配布する例を示します。

hostname(config)# route-map name
hostname(config-route-map)# match metric 5

number ルータ メトリック値。有効値は 0 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

match port
クラス マップで特定のポート番号を指定するには、クラス マップ コンフィギュレーション モード    
で match port コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し     
ます。

match port {tcp | udp} {eq eq_id | range beg_id end_id}

no match port {tcp | udp} {eq eq_id | range beg_id end_id}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

コマンド 説明

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのあるルートを 
配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック値  

を指定します。

eq eq_id ポート名を指定します。

range beg_id end_id ポート範囲（1 ～ 65535）の開始値と終了値を指定します。
tcp TCP ポートを指定します。
udp UDP ポートを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match port コマンドは、ポート範囲を指定する場合に使用します。

例 次に、クラス マップおよび match port コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義する例を     
示します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 8080

関連コマンド コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップ内のアクセス リスト トラフィックを特定します。
match any クラス マップにすべてのトラフィックを含めます。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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match precedence
クラス マップで優先順位値を指定するには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで    
match precedence コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

match precedence value

no match precedence value

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match precedence コマンドは、IP ヘッダーの TOS バイトで表された値を指定する場合に使用しま     
す。

例 次に、クラス マップおよび match precedence コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義す     
る例を示します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match precedence 1

value 最大 4 つの優先順位値をスペースで区切って指定します。範囲は 0 ～ 7 で     
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

match route-type
指定されたタイプのルートを再配布するには、ルート マップ コンフィギュレーションモードで  
match route-type コマンドを使用します。ルート タイプ エントリを削除するには、このコマンドの    
no 形式を使用します。

match route-type {local | internal | {external [type-1 | type-2]} | {nssa-external [type-1 | type-2]}}

no match route-type {local | internal | {external [type-1 | type-2]} | {nssa-external [type-1 | type-2]}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドや、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドの実行条件が満たされている場合に実行される特定の   
再配布アクション）を指定します。no route-map コマンドを使用すると、ルート マップが削除され   
ます。

コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップ内のアクセス リスト トラフィックを特定します。
match any クラス マップにすべてのトラフィックを含めます。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。

external OSPF 外部ルート（タイプ 1 またはタイプ 2）を照合します。
internal OSPF エリア内ルートおよびエリア間ルートを照合します。
local ローカルで生成されたルートを照合します。

nssa-external OSPF NSSA 外部ルート（タイプ 1 またはタイプ 2）を照合します。
type-1 （任意）タイプ 1 のルートだけを照合します。
type-2 （任意）タイプ 2 のルートだけを照合します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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match ルート マップ コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。match コマン     
ドは任意の順番で入力できます。set コマンドで指定された set アクションに従ってルートを再配布   
するには、すべての match コマンドと「一致する」必要があります。match コマンドの no 形式を     
使用すると、指定の一致条件が削除されます。

ルート マップは複数の部分で構成できます。route-map コマンドに関連付けられているどの match   
節とも一致しないルートは、すべて無視されます。一部のデータのみを変更する場合は、別のルー

ト マップ セクションを設定し、明示的な一致を指定します。

例 次に、内部ルートを再配布する例を示します。

hostname(config)# route-map name
hostname(config-route-map)# match route-type internal

関連コマンド コマンド 説明

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのあるルートを 
配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

match metric 指定されたメトリックのルートを再配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメトリック値  

を指定します。
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match rtp
クラス マップで偶数番号のポートの UDP ポート範囲を指定するには、クラス マップ コンフィギュ     
レーション モードで match rtp コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの    
no 形式を使用します。

match rtp starting_port range

no match rtp starting_port range

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン match コマンドは、トラフィック クラスのクラス マップに含まれるトラフィックを特定する場合   
に使用します。このコマンドでさまざまな条件を指定して、クラス マップに含まれるトラフィック 
を定義します。トラフィック クラスは、モジュラ ポリシー フレームワークを使用してセキュリティ   
機能を設定するときに、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して定義し   
ます。クラス マップ コンフィギュレーション モードから match コマンドを使用することによって、     
クラスに含めるトラフィックを定義できます。

インターフェイスにトラフィック クラスが適用されると、そのインターフェイスで受信したパケッ 
トがクラス マップの match ステートメントで定義された条件と比較されます。指定された条件と   
一致したパケットは、トラフィック クラスに含まれ、そのトラフィック クラスに対応付けられた  
アクションの対象となります。トラフィック クラスで指定された条件のいずれとも一致しなかった 
パケットは、デフォルトのトラフィック クラスに割り当てられます。

match rtp コマンドは、RTP ポート（ starting_port から  starting_port に  range を加えたものまでの           
間の偶数の UDP ポート）を照合する場合に使用します。

例 次に、クラス マップおよび match rtp コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義する例を示     
します。

hostname(config)# class-map cmap
hostname(config-cmap)# match rtp 20000 100

starting_port 偶数の UDP 宛先ポートの下限を指定します。範囲は 2000 ～ 65535 です。
range RTP ポートの範囲を指定します。範囲は 0 ～ 16383 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 20章      mac-address-table aging-time ～ multicast-routing コマンド
match rtp 

20-31
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

関連コマンド コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
match access-list クラス マップ内のアクセス リスト トラフィックを特定します。
match any クラス マップにすべてのトラフィックを含めます。
show running-config class-map クラス マップの設定情報を表示します。
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max-failed-attempts
サーバ グループ内の所定のサーバが停止するまでに、サーバで許容される試行失敗の回数を指定す 
るには、AAA サーバ グループ モードで max-failed-attempts コマンドを使用します。この指定を削     
除してデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

max-failed-attempts number

no max-failed-attempts

シンタックスの説明

デフォルト number のデフォルト値は 3 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを発行する前に、AAA サーバまたはグループを設定しておく必要があります。

例 hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server-group)# max-failed-attempts 4

関連コマンド

number 1 ～ 5 の整数。先行する aaa-server コマンドで指定されたサーバ グループ      
の個々のサーバで許容される、接続試行の失敗回数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ グループ  •  •  •  • —

リリース 変更

7.0 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server server-tag protocol protocol AAA サーバ グループ コンフィギュレーション モード    
を開始して、グループ固有の AAA サーバ パラメータお   
よびグループ内の全ホストに共通の AAA サーバ パラ   
メータを設定します。

clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除し   
ます。

show running-config aaa すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定の   
グループ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルに

ついて、AAA サーバの統計情報を表示します。
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max-header-length
HTTP ヘッダー長に基づいて HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マップ コンフィギュレー     
ション モードで max-header-length コマンドを使用します。HTTP マップ コンフィギュレーション     
モードには、http-map コマンドを使用してアクセスします。このコマンドを削除するには、コマン 
ドの no 形式を使用します。

max-header-length {request bytes [response bytes] | response bytes} action {allow | reset | drop} [log]

no max-header-length {request bytes [response bytes] | response bytes} action {allow | reset | drop} 
[log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン max-header-length コマンドをイネーブルにすると、FWSM は HTTP ヘッダーが設定限度内のメッ    
セージだけを許可し、それ以外のメッセージには指定されたアクションを実行します。FWSM に 
TCP 接続をリセットさせ、任意で Syslog エントリを作成する場合は、action キーワードを使用しま    
す。

例 次に、HTTP ヘッダーが 100 バイト以下の HTTP 要求に制限する例を示します。ヘッダーが大きす     
ぎる場合、FWSM は TCP 接続をリセットし、Syslog エントリを作成します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# max-header-length request bytes 100 action log reset
hostname(config-http-map)# exit

action メッセージがこのコマンド検査に失敗した場合に実行するアクション

allow メッセージを許可します。

drop 接続を終了します。

bytes バイト数（1 ～ 65535）
log （任意）Syslog を生成します。
request  メッセージを要求します。

reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。
response （任意）応答メッセージ

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

max-uri-length
HTTP 要求メッセージの URI 長に基づいて HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マップ コン       
フィギュレーション モードで max-uri-length コマンドを使用します。HTTP マップ コンフィギュ     
レーション モードには、http-map コマンドを使用してアクセスします。このコマンドを削除する  
には、コマンドの no 形式を使用します。

max-uri-length bytes action {allow | reset | drop} [log]

no max-uri-length bytes action {allow | reset | drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン max-uri-length コマンドをイネーブルにすると、FWSM は URI が設定限度内のメッセージだけを許    
可し、それ以外のメッセージには指定されたアクションを実行します。FWSM に TCP 接続をリセッ   
トさせ、Syslog エントリを作成する場合は、action キーワードを使用します。

長さが設定値以下の URI は許可されます。それ以外は、指定されたアクションが実行されます。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。

action メッセージがこのコマンド検査に失敗した場合に実行するアクション

allow メッセージを許可します。

drop 接続を終了します。

bytes バイト数（1 ～ 65535）
log （任意）Syslog を生成します。
reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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例 次に、URIが 100 バイト以下のものに HTTP 要求を制限する例を示します。URIが大きすぎる場合、    
FWSM は TCP 接続をリセットし、Syslog エントリを作成します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# max-uri-length 100 action reset log
hostname(config-http-map)# exit

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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mcc
IMSI プレフィクス フィルタリングのために、モバイル国別コードおよびモバイル ネットワーク   
コードを指定するには、GTP マップ コンフィギュレーション モードで mcc コマンドを使用します。     
この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

mcc country_code mnc network_code

no mcc country_code mnc network_code

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、FWSM は MCC/MNC の組み合わせが有効かどうかを確認しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、IMSI プレフィクスのフィルタリングに使用します。受信したパケットの IMSI に   
含まれている MCC および MNC とこのコマンドで設定された MCC/MNC が比較され、一致してい      
ない場合はパケットがドロップされます。

IMSI プレフィクス フィルタリングをイネーブルにするには、このコマンドを使用する必要があり  
ます。複数のインスタンスを設定し、許可する MCC と MNC の組み合わせを指定できます。デフォ    
ルトでは、FWSM は MNC と MCC の組み合わせが有効かどうかを調べないので、ユーザ側で設定     
された組み合わせの有効性を確認する必要があります。MCC コードおよび MNC コードの詳細につ   
いては、ITU E.212 の勧告『Identification Plan for Land Mobile Stations』を参照してください。

例 次に、MCC として 111、MNC として 222 を指定して、IMSI プレフィクス フィルタリングを行うト       
ラフィックを特定する例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# mcc 111 mnc 222

country_code モバイル国別コードを指定する、ゼロ以外の 3 桁の値。1 桁または 2 桁の     
値を入力した場合は、前に 0 が付加されて 3 桁の値が作成されます。

network_code ネットワーク コードを指定する 2 桁 または 3 桁の値 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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member
リソース クラスにコンテキストを割り当てるには、コンテキスト コンフィギュレーション モード   
で member コマンドを使用します。クラスからコンテキストを削除するには、このコマンドの no   
形式を使用します。

member class_name

no member class_name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、コンテキストはデフォルト クラスに割り当てられます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、コンテキスト別の最大限度が適用される場合を除き、あらゆるセキュリティ コン 
テキストが FWSM のリソースに無制限にアクセスできます。ただし、1 つまたは複数のコンテキス   
トがリソースを多く使用しすぎていて、他のコンテキストの接続が拒否される場合など、リソース

管理を設定してコンテキストごとのリソースの使用を制限できます。FWSM は、リソース クラス  
にコンテキストを割り当てることによってリソースを管理します。各コンテキストは、クラスに

よって設定されたリソース限度を使用します。

例 次に、gold クラスにコンテキスト test を割り当てる例を示します。

hostname(config)# context test
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan100 int1
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan102 int2
hostname(config-ctx)# allocate-interface vlan110-vlan115 int3-int8
hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/test.cfg
hostname(config-ctx)# member gold
hostname(config-ctx)# allocate-acl-partition 0

関連コマンド

class_name class コマンドで作成したクラス名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

コンテキスト コンフィギュ 
レーション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class リソース クラスを作成します。
context セキュリティ コンテキストを設定します。
limit-resource リソース限度を設定します。

show resource allocation 各クラスのリソース割り当てを表示します。

show resource types 制限を設定できるリソース タイプを表示します。
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memory caller-address
メモリの問題を特定するために、コール トレースすなわち発信者 PC 用にプログラム メモリの特定    
の範囲を設定するには、特権 EXEC モードで memory caller-address コマンドを使用します。発信者     
PC は、メモリ割り当てプリミティブを呼び出したプログラムのアドレスです。アドレス範囲を削
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

memory caller-address startPC endPC

no memory caller-address

シンタックスの説明

デフォルト メモリ追跡では、実際の発信者 PC が記録されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン memory caller-address コマンドは、メモリの問題を特定のメモリ ブロックに分離するために使用し   
ます。

場合によって、メモリ割り当てプリミティブの実際の発信者 PC は、プログラムのさまざまな場所  
で使用される既知のライブラリ関数です。プログラム内の個々の位置を特定するには、ライブラリ

関数の開始プログラム アドレスと終了プログラム アドレスを設定し、ライブラリ関数の発信者プ  
ログラム アドレスを記録します。

（注） 発信者のアドレス トレースをイネーブルにすると、FWSM のパフォーマンスが一時的に低下する  
可能性があります。

endPC メモリ ブロックの終了アドレス範囲を指定します。
startPC メモリ ブロックの開始アドレス範囲を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、memory caller-address コマンドを使用して設定されたアドレス範囲を表示する例、および show  
memory-caller address コマンドの出力例を示します。

hostname# memory caller-address 0x00109d5c 0x00109e08 
hostname# memory caller-address 0x009b0ef0 0x009b0f14 
hostname# memory caller-address 0x00cf211c 0x00cf4464 

hostname# show memory-caller address
Move down stack frame for the addresses:
pc = 0x00109d5c-0x00109e08 
pc = 0x009b0ef0-0x009b0f14 
pc = 0x00cf211c-0x00cf4464 

関連コマンド コマンド 説明

memory profile enable メモリ使用率（メモリ プロファイリング）のモニタリングをイ 
ネーブルにします。

memory profile text プロファイリングするメモリのテキスト範囲を設定します。

show memory OS で使用可能な最大物理メモリおよび現在の空きメモリに関 
するサマリーを表示します。

show memory binsize 特定の bin サイズに対して割り当てられたチャンクに関するサ  
マリー情報を表示します。

show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示し 
ます。

show memory-caller address FWSM に設定されたアドレス範囲を表示します。
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memory delayed-free-poisoner enable
delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで memory  
delayed-free-poisoner enable  コマンドを使用します。delayed free-memory poisoner ツールをディセー      
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。delayed free-memory poisoner ツールを使用     
すると、アプリケーションによって解放されたメモリが、解放後に変更されていないか監視できま

す。

memory delayed free poisoner enable

no memory delayed free poisoner enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト memory delayed-free-poisoner enable  コマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにすると、メモリ使用状況およびシステム パ    
フォーマンスに重大な影響があります。このコマンドは、シスコ TAC の監視のもとでのみ使用し  
てください。システムの負荷が大きい時間帯に実稼働環境でこのコマンドを使用しないでくださ

い。

このツールをイネーブルにすると、FWSM で実行中のアプリケーションによって発行されたメモリ 
解放要求が FIFO キューに書き込まれます。各要求が FIFO キューに書き込まれる際、その対象とな    
るメモリ バイトのうち低レベルのメモリ管理には使用されない部分に、値 0xcc が書き込まれて「無   
効化」されます。

メモリ解放要求は、アプリケーションで、空きメモリ プールよりも多くのメモリが必要になるま 
で、キューに保持されます。メモリが必要になると、最初のメモリ解放要求がキューから取り出さ

れ、無効化されたメモリが検証されます。

無効化されたメモリ領域が変更されていない場合は、低レベルのメモリ プールに戻され、delayed 
free-memory poisoner ツールが、最初の要求を行ったアプリケーションからのメモリ要求を再発行し  
ます。このプロセスは、要求元のアプリケーションにとって十分なメモリが解放されるまで繰り返

されます。

無効化されたメモリ領域が変更されている場合は、クラッシュが発生し、クラッシュの原因を判断

するための診断が出力されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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delayed free-memory poisoner ツールは、定期的に、キューに登録されているすべての要素を自動的   
に検証します。memory delayed-free-poisoner validate コマンドを使用して、検証を手動で起動する   
こともできます。

このコマンドの no 形式を使用すると、要求によって参照されているキュー内のすべてのメモリ領  
域が空きメモリ プールに戻されます。その際、それらのメモリに対する検証は行われず、すべての 
統計情報カウンタは消去されます。

例 次の例では、delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにする例を示します。

hostname# memory delayed-free-poisoner

次に、delayed free-memory poisoner ツールがメモリの不正な再利用を検出したときの出力例を示し   
ます。

delayed-free-poisoner validate failed because a
        data signature is invalid at delayfree.c:328.

    heap region:    0x025b1cac-0x025b1d63 (184 bytes)
    memory address: 0x025b1cb4
    byte offset:    8
    allocated by:   0x0060b812
    freed by:       0x0060ae15

Dumping 80 bytes of memory from 0x025b1c88 to 0x025b1cd7
025b1c80:                         ef cd 1c a1 e1 00 00 00  |          ........
025b1c90: 23 01 1c a1 b8 00 00 00 15 ae 60 00 68 ba 5e 02  |  #.........`.h.^.
025b1ca0: 88 1f 5b 02 12 b8 60 00 00 00 00 00 6c 26 5b 02  |  ..[...`.....l&[.
025b1cb0: 8e a5 ea 10 ff ff ff ff cc cc cc cc cc cc cc cc  |  ................
025b1cc0: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc  |  ................
025b1cd0: cc cc cc cc cc cc cc cc                          |  ........

An internal error occurred.  Specifically, a programming assertion was
violated.  Copy the error message exactly as it appears, and get the
output of the show version command and the contents of the configuration
file.  Then call your technical support representative.

assertion "0" failed: file "delayfree.c", line 191

表 20-1 に、上記の出力の重要な部分について説明します。

表 20-1 不正メモリ使用の出力の説明 

フィールド 説明

heap region 要求を行っているアプリケーションが使用できるアドレス領域とメモリ

領域のサイズ。これは要求されたサイズと同じではありません。システム

は、メモリ要求が行われた時点でメモリを分配する方法をとるため、アプ

リケーションが使用できるサイズは要求されたサイズよりも小さくなる

場合があります。

memory address メモリ内の異常が検出されたアドレス

byte offset byte offset はヒープ領域の先頭からの相対位置で、実行結果を使用してこ  
のアドレスから始まるデータ構造を格納した場合、変更されたフィールド

を検索できます。値が 0 またはヒープ領域バイト カウントよりも値が大き   
い場合、問題は低レベル ヒープ パッケージの予期しない値であることを  
示している可能性があります。
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関連コマンド

allocated by/freed by 特定のメモリ領域を対象にした最後の malloc/calloc/realloc および free コー    
ルが行われた命令アドレス

Dumping... メモリ領域のダンプ。検出された異常がヒープ メモリ領域の先頭からどれ 
だけ近いかに応じて、1 つまたは 2 つのダンプが出力されます。システム   
ヒープ ヘッダーの次の 8 バイトは、このツールがさまざまなシステム ヘッ    
ダー値のハッシュおよびキュー リンケージを格納するのに使用するメモ 
リです。領域内のそれ以外のすべてのバイトには、システム ヒープ トレー  
ラが検出される位置まで、0xcc に設定されている必要があります。

表 20-1 不正メモリ使用の出力の説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

clear memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューおよび統   
計情報を消去します。

memory delayed-free-poisoner validate delayed free-memory poisoner ツールのキュー内の要素   
を検証します。

show memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューの使用状   
況について要約を表示します。
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memory delayed-free-poisoner validate
memory delayed-free-poisoner  キュー内のすべての要素を検証するには、特権 EXEC モードでmemory     
delayed-free-poisoner validate  コマンドを使用します。

memory delayed free poisoner enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン memory delayed-free-poisoner validate コマンドを使用するには、まず memory  delayed-free-poisoner     
enable  コマンドを使用して delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルする必要があります。

memory delayed-free-poisoner validate コマンドを実行すると、memory delayed-free-poisoner  キュー      
の各要素が検証されます。予期せぬ値が格納された要素が見つかると、クラッシュが発生し、ク

ラッシュの原因を判断するための診断が出力されます。予期せぬ値が見つからなければ、キュー内

の各要素はそのままで、ツールによって通常どおり処理されます。memory delayed-free-poisoner 
validate コマンドによって、キューに登録されているメモリがシステムのメモリ プールに戻される  
ことはありません。

（注） delayed free-memory poisoner ツールは、定期的に、キューに登録されているすべての要素を自動的   
に確認します。

例 次の例では、memory delayed-free-poisoner キュー内に登録されているすべての要素を検証していま  
す。

hostname# memory delayed-free-poisoner validate

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューおよび統計   
情報を消去します。

memory delayed-free-poisoner enable delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにしま   
す。

show memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューの使用状況   
について要約を表示します。
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memory profile enable
メモリ使用状況のモニタ（メモリ プロファイリング）をイネーブルにするには、特権 EXEC モー   
ドで memory profile enable コマンドを使用します。メモリ プロファイリングをディセーブルにする     
には、このコマンドの no 形式を使用します。

memory profile enable peak peak_value

no memory profile enable peak peak_value

シンタックスの説明

デフォルト メモリ プロファイリングは、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン メモリ プロファイリングをイネーブルにする前に、memory profile text コマンドでプロファイリン    
グするメモリ テキスト範囲を設定しておく必要があります。

一部のメモリは、clear memory profile コマンドが入力されるまで、プロファイリング システムが保    
持します。show memory status コマンドの出力を参照してください。

（注） メモリ プロファイリングをイネーブルにすると、FWSM のパフォーマンスが一時的に低下する可  
能性があります。

次に、メモリ プロファイリングをイネーブルにする例を示します。

hostname# memory profile enable

関連コマンド

peak_value メモリ使用状況のスナップショットをピーク使用状況バッファに保管す

る、メモリ使用状況しきい値を指定します。このバッファの内容をあとで

分析し、システムに必要なピーク メモリを決定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

memory profile text プロファイリングするメモリのテキスト範囲を設定します。

show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示し 
ます。
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memory profile text
プロファイリングするメモリのプログラム テキスト範囲を設定するには、特権 EXEC モードで   
memory profile text コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

memory profile text {startPC endPC | all resolution}

no memory profile text {startPC endPC | all resolution}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン テキスト範囲が小さい場合、通常は [4] の精度で命令呼び出しをトレースします。テキスト範囲が  
大きい場合、通常 1 回めは粗い精度で十分です。次の回で、セットの領域数を減らして範囲を絞り  
込みます。

memory profile text コマンドを使用してテキスト範囲を入力したあとで、memory profile enable コマ      
ンドを入力してメモリ プロファイリングを開始する必要があります。メモリ プロファイリングは、  
デフォルトでディセーブルです。

（注） メモリ プロファイリングをイネーブルにすると、FWSM のパフォーマンスが一時的に低下する可  
能性があります。

例 次に、精度を 4 にして、プロファイリングするメモリのテキスト範囲を設定する例を示します。

hostname# memory profile text 0x004018b4 0x004169d0 4

all メモリ ブロックのテキスト範囲全体を指定します。
endPC メモリ ブロックの終了テキスト範囲を指定します。
resolution ソース テキスト領域に対するトレースの精度を指定します。
startPC メモリ ブロックの開始テキスト範囲を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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次に、テキスト範囲の設定およびメモリ プロファイリングのステータス（OFF）を表示する例を示 
します。

hostname# show memory profile 
InUse profiling: OFF  
Peak profiling: OFF  
Profile:  
0x004018b4-0x004169d0(00000004) 

（注） メモリ プロファイリングを開始するには、memory profile enable コマンドを入力する必要がありま    
す。メモリ プロファイリングは、デフォルトでディセーブルです。

関連コマンド コマンド 説明

clear memory profile メモリ プロファイリング機能が保持しているバッファを消去し 
ます。

memory profile enable メモリ使用率（メモリ プロファイリング）のモニタリングをイ 
ネーブルにします。

show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示し 
ます。

show memory-caller address FWSM に設定されたアドレス範囲を表示します。
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message-length
設定された最大長および最小長を満たしていない GTP パケットをフィルタリングするには、GTP  
マップ コンフィギュレーション モードで message-length コマンドを使用します。GTP マップ コン      
フィギュレーション モードには、gtp-map コマンドを使用してアクセスします。コマンドを削除す  
るには、no 形式を使用します。

message-length min min_bytes  max max_bytes

no message-length min min_bytes  max max_bytes

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドで指定する長さは、GTP ヘッダーとメッセージのその他の部分の合計です。それが 
UDP パケットのペイロードです。

例 次に、長さが 20 ～ 300 バイトのメッセージを許可する例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# permit message-length min 20 max 300

関連コマンド

max UDP ペイロードで使用できる最大バイト数を指定します。
max_bytes UDP ペイロードの最大バイト数。範囲は 1 ～ 65536 です。
min UDP ペイロードで使用できる最小バイト数を指定します。
min_bytes UDP ペイロードの最小バイト数。範囲は 1 ～ 65536 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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mfib forwarding
インターフェイス上で MFIB 転送を再度イネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュ   
レーション モードで mfib forwarding  コマンドを使用します。インターフェイス上の MFIB 処理を       
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mfib forwarding

no mfib forwarding

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト multicast-routing コマンドはデフォルトで、すべてのインターフェイス上で MFIB 転送をイネーブ   
ルにします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト ルーティングをイネーブルにすると、デフォルトで、MFIB 転送がすべてのイン  
ターフェイスでイネーブルになります。特定のインターフェイス上で MFIB 転送をディセーブルに  
するには、このコマンドの no 形式を使用します。実行コンフィギュレーションには、このコマン  
ドの no 形式だけが表示されます。

MFIB 転送をインターフェイス上でディセーブルにすると、他の方法で特別に設定しないかぎり、 
そのインターフェイスはマルチキャスト パケットを受け入れません。MFIB 転送がディセーブルに  
なると、IGMP パケットも妨げられます。

例 次に、指定されたインターフェイスでの MFIB 転送をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# interface Vlan55
hostname(config-if)# no mfib forwarding

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
pim インターフェイス上で PIM をイネーブルにします。
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mgcp-map
MGCP 検査のパラメータを定義する、特定のマップを指定するには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで mgcp-map コマンドを使用します。マップを削除するには、このコマンドの no 形     
式を使用します。

mgcp-map map_name

no mgcp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト MGCP コマンド キューのデフォルトは 200 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン mgcp-map コマンドは、MGCP 検査のパラメータを定義するための具体的なマップを指定する場合  
に使用します。このコマンドを入力すると、コンフィギュレーション モードが開始され、具体的な 
マップを定義するための各種コマンドを入力できます。MGCP マップの定義後、inspect mgcp コマ   
ンドを使用してマップをイネーブルにします。Modular Policy Framework を使用して、定義したトラ   
フィック クラスに inspect コマンドを適用し、特定のインターフェイスにポリシーを適用します。   
MGCP マップ コンフィギュレーション モードで使用できるコマンドは、次のとおりです。

 • call-agent ― コール エージェント グループを指定します。

 • command-queue ― キューに格納できる MGCP コマンドの最大数を指定します。

 • gateway ― 特定のゲートウェイを管理するコール エージェント グループを指定します。

 • no ― コマンドを取り消して、パラメータをデフォルト値に設定します。

例 次に、mgcp-map コマンドを使用して、MGCP 検査のパラメータを定義するためのマップ  
（mgcp-policy）を指定する例を示します。

hostname(config)# mgcp-map mgcp-policy
hostname(config-mgcp-policy)# 

map_name MGCP マップの名前。最大文字数は 64 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、MGCP トラフィックを指定し、MGCP マップを定義し、ポリシーを定義して、そのポリシー  
を外部インターフェイスに適用する例を示します。次の例のように MGCP 検査 エンジンをイネー   
ブルにすると、デフォルト ポート（2427）上で MGCP トラフィックと照合するクラス マップが作    
成されます。さらに、外部ポリシーにサービス ポリシーが適用されます。

hostname(config)# class-map mgcp-port
hostname(config-cmap)# match port tcp eq 2427
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# mgcp-map mgcp_inbound
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.5 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.6 101
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.7 102
hostname(config-mgcp-map)# call-agent 10.10.11.8 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.115 101
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.116 102
hostname(config-mgcp-map)# gateway 10.10.10.117 102
hostname(config-mgcp-map)# command-queue 150
hostname(config)# policy-map mgcp_policy
hostname(config-pmap)# class mgcp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect mgcp mgcp_inbound
hostname(config-pmap-c)# exit
hostname(config)# service-policy mgcp_policy interface outside

この場合、コール エージェント 10.10.11.5 および 10.10.11.6 でゲートウェイ 10.10.10.115 を制御し、       
コール エージェント 10.10.11.7 および 10.10.11.8 でゲートウェイ 10.10.10.116 および 10.10.10.117 の         
両方を制御できるようになります。キューに格納できる MGCP コマンドの最大数は 150 です。

すべてのインターフェイスで MGCP 検査をイネーブルにするには、interface outside の代わりに    
global パラメータを使用します。

関連コマンド コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報を表示できるようにします。
show mgcp MGCP の設定およびセッション情報を表示します。
timeout MGCP に関連するアイドル タイムアウトを設定します。
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mkdir
新しいディレクトリを作成するには、特権 EXEC モードで mkdir コマンドを使用します。

mkdir [/noconfirm] [flash:]path

シンタックスの説明

デフォルト パスを指定しなかった場合、現在の作業ディレクトリでディレクトリが作成されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 名前が同じディレクトリがすでに存在する場合、新しいディレクトリは作成されません。

例 次に、[backup] という新しいディレクトリを 1 つ作成する例を示します。

hostname# mkdir backup

関連コマンド

noconfirm （任意）確認のプロンプトを抑制します。

flash: （任意）内蔵フラシュ メモリを指定し、続けてコロンを指定します。
path 作成するディレクトリの名前およびパス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを指定のディレクトリに変更します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

rmdir 指定のディレクトリを削除します。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。
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mode
セキュリティ コンテキスト モードをシングルまたはマルチに設定するには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで mode コマンドを使用します。1 つの FWSM をセキュリティ コンテキス       
トと呼ばれる複数の仮想デバイスに分割できます。各コンテキストは、独立したデバイスと同様に

動作し、それぞれに独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイス、および管理者が与えられま 
す。マルチコンテキストは、複数のスタンドアロン アプライアンスを使用する場合と類似していま 
す。シングル モードの場合、FWSM はコンフィギュレーションを 1 つだけ使用し、単一デバイス    
として動作します。マルチモードの場合は、複数のコンテキストを作成し、そのそれぞれに独自の

コンフィギュレーションを与えることができます。使用できるコンテキストの数は、ライセンスに

よって決まります。

mode {single | multiple} [noconfirm]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチコンテキスト モードの場合、FWSM はセキュリティ ポリシー、インターフェイス、および   
スタンドアロン デバイスで設定できるほぼすべてのオプションを指定したコンフィギュレーショ 
ンを各コンテキストに組み込みます（コンテキスト コンフィギュレーションの保管場所を指定する 
config-url コマンドの項を参照）。システム管理者は、シングル モードの設定と同様、スタートアッ  
プ コンフィギュレーションとしてのシステム コンフィギュレーションで設定することによって、  
コンテキストを追加して管理します。システム コンフィギュレーションでは、FWSM の基本的な  
設定値を指定します。システム コンフィギュレーションには、ネットワーク インターフェイスや  
ネットワークそのものの設定値は含まれません。システムがネットワーク リソースにアクセスする 
必要がある場合（サーバからコンテキストをダウンロードする場合など）、admin コンテキストとし 
て指定されたコンテキストの 1 つを使用します。

mode コマンドを使用してコンテキスト モードを変更すると、リブートが要求されます。

コンテキスト モード（シングルまたはマルチ）は、リブート後も有効ですが、コンフィギュレー 
ション ファイルには保管されません。コンフィギュレーションを別のデバイスにコピーする場合 
は、mode コマンドを使用して、新しいデバイスのモードが一致するように設定します。

multiple マルチコンテキスト モードを設定します。
noconfirm （任意）ユーザに確認を求めずに、モードを設定します。このオプション

は、自動化されたスクリプトで便利です。

single コンテキスト モードをシングルに設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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シングル モードからマルチモードに変更すると、FWSM によって実行コンフィギュレーションが 2   
つのファイルに変換されます。システム コンフィギュレーションを形成する新しい スタートアッ  
プ コンフィギュレーションおよび admin コンテキストを形成する admin.cfg（内蔵フラシュ メモリ     
のルート ディレクトリ内）です。元の実行コンフィギュレーションは old_running.cfg という名前で   
（内蔵フラシュ メモリのルート ディレクトリ内に）保存されます。元のスタートアップ コンフィ   
ギュレーションは保存されません。FWSM は、[admin] の名前でシステム コンフィギュレーション   
に admin コンテキストのエントリを追加します。

マルチモードからシングル モードに変換する場合は、最初に完全なスタートアップ コンフィギュ  
レーション（利用できる場合）を FWSM にコピーしなければならない可能性があります。マルチ  
モードから継承したシステム コンフィギュレーションがシングル モード デバイスで全面的に機能   
するコンフィギュレーションとは限らないからです。

マルチコンテキスト モードですべての機能がサポートされるわけではありません。詳細について 
は、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Configuration            
Guide』を参照してください。

例 次に、マルチモードを設定する例を示します。

hostname(config)# mode multiple
WARNING: This command will change the behavior of the device
WARNING: This command will initiate a Reboot
Proceed with change mode? [confirm] y
Convert the system configuration? [confirm] y
Flash Firewall mode: multiple

***
*** --- SHUTDOWN NOW ---
***
*** Message to all terminals:
***
***   change mode

Rebooting....

Booting system, please wait... 

次に、シングル モードを設定する例を示します。

hostname(config)# mode single
WARNING: This command will change the behavior of the device
WARNING: This command will initiate a Reboot
Proceed with change mode? [confirm] y
Flash Firewall mode: single

***
*** --- SHUTDOWN NOW ---
***
*** Message to all terminals:
***
***   change mode

Rebooting....

Booting system, please wait...
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関連コマンド

monitor-interface
特定のインターフェイス上でヘルス モニタリングをイネーブルにするには、グローバル コンフィ  
ギュレーション モードで monitor-interface コマンドを使用します。インターフェイス モニタリン    
グをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

monitor-interface if_name

no monitor-interface if_name

シンタックスの説明

デフォルト 論理インターフェイスのモニタリングは、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM でモニタできるインターフェイスの数は 250 です。インターフェイス ポーリング間隔のつ    
ど、FWSM フェールオーバー ペア間で hello メッセージが交換されます。フェールオーバー イン     
ターフェイスのポーリング時間は、3 ～ 15 秒です。たとえば、ポーリング時間が 5 秒に設定されて     
いる場合、インターフェイスに hello メッセージが連続して 5 つ（25 秒間）着信しないと、インター     
フェイスでテストが開始されます。

モニタ対象フェールオーバー インターフェイスのステータスは、次のとおりです。

 • Unknown ― 初期ステータス。ステータスを判別できない場合も、このステータスになります。

 • Normal ― インターフェイスはトラフィックを受信中です。

 • Testing ― helloメッセージが 5 回にわたるポーリング時間中、インターフェイスに着信しませ    
んでした。

 • Link Down ― インターフェイスまたは VLAN が管理上のダウン状態です。

 • No Link ― インターフェイスの物理リンクがダウン状態です。

 • Failed ― インターフェイスにトラフィックが着信していませんが、ピア インターフェイスには   
着信しています。

コマンド 説明

context システム コンフィギュレーションでコンテキストを設定し、コンテキスト 
コンフィギュレーション モードを開始します。

show mode 現在のコンテキスト モード（シングルまたはマルチ）を表示します。

if_name モニタするインターフェイスの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合、このコマンドが有効なのはコンテキスト内に限 
られます。

例 次に、[inside] というインターフェイス上でモニタリングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# monitor-interface inside
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure monitor-interface 実行コンフィギュレーションから  monitor-interface コ   
マンドを削除します。

failover interface-policy フェールオーバーが発生する基準となる、モニタ対象イ

ンターフェイスの障害数または割合を指定します。

failover polltime インターフェイス上の hello メッセージの間隔を指定し  
ます（アクティブ /スタンバイ フェールオーバー）。

polltime interface インターフェイス上の hello メッセージの間隔を指定し  
ます（アクティブ /アクティブ フェールオーバー）。

show running-config monitor-interface 実行コンフィギュレーションに含まれている

monitor-interface コマンドを表示します。
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more
ファイルの内容を表示するには、特権 EXEC モードで more コマンドを使用します。

more {/ascii | /binary| /ebcdic | flash: | ftp: | http: | https: | system: | tftp:}filename

シンタックスの説明

デフォルト ASCII モード

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン more filesystem:コマンドは、ローカル ディレクトリまたはファイル システムのエイリアスの入力   
を要求します。

/ascii （任意）バイナリ モードでバイナリ ファイルおよび ASCII ファイルを表示しま    
す。

/binary （任意）すべてのファイルをバイナリ モードで表示します。
/ebcdic （任意）バイナリ ファイルを EBCDIC で表示します。
flash: （任意）内蔵フラシュ メモリを指定し、続けてコロンを指定します。
ftp: （任意）FTP サーバ上のファイルを表示します。
http: （任意）Web サイトのファイルを表示します。
https: （任意）セキュア Web サイトのファイルを表示します。
system: （任意）ファイル システムを表示します。
tftp: （任意）TFTP サーバ上のファイルを表示します。
filename 表示するファイルの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ローカル ファイル [test.cfg] の内容を表示する例を示します。

hostname# more test.cfg
: Saved
: Written by enable_15 at 10:04:01 Apr 14 2005

XXX Version X.X(X)
nameif vlan300 outside security10
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname test
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 H225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol ils 389
fixup protocol rsh 514
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol sip 5060
fixup protocol skinny 2000
names
access-list deny-flow-max 4096
access-list alert-interval 300
access-list 100 extended permit icmp any any
access-list 100 extended permit ip any any
pager lines 24
icmp permit any outside
mtu outside 1500
ip address outside 172.29.145.35 255.255.0.0
no asdm history enable
arp timeout 14400
access-group 100 in interface outside
!
interface outside
!
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.29.145.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 rpc 0:10:00 h3
23 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
snmp-server host outside 128.107.128.179
snmp-server location my_context, USA
snmp-server contact admin@my_context.com
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
fragment size 200 outside
no sysopt route dnat
telnet timeout 5
ssh timeout 5
terminal width 511
gdb enable
mgcp command-queue 0
Cryptochecksum:00000000000000000000000000000000
: end

関連コマンド コマンド 説明

cd 指定されたディレクトリに切り替えます。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。
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mroute
スタティック マルチキャスト ルートを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モード    
で mroute コマンドを使用します。スタティック マルチキャスト ルートを削除するには、このコマ    
ンドの no 形式を使用します。

mroute src smask {in_if_name | rpf_neighbor} [dense output_if_name] [distance]

no mroute src smask {in_if_name | rpf_neighbor} [dense output_if_name] [distance]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、マルチキャスト送信元の位置を静的に設定できます。FWSM では、特 
定の送信元にユニキャスト パケットを送信するときに使用するのと同じインターフェイス上で、マ 
ルチキャスト パケットを受信することが想定されます。マルチキャスト ルーティングをサポート  
しないルートをバイパスする場合など、状況によって、マルチキャスト パケットにユニキャスト 
パケットと異なるパスを使用することがあります。

スタティック マルチキャスト ルートは、アドバタイズも再配布も行われません。

（注） このコマンドを使用すると、インターフェイス名または RPF ネイバーを指定できますが、両方を  
同時に指定することはできません。

dense output_if_name （任意）dense モード出力に対応するインターフェイス名 

dense output_if_name キーワードと引数のペアがサポートされるのは、SMR  
スタブ マルチキャスト ルーティング（igmp 転送）の場合だけです。

distance （任意）ルートの管理距離。距離の小さいルートほど、優先されます。デ

フォルトの値は、0です。
in_if_name mroute の着信インターフェイス名を指定します。
rpf_neighbor セキュリティ アプライアンスの RPF ネイバーを指定します。
smask マルチキャスト送信元ネットワーク アドレス マスクを指定します。
src マルチキャスト送信元 の IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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show mroute コマンドを使用すると、マルチキャスト ルート テーブルの内容が表示されます。show    
running-config mroute コマンドを使用すると、実行コンフィギュレーションに指定されている  
mroute コマンドが表示されます。

例 次に、mroute コマンドを使用してスタティック マルチキャスト ルートを設定する例を示します。

hostname(config)# mroute 172.16.0.0 255.255.0.0 inside

関連コマンド コマンド 説明

show running-config mroute コンフィギュレーションの mroute コマンドを表示します。
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mtu
インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）を指定するには、グロー    
バル コンフィギュレーション モードで mtuコマンドを使用します。イーサネット インターフェイ    
スの MTU ブロック サイズを 1500 にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。こ       
のコマンドは IPv4 および IPv6 トラフィックをサポートします。

mtu interface_name  bytes 

no mtu interface_name  bytes 

シンタックスの説明

デフォルト イーサネット インターフェイスのデフォルトの bytes は 1500 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン mtu コマンドを使用すると、接続上で送信するデータ サイズを設定できます。MTU 値よりも大き   
なデータは、送信前に分割されます。

FWSMは IP パス MTU 検出（RFC 1191 で定義）をサポートします。ホストはこの機能を使用する      
ことにより、パス上の各リンクの最大許容 MTU サイズの差異を動的に検出したり、調整したりで  
きます。場合によっては、パケットがインターフェイスに設定された MTU よりも大きいにもかか  
わらず、[don’t fragment]（DF）ビットが設定されているため、FWSM がデータグラムを転送できな  
いことがあります。ネットワーク ソフトウェアは送信側ホストにメッセージを送信して、この問題 
を警告します。ホストはこの宛先へのパケットを分割して、パス上のすべてのリンクの最小パケッ

ト サイズに合わせる必要があります。

デフォルトの MTU は、イーサネット インターフェイスのブロック内で 1500 バイトです（この値     
は最大値でもあります）。ほとんどのアプリケーションではこの値で十分に機能しますが、ネット

ワーク条件に応じて、より小さな値を選択することができます。

Layer 2 Tunneling Protocol（L2TP）を使用する場合は、L2TP ヘッダー長および IPSec ヘッダー長に      
対応させるために、MTU サイズを 1380 に設定することを推奨します。

bytes MTU のバイト数。有効値は 64 ～ 65,535 バイトです。
interface_name 内部または外部ネットワークのインターフェイス名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

—  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、インターフェイスの MTU を指定する例を示します。

hostname(config)# show running-config mtu
mtu outside 1500
mtu inside 1500
hostname(config)# mtu inside 8192
hostname(config)# show running-config mtu
mtu outside 1500
mtu inside 8192

関連コマンド コマンド 説明

clear configure mtu すべてのインターフェイスに設定された MTU 値を消去します。
show running-config mtu 現在の MTU ブロック サイズを表示します。
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multicast-routing
FWSM 上で IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュ     
レーション モードで multicast routing コマンドを使用します。IP マルチキャスト ルーティングを      
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

multicast-routing

no multicast-routing

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト multicast-routing コマンドはデフォルトで、すべてのインターフェイス上で PIM および IGMP をイ     
ネーブルにします。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン multicast-routing コマンドは、すべてのインターフェイス上で PIM および IGMP をイネーブルにし     
ます。

（注） PIM は PAT ではサポートされません。PIM プロトコルはポートを使用しないのに対して、PAT は     
ポートを使用するプロトコルに限って機能します。 
 

セキュリティ アプライアンスが PIM RP の場合は、RP アドレスとしてセキュリティ アプライアン      
スの未変換外部アドレスを使用します。

マルチキャスト ルーティング テーブルのエントリ数は、システム上の RAM 容量によって制限され    
ます。表 20-2 に、セキュリティ アプライアンスの RAM 容量に基づいた最大エントリ数をマルチ    
キャスト テーブル別に示します。これらの限度に達すると、新しいエントリは廃棄されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

表 20-2 マルチキャスト テーブルのエントリ限度 

テーブル 16 MB 128 MB 128+ MB

MFIB 1000 3000 5000

IGMP グループ 1000 3000 5000

PIM ルート 3000 7000 12000
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例 次に、FWSM 上で IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# multicast-routing

関連コマンド コマンド 説明

igmp インターフェイス上で IGMP をイネーブルにします。
pim インターフェイス上で PIM をイネーブルにします。
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21

name ～ ospf transmit-delay  
コマンド

name
IP アドレスに名前を関連付けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで name コマン     
ドを使用します。コンフィギュレーションからテキスト名を削除しないまま、使用できないように

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

name ip_address name

no name ip_address [name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

ip_address 名前を付けるホストの IP アドレスを指定します。
name IP アドレスに割り当てる名前を指定します。使用する文字は a ～ z、A ～     

Z、0 ～ 9、ダッシュ、および下線です。name の長さは 63 文字以下にする    
必要があります。また、nameの先頭を数字にすることはできません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン IP アドレスと名前の関連付けを可能にするには、name コマンドを使用します。1 つの IP アドレス     
に関連付けることができる名前は 1 つだけです。

最初に names コマンドを使用してから、name コマンドを使用する必要があります。name コマン    
ドは、names コマンドを使用してから write memory コマンドを使用するまでの間に使用してくだ    
さい。

name コマンドを使用すると、ホストをテキスト名で識別したり、テキスト文字列を IP アドレスに   
関連付けたりできます。no name コマンドを使用すると、テキスト名の使用を禁止できますが、コ  
ンフィギュレーションからテキスト名は削除されません。設定から名前のリストを削除するには、

clear configure name コマンドを使用します。

name 値を表示できないようにするには、no names コマンドを使用します。

name および names コマンドは、コンフィギュレーションに保存されます。

name コマンドは、ネットワーク マスクへの名前の割り当てをサポートしません。たとえば、次の  
コマンドは拒否されます。

hostname(config)# name 255.255.255.0 class-C-mask

（注） マスクを必要とするどのコマンドも、名前をネットワーク マスクとして受け入れて処理すること 
はできません。

例 次に、names コマンドを使用して、name コマンドを使用できるようにする例を示します。name コ   
マンドにより、192.168.42.3 は sa_inside に、209.165.201.3 は sa_outside に置き換えられます。IP アド       
レスをネットワーク インターフェイスに割り当てる場合は、これらの名前を ip address コマンドで    
使用できます。no names コマンドは、name コマンドの値を表示できないようにします。このコマン   
ドのあとに names コマンドを使用すると、name コマンドの値を再び表示できるようになります。

hostname(config)# names
hostname(config)# name 192.168.42.3 sa_inside
hostname(config)# name 209.165.201.3 sa_outside

hostname(config-if)# ip address inside sa_inside 255.255.255.0
hostname(config-if)# ip address outside sa_outside 255.255.255.224

hostname(config)# show ip address
System IP Addresses:

inside ip address sa_inside mask 255.255.255.0
outside ip address sa_outside mask 255.255.255.224

hostname(config)# no names
hostname(config)# show ip address
System IP Addresses:

inside ip address 192.168.42.3 mask 255.255.255.0
outside ip address 209.165.201.3 mask 255.255.255.224

hostname(config)# names
hostname(config)# show ip address
System IP Addresses:

inside ip address sa_inside mask 255.255.255.0
outside ip address sa_outside mask 255.255.255.224

関連コマンド コマンド 説明

clear configure name コンフィギュレーションから名前のリストを消去します。

names 名前と IP アドレスの関連付けを可能にします。
show running-config name IP アドレスに関連付けられた名前を表示します。
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nameif
インターフェイス名を指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで nameif   
コマンドを使用します。名前を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。FWSM では、   
インターフェイス タイプ および ID（gigabitethernet1 など）の代わりに、インターフェイス名があ    
らゆるコンフィギュレーション コマンドで使用されます。したがって、トラフィックにインター 
フェイスを通過させるには、インターフェイス名が必要です。

nameif name

no nameif

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 新しい値を指定してこのコマンドを再入力すると、名前を変更できます。この場合、no 形式は使用 
しないでください。その名前を参照するすべてのコマンドが削除されてしまいます。

例 次に、2つのインターフェイスに [inside] および [outside] という名前を設定する例を示します。

hostname(config)# interface gigabitethernet1
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
hostname(config-if)# no shutdown
hostname(config-if)# interface gigabitethernet0
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
hostname(config-if)# no shutdown

name 最大 48 文字で名前を設定します。名前 は大文字と小文字が区別されませ   
ん。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドからイン  
ターフェイス コンフィギュレーション モード コマンドに変更されました。
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関連コマンド

names
name コマンドで設定できる、IP アドレスから名前への変換をイネーブルにするには、グローバル  
コンフィギュレーション モードで names コマンドを使用します。アドレスから名前への変換をディ   
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

names

no names

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン names コマンドは、name コマンドで設定した IP アドレスに名前を関連付けられるようにする場合    
に使用します。name コマンドまたは names コマンドの入力順序は無関係です。

例 次に、IP アドレスに名前を関連付けられるようにする例を示します。

hostname(config)# names

関連コマンド

コマンド 説明

clear xlate 既存接続のすべての変換をリセットして、接続をリセットします。

interface インターフェイスを設定し、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。

security-level インターフェイスのセキュリティ レベルを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure name コンフィギュレーションから名前のリストを消去します。

name IP アドレスに名前を関連付けます。
show running-config name IP アドレスに関連付けられた名前のリストを表示します。
show running-config names IP アドレスから名前への変換を表示します。
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nat
別のインターフェイス上のマッピング アドレスに変換する、特定のインターフェイス上のアドレス 
を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで nat コマンドを使用します。この    
コマンドを使用すると、ダイナミック NAT（ネットワーク アドレス変換）または PAT（ポート ア    
ドレス変換）が設定され、マッピング アドレス プールの 1 つにアドレスが変換されます。nat コマ     
ンドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

標準ダイナミック NAT の場合

nat (real_ifc) nat_id real_ip [mask [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq]]

no nat (real_ifc) nat_id real_ip [mask [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq]]

ポリシー ダイナミック NAT および NAT 免除の場合

nat (real_ifc) nat_id access-list access_list_name [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq]

no nat (real_ifc) nat_id access-list access_list_name [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq]

シンタックスの説明 access-list 
access_list_name

拡張アクセス リスト（別名、ポリシー NAT）を使用してローカル アドレ   
スおよび宛先アドレスを指定します。アクセス リストは、access-list コマ  
ンドを使用して作成します。アクセス リストには、許可のアクセス制御エ 
ントリだけを指定する必要があります。eq 演算子を使用して、任意でアク 
セス リストにローカル ポートおよび宛先ポートを指定できます。NAT ID   
が 0 の場合は、アクセス リストで NAT から除外するアドレスを指定しま     
す。NAT 適用除外は、ポリシー NAT と同じではありません。たとえば、   
ポート アドレスは指定できません。

dns （任意）このコマンドと一致する DNS 応答の A レコードすなわちアドレス    
レコードを書き換えます。マッピング インターフェイスから実際のイン 
ターフェイスに DNS 応答が送信される場合、A レコードはマッピング先   
の値から実際の値に書き替えられます。逆に、実際のインターフェイスか

らマッピング先のインターフェイスに DNS 応答が送信される場合、A レ   
コードは実際の値からマッピング先の値に書き替えられます。

NAT ステートメントに DNS サーバにエントリのあるホストのアドレスが   
指定されていて、なおかつ DNS サーバがクライアントとは異なるイン  
ターフェイス上に配置されている場合、クライアントと DNS サーバには  
そのホストに対して異なる複数のアドレスが必要です。1 つはグローバル 
アドレスで、もう 1 つはローカル アドレスです。変換後のホストは、クラ   
イアントまたは DNS サーバのどちらかと同じインターフェイス上になけ  
ればなりません。通常、他のインターフェイスからのアクセスを許可する

必要のあるホストでは、スタティック変換を使用するので、このオプショ

ンは static コマンドと組み合わせて使用する可能性が高くなります。
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emb_limit （任意）ホストあたりの最大初期接続数を指定します。デフォルト値は 0 
で、初期接続数は無制限です。

初期接続数を制限すると、DoS 攻撃から保護することができます。FWSM 
は初期制限を使用して、TCP 代行受信をトリガーします。これにより、TCP 
SYN パケットがインターフェイスでフラッディングすることによって発 
生する DoS 攻撃から内部システムが保護されます。初期接続は、送信元  
と宛先間で必要なハンドシェイクを終了しなかった接続要求です。

real_ifc 実際の IP アドレス ネットワークに接続されたインターフェイスの名前を   
指定します。

real_ip 変換する実際のアドレスを指定します。0.0.0.0（または省略形の 0）を使 
用すると、すべてのアドレスを指定できます。

mask （任意）実アドレスのサブネット マスクを指定します。マスクを入力しな 
かった場合は、IP アドレス クラスのデフォルト マスクが使用されます。

nat_id NAT ID に対応する整数を指定します。global コマンドでこの ID を参照し     
て、グローバル プールと real_ip が対応付られます。

標準 NAT の場合、この整数は 1 ～ 2147483647 です。ポリシー NAT（nat       
id access-list）の場合は 1 ～ 65535 です。

アイデンティティ NAT（nat 0）および NAT 除外（nat 0 access-list）では、      
0 の NAT ID を使用します。

norandomseq （任意）TCP Initial Sequence Number（ISN）ランダム化の保護機能をディ   
セーブルにします。別のインライン ファイアウォールで ISN のランダム  
化をイネーブルにしている場合は、ランダム化をディセーブルにできま

す。2 つのファイアウォールで同じ動作を実行する必要はないからです。 
ただし、ISN ランダム化を、両方のファイアウォールでイネーブルのまま 
にしても、トラフィックに影響はありません。

各 TCP 接続には ISN が 2 つあります。1 つはクライアントによって生成さ       
れ、もう 1 つはサーバによって生成されます。セキュリティ アプライアン   
スは、発信方向に渡される TCP SYN の ISN をランダム化します。同一セ     
キュリティ レベルの 2 つのインターフェイス間の接続では、SYN の ISN     
が両方向でランダム化されます。

保護されたホストで ISN をランダム化することにより、新規接続の次の  
ISN を予測して新規セッションをハイジャックする攻撃を阻止できます。

norandomseq キーワードは外部 NAT には適用されません。ファイア   
ウォールがランダム化するのは、セキュリティがより高いインターフェイ

ス上のホスト/サーバで生成される ISN のみです。外部 NAT に norandomseq     
を設定しても、norandomseq キーワードは無視されます。

outside （任意）このインターフェイスのセキュリティ レベルが対応する global ス   
テートメントで特定されるインターフェイスより低い場合、outside を入 
力する必要があります。この機能を外部 NAT または双方向 NAT といいま    
す。

tcp tcp_max_conns （任意）サブネット全体で同時に可能な TCP 接続の最大数を指定します。  
デフォルト値は 0 で、接続数は無制限です（timeout conn コマンドで指定    
されたアイドル タイムアウトが経過すると、アイドル接続は終了します）。

udp udp_max_conns （任意）サブネット全体における同時 UDP 接続の最大数を指定します。デ  
フォルト値は 0 で、接続数は無制限です（timeout conn コマンドで指定さ    
れたアイドル タイムアウトが経過すると、アイドル接続は終了します）。
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デフォルト tcp_max_conns、emb_limit、および udp_max_conns のデフォルト値は、使用可能な最大値を示す 0   
（無制限）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ダイナミック NAT および PAT では、事前に nat コマンドを設定して、変換するインターフェイス      
上の実アドレスを特定します。さらに、別のインターフェイスを終了するときに、別個の global コ  
マンドを設定して、マッピング アドレス（PAT の場合は 1 つのアドレス）を指定します。各 nat コ      
マンドは、各コマンドに割り当てられた番号である NAT ID を比較することによって、global コマ    
ンドを照合します。

FWSM がアドレスを変換するのは、NAT ルールがトラフィックと一致した場合です。NAT ルール   
が一致しなかった場合は、パケットの処理が続けられます。例外は、nat-control コマンドで NAT  
制御をイネーブルにした場合です。NAT 制御では、セキュリティ レベルの高いインターフェイス  
（内部）から低いインターフェイス（外部）へ移動するパケットが、NAT ルールと一致する必要が 
あります。一致しない場合、そのパケットの処理は中止されます。NAT 制御をイネーブルにした場 
合でも、セキュリティ レベルが同じインターフェイス間では NAT は不要です。必要に応じて任意   
で NAT を設定できます。

ダイナミック NAT では、実アドレスのグループが宛先ネットワーク上でルーティング可能な、マッ  
ピング アドレスのプールに変換されます。マッピング プールは、実グループより少ないアドレス  
で構成できます。変換対象のホストが宛先ネットワークにアクセスする場合、FWSM は対応付れた 
プール内の IP アドレスをホストに割り当てます。変換が追加されるのは、実ホストが接続を開始  
するときだけです。変換が有効なのは、接続の間だけであり、個々のユーザが変換のタイムアウト

（ timeout xlate コマンドの項を参照）後も同じ IP アドレスを維持することはありません。したがっ     
て、宛先ネットワーク上のユーザは、ダイナミック NAT（または PAT、アクセス リストによって   
接続が許可される場合を含む）を使用するホストに対して、接続を確実に開始できるわけではあり

ません。また、実ホスト アドレスへの直接接続は、FWSM によって拒否されます。確実なホスト  
アクセスについては、static コマンドの項を参照してください。

ダイナミック NAT の短所は、次のとおりです。

 • マッピング プールのアドレス数が実グループより少ない状況で、トラフィック量が予想を上 
回った場合、アドレスが不足する可能性があります。

この状況が頻繁に発生する場合は、PAT を使用してください。PAT では、単一アドレスのポー  
トを使用して 64,000 を超える変換が可能です。

 • マッピング プールで大量のルーティング可能アドレスを使用する必要があります。インター 
ネットなど、宛先ネットワークが登録アドレスを要求する場合、使用可能なアドレスが不足す

る可能性があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。

2.3(1) 外部 NAT の接続を設定できるように、このコマンドが変更されました。
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ダイナミック NAT の利点は、一部のプロトコルで PAT を使用できないということです。たとえば、    
GRE バージョン 0 のように、ポートのオーバーロードが認められない IP プロトコルでは PAT を使       
用できません。PAT はまた、一部のアプリケーションでも使用できません。データ ストリームが  
あるポート上にあり、制御パスが別のポートにあって、オープンな標準ではない、一部のマルチメ

ディア アプリケーションなどがこれに該当します。

PAT は複数の実アドレスを 1 つのマッピング IP アドレスに変換します。具体的に言うと、FWSM     
は実アドレスおよび送信元ポート（実ソケット）をマッピング アドレスおよび 1024 以上の一意の   
ポート（マッピング ソケット）に変換します。接続ごとに別々の変換が必要です。接続ごとに送信 
元ポートが異なるからです。たとえば、10.1.1.1:1025 には 10.1.1.1:1026 とは別個の変換が必要です。

接続のタイムアウト後、非アクティブ状態が 30 秒間続くと、ポート変換もタイムアウトします。こ  
のタイムアウトは設定できません。

PAT ではマッピング アドレスを 1 つだけ使用するので、ルーティング可能なアドレスを節約でき    
ます。FWSM インターフェイスの IP アドレスを PAT アドレスとして使用することもできます。PAT     
はデータ ストリームと制御パスが異なる、一部のマルチメディア アプリケーションでは使用でき  
ません。

（注） 変換が有効な間、リモート ホストはアクセス リストで許可されているかぎり、変換されたホスト  
への接続を開始できます。アドレス（実アドレスとマッピング アドレスの両方）が予測不能なの 
で、ホストに接続される可能性はほとんどありません。また、万一接続された場合は、アクセス リ 
ストのセキュリティを信頼できます。

NAT 制御がイネーブルの場合、内部ホストは外部ホストにアクセスするときに、NAT ルールと一  
致する必要があります。一部のホストに NAT を実行しないでおく場合は、それらのホストに対し  
て NAT をバイパスできます。または、NAT 制御をディセーブルにできます。NAT のバイパスが必    
要になるのは、NAT をサポートしないアプリケーションを使用する場合などです。static コマンド  
を使用して NAT をバイパスするか、または次のオプションのいずれか 1 つを使用します。

 • アイデンティティ NAT（nat 0 コマンド） ― アイデンティティ NAT（ダイナミック NAT に類        
似）を設定した場合、変換は特定のインターフェイス上のホストに限定されません。すべての

インターフェイスを経由する接続に対してアイデンティティ NAT を使用する必要があります。  
したがって、インターフェイス A にアクセスするときには、実アドレスの標準変換を実行し、  
インターフェイス B にアクセスするときにはアイデンティティ NAT を使用するという選択は    
できません。一方、標準ダイナミック NAT の場合は、アドレス変換を実行する特定のインター  
フェイスを指定できます。アイデンティティ NAT の使用対象となる実アドレスが、アクセス  
リストに基づいて使用可能なすべてのネットワーク上でルーティング可能でなければなりま

せん。

アイデンティティ NAT では、マッピング アドレスが実アドレスと同じ場合を含めて、（イン   
ターフェイスのアクセス リストで許可されていても）外部から内部へは接続を開始できませ 
ん。この場合は、スタティック アイデンティティ NAT または NAT 除外を使用します。

 • NAT 除外（nat 0 access-list コマンド） ― NAT 除外を使用すると、変換されたホストとリモート       
ホストの両方から接続を開始できます。アイデンティティ NAT と同様に、特定のインターフェ  
イス上のホストに変換が限定されないので、すべてのインターフェイスを経由する接続に対し

て NAT 除外を使用する必要があります。ただし、NAT 除外では（ポリシー NAT と同様）、変     
換する実アドレスを決定するときに、実アドレスと宛先アドレスを指定できるので、NAT 除外 
を使用するときめ細かい制御が可能です。一方、NAT 除外はポリシー NAT と異なり、アクセ   
ス リストのポートは考慮されません。
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ポリシー NAT では、拡張アクセス リストで送信元アドレスと宛先アドレスを指定することによっ   
て、アドレス変換の対象となる実アドレスを特定できます。さらに任意で、送信元ポートと宛先

ポートを指定できます。標準 NAT で考慮されるのは、実アドレスだけです。たとえば、実アドレ  
スからサーバ A にアクセスするときには、実アドレスをマッピング アドレス A に変換できますが、     
実アドレスからサーバ B にアクセスするときには、実アドレスをマッピング アドレス B に変換で     
きます。

セカンダリ チャネルに関してアプリケーション検査が必要なアプリケーション（FTP、VoIP など）  
に、ポリシー NAT でポートを指定した場合、FWSM はセカンダリ ポートを自動的に変換します。

（注） ポリシー NAT は、NAT 除外を除き、あらゆるタイプの NAT でサポートされます。NAT 除外では、      
アクセス リストを使用して実アドレスを特定しますが、ポートが考慮されない点がポリシー NAT  
と異なります。スタティック アイデンティティ NAT を使用して、NAT 除外と同じ結果を得ること    
もできます。この場合も、ポリシー NAT がサポートされます。

Modular Policy Framework を使用して、接続制限を設定することもできます（ただし、初期接続制限   
は設定できません）。詳細については、set connection コマンドを参照してください。初期接続限度  
を設定できるのは、NAT を使用する場合だけです。両方の方式を使用する同一トラフィックに、こ 
れらの限度を設定した場合、FWSM は低い方の限度を使用します。どちらかの方式で TCP シーケ   
ンスのランダム化がディセーブルになっている場合、FWSM は TCP シーケンスのランダム化をディ   
セーブルにします。

NAT の設定を変更し、既存の変換がタイムアウトしないうちに新しい NAT 情報が使用されるよう   
にする場合は、clear xlate コマンドを使用して、変換テーブルを消去できます。ただし、変換テー  
ブルを消去すると、現在のすべての接続が切断されます。

例 たとえば、内部インターフェイス上の 10.1.1.0/24 ネットワークを変換するには、次のコマンドを入  
力します。

hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.30

ダイナミック NAT 用のアドレス プールを指定し、さらに NAT プールを使い果たした場合に使用す     
る PAT アドレスを指定するには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.5
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.201.10-209.165.201.20

セキュリティ レベルの低い dmz ネットワーク アドレスを変換して、たとえば、内部ネットワーク    
（10.1.1.0）と同じネットワーク上にあるように見せかけ、ルーティングを簡素化するには、次のコ
マンドを入力します。

hostname(config)# nat (dmz) 1 10.1.2.0 255.255.255.0 outside dns
hostname(config)# global (inside) 1 10.1.1.45
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ポリシー NAT を使用し、1 つの実アドレスに 2 つの異なる宛先アドレスを指定するには、次のコマ     
ンドを入力します。

hostname(config)# access-list NET1 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.0 
255.255.255.224
hostname(config)# access-list NET2 permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.200.224 
255.255.255.224
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list NET1 tcp 0 2000 udp 10000
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list NET2 tcp 1000 500 udp 2000
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

ポリシー NAT を使用し、異なるポートを使用する実アドレスと宛先アドレスのペアを 1 つ指定す    
るには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# access-list WEB permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11 
255.255.255.255 eq 80
hostname(config)# access-list TELNET permit tcp 10.1.2.0 255.255.255.0 209.165.201.11 
255.255.255.255 eq 23
hostname(config)# nat (inside) 1 access-list WEB
hostname(config)# global (outside) 1 209.165.202.129
hostname(config)# nat (inside) 2 access-list TELNET
hostname(config)# global (outside) 2 209.165.202.130

関連コマンド コマンド 説明

access-list deny-flow-max 同時に作成できる拒否フローの最大数を指定します。

clear configure nat NAT の設定を削除します。
global グローバル アドレス プールからエントリを作成します。
interface インターフェイスを作成して設定します。

show running-config nat ネットワークに対応付られているグローバル IP アドレス プー   
ルを表示します。
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nat-control
NAT 制御を適用するには、グローバル コンフィギュレーション モードで nat-control コマンドを使     
用します。NAT 制御では、外部にアクセスする内部ホストに NAT が必要です。NAT 制御をディ    
セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

nat-control

no nat-control

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト NAT 制御はデフォルトでディセーブルです（no nat-control コマンド）。ただし、旧バージョンのソ   
フトウェアからアップグレードした場合、NAT 制御がシステム上でイネーブルになる場合がありま 
す。一部の旧バージョンでは、イネーブルがデフォルトだったからです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン NAT 制御では、内部インターフェイスから外部インターフェイスに流れるパケットが NAT ルール   
と一致していなければなりません。したがって、内部ネットワーク上のホストから外部ネットワー

ク上のホストにアクセスできるようにするには、内部ホスト アドレスが変換されるように NAT を   
設定する必要があります。

セキュリティ レベルが同じインターフェイスの場合、NAT を使用して通信する必要はありません。

NAT 制御はデフォルトでディセーブルなので、NAT の実行を選択しないかぎり、ネットワーク上  
で NAT を実行する必要はありません。

（注） NAT を設定した場合でも、FWSM はすべてのトラフィックに対して、引き続き自動的に変換セッ  
ションを作成します。この場合、実アドレスから同じ実アドレスへの変換になります。変換セッ

ションの表示については、show xlate コマンドの項を参照してください。

NAT 制御のセキュリティを強化し、なおかつ状況によっては内部アドレスを変換しないでおく場合 
は、該当するアドレスに NAT 除外（nat 0 access-list）またはアイデンティティ NAT（nat 0 または       
static）のルールを適用できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） マルチコンテキスト モードでは、コンテキストにパケットを割り当てるためのパケット分類子が 
NAT の設定によって左右されることがあります。NAT 制御がディセーブルなので NAT を実行しな    
いという場合は、分類子がネットワーク設定の変更を要求する可能性があります。

例 次に、NAT 制御をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# nat-control

関連コマンド コマンド 説明

nat 別のインターフェイス上のマッピング アドレスに変換する、 
あるインターフェイス上のアドレスを定義します。

show running-config nat-control NAT 設定の要件を表示します。
static 実アドレスをマッピング アドレスに変換します。
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neighbor
ポイントツーポイント、非ブロードキャスト ネットワーク上のスタティック ネイバーを定義する  
には、ルータ コンフィギュレーション モードで neighbor コマンドを使用します。コンフィギュレー    
ションから静的に定義されたネイバーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。  
neighbor コマンドは、VPN トンネル上の OSPF ルートをアドバタイズする場合に使用します。

neighbor ip_address [interface name]

no neighbor ip_address [interface name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 既知の非ブロードキャスト ネットワーク ネイバーごとに 1 つずつ、ネイバー エントリを指定する     
必要があります。ネイバー アドレスは、インターフェイスのプライマリ アドレス上になければな  
りません。

ネイバーがシステムの直接接続されているインターフェイスと同じネットワーク上にない場合は、

interface オプションを指定する必要があります。さらに、ネイバーに到達するスタティック ルート  
を作成する必要があります。

例 次に、アドレス 192.168.1.1 の近接ルータを定義する例を示します。

hostname(config-router)# neighbor 192.168.1.1

関連コマンド

interface name （任意）name if コマンドで指定された、ネイバーに到達できるインター  
フェイスの名前

ip_address 近接ルータの IP アドレス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  

コマンドを表示します。
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nem
ハードウェア クライアントに対して、Network Extension Mode（NEM; ネットワーク エクステンショ     
ン モード）をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで nem     
enable コマンドを使用します。NEM をディセーブルにするには、nem disable コマンドを使用しま    
す。実行コンフィギュレーションから NEM 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し    
ます。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーから値を継承できます。

nem {enable | disable}

no nem

シンタックスの説明

デフォルト NEM はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

使用上のガイドライン NEM によって、ハードウェア クライアントは VPN トンネルを介して、リモート プライベート ネッ      
トワークに単一のルーティング可能なネットワークを提供できます。IPSec は、ハードウェア クラ  
イアントの背後にあるプライベート ネットワークから FWSM の背後にあるネットワークへの、す   
べてのトラフィックをカプセル化します。PAT は適用されません。したがって、FWSM の背後にあ  
るデバイスは、トンネル経由で、ハードウェア クライアントの背後のプライベート ネットワーク  
にあるデバイスに直接アクセスできます。逆も可能です。ただし、いずれもトンネルを経由する場

合に限定されます。トンネルはハードウェア クライアントが開始しなければなりませんが、トンネ 
ルの確立後はどちら側からでもデータ交換を開始できます。

コマンド履歴

例 次に、[FirstGroup] というグループ ポリシーに対して NEM を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# nem enable

disable NEM をディセーブルにします。
enable NEM をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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network area
OSPF が動作するインターフェイスを定義し、それらのインターフェイスにエリア ID を定義するに   
は、ルータ コンフィギュレーション モードで network area コマンドを使用します。アドレスおよ     
びネット マスクのペアで定義されたインターフェイスに対して、OSPF ルーティングをディセーブ  
ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

network addr mask area area_id

no network addr mask area area_id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス上で OSPF を動作させるには、インターフェイスのアドレスが network area コマ     
ンドに含まれていなければなりません。network area コマンドにインターフェイスの IP アドレスが    
含まれていない場合、そのインターフェイス上で OSPF はイネーブルになりません。

FWSM で使用できる network area コマンドの数に制限はありません。

例 次に、インターフェイス 192.168.1.1 上で OSPF をイネーブルにして、そのインターフェイスにエリ    
ア 2 を割り当てる例を示します。

hostname(config-router)# network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 2

関連コマンド

addr IPアドレス
area area_id OSPFアドレス範囲に関連付けるエリアを指定します。area_id は、IP アド  

レス形式または 10 進数形式のどちらでも指定できます。10 進数形式で指   
定する場合、有効値の範囲は 0 ～ 4294967295 です。

mask ネットワーク マスク

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  

コマンドを表示します。
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network-object
ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブジェクトを追加するには、ネットワーク   
コンフィギュレーション モードで network-object コマンドを使用します。ネットワーク オブジェ    
クトを削除するには、コマンドの no 形式を使用します。

network-object host host_addr | host_name

no network-object host host_addr | host_name

network-object net_addr netmask

no network-object net_addr netmask

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン network-object コマンドは object-group コマンドと組み合わせて、ネットワーク コンフィギュレー    
ション モードで使用し、ホストまたはサブネット オブジェクトを定義します。

例 次に、ネットワーク コンフィギュレーション モードで network-object コマンドを使用して、新し    
いネットワーク オブジェクト グループを作成する例を示します。

hostname(config)# object-group network sjj_eng_ftp_servers
hostname(config-network)# network-object host sjj.eng.ftp
hostname(config-network)# network-object host 172.16.56.195 
hostname(config-network)# network-object 192.168.1.0 255.255.255.224 
hostname(config-network)# group-object sjc_eng_ftp_servers
hostname(config-network)# quit
hostname(config)#

host_addr ホスト IP アドレス（name コマンドでホスト名がまだ定義されていない場合）
host_name ホスト名（name コマンドでホスト名が定義されている場合）
net_addr ネットワーク アドレス（サブネット オブジェクトを定義する場合に netmask   

と組み合わせて使用）

netmask ネットマスク（サブネット オブジェクトを定義する場合に net_addr と組み合   
わせて使用）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ネットワーク コンフィギュ 
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションからすべての object-group コマン  
ドを削除します。

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを   

追加します。

show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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nt-auth-domain-controller
このサーバの NT プライマリ ドメイン コントローラ名を指定するには、AAA サーバ ホスト モード       
で nt-auth-domain-controller コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no   
形式を使用します。

nt-auth-domain-controller hostname

no nt-auth-domain-controller

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、NT 認証サーバに限定されます。最初に aaa-server host コマンドを使    
用して、ホスト コンフィギュレーション モードを開始しておく必要があります。string 変数の名前   
は、サーバ自体の NT エントリと一致させる必要があります。

例 次に、このサーバの NT プライマリ ドメイン コントローラ名を [primary1] に設定する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol nt
hostname(configaaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# nt-auth-domain-controller primary1

関連コマンド

hostname このサーバのプライマリ ドメイン コントローラ名を最大 16 文字で指定し    
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにしま   
す。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションからすべての AAA コマンド ステート   
メントを削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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object-group
コンフィギュレーションの最適化に使用できるオブジェクト グループを定義するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで object-group コマンドを使用します。コンフィギュレーションか   
らオブジェクト グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドは   
IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

object-group {protocol | network | icmp-type} obj_grp_id

no object-group {protocol | network | icmp-type} obj_grp_id

object-group service obj_grp_id {tcp | udp | tcp-udp}

no object-group service obj_grp_id {tcp | udp | tcp-udp}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

icmp-type echo、echo-reply など、ICMP タイプのグループを定義します。メインの  
object-group icmp-type コマンドを入力してから、icmp-object および 
group-object コマンドを使用して、ICMP タイプ グループに ICMP オブジェ
クトを追加します。

network ホストまたはサブネット IP アドレスのグループを定義します。メインの  
object-group network コマンドを入力してから、network-object および   
group-object コマンドを使用して、ネットワーク グループにネットワーク オ   
ブジェクトを追加します。

obj_grp_id オブジェクト グループ（1 ～ 64 文字）を指定します。文字、数字、「_」、「-」、    
および「.」を任意に組み合わせることができます。

protocol TCP、UDP などのプロトコル グループを定義します。メインの object-group   
protocol コマンドを入力してから、protocol-object および group-object コマン    
ドを使用して、プロトコル グループにプロトコル オブジェクトを追加しま  
す。

service [eq smtp]、[range 2000 2010] などの TCP/UDP ポート仕様グループを定義しま      
す。メインの object-group service コマンドを入力してから、port-object およ    
び group-object コマンドを使用して、サービス グループにポート オブジェク    
トを追加します。

tcp サービス グループを TCP に使用するように指定します。
tcp-udp サービス グループを TCP および UDP に使用できるように指定します。
udp サービス グループを UDP に使用するように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン ホスト、プロトコル、またはサービスなどのオブジェクトをグループ化すると、グループ名を使用

してコマンドを 1 つ発行し、グループ内のすべての項目に適用できます。

object-group コマンドを使用してグループを定義してから、任意の FWSM コマンドを使用すると、   
コマンドはグループ内のすべての項目に適用されます。この機能を使用すると、コンフィギュレー

ション サイズを大幅に削減できます。

オブジェクト グループを定義してから、次のように、適用可能なすべての FWSM コマンド内のグ   
ループ名の前で object-group キーワードを使用する必要があります。

hostname# show running-config object-group group_name

group_name はグループの名前です。

次に、定義されたオブジェクト グループを使用する例を示します。

hostname(config)# access-list access_list_name permit tcp any object-group group_name

さらに、access list コマンドの引数をグループにまとめることができます。

コマンドは階層的にグループ化できます。オブジェクト グループを別のオブジェクト グループの  
メンバーにすることができます。

オブジェクト グループを使用するには、次の作業を行う必要があります。

 • 次のように、すべてのコマンド内のオブジェクト グループ名の前で object-group キーワードを   
使用します。

hostname(config)# access-list acl permit tcp object-group remotes object-group 
locals object-group eng_svc

remotes および locals は、サンプルのオブジェクト グループ名です。

 • オブジェクト グループを空にしないでください。

 • コマンドで現在使用中のオブジェクト グループを削除したり、空にしたりすることはできませ 
ん。

メインの object-group コマンドを入力すると、コマンド モードは対応するモードに変わります。オ   
ブジェクト グループは新しいモードで定義されます。アクティブなモードはコマンド プロンプト  
の形式で示されます。たとえば、コンフィギュレーション端末モードのプロンプトは次のようにな

ります。

hostname(config)#

hostname は FWSM の名前です。

ただし、object-group コマンドを入力すると、次のようなプロンプトが表示されます。

hostname(config-type)#

hostname は FWSM の名前、typeは object-group のタイプです。

各引数 代用されるオブジェクト グループ

protocol object-group protocol

host and subnet object-group network

service object-group service

icmp_type object-group icmp_type



第 21章      name ～ ospf transmit-delay コマンド
object-group

21-21
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

object-group モードを終了して、object-group メイン コマンドを終了するには、exit、quit、または   
任意の有効な config-mode コマンド（access-list など）を使用します。

show running-config object-group コマンドは、すべての定義済みオブジェクト グループを表示しま   
す。show running-config object-group grp_id コマンドを入力した場合は grp_id 別に、show      
running-config object-group grp_type コマンドを入力した場合はグループ タイプ別に表示されます。    
引数を指定しないで show running-config object-group コマンドを入力した場合は、すべての定義済    
みオブジェクト グループが表示されます。

それまでに定義した object-group コマンドのグループを削除するには、clear configure object-group    
コマンドを使用します。引数を指定しないで clear configure object-group コマンドを使用すると、    
コマンドで使用されていないすべての定義済みオブジェクト グループを削除できます。grp_type 引  
数を指定すると、コマンドで使用されていないすべての定義済みオブジェクト グループが、該当す 
るグループ タイプに限って削除されます。

object-group モードでは、show running-config  コマンド、clear configure コマンドをはじめ、その他      
のすべての FWSM コマンドを使用できます。

object-group モード内のコマンドは、show running-config object-group、write、または config  コマ      
ンドで表示または保存したときに、字下げして表示されます。

object-group モード内のコマンドには、メイン コマンドと同じコマンド 特権レベルが与えられます。

access-list コマンドで複数のオブジェクト グループを使用すると、コマンドで使用されるすべての  
オブジェクト グループの要素が結合されます。まず、最初のグループの要素と 2 番めのグループの   
要素が結合され、次に最初と 2 番めのグループの要素が 3 番めのグループの要素と結合されます    
（以下同様の処理）。

記述テキストの開始位置は、description キーワードに続くスペース（ブランクまたはタブ）の右側 
の文字です。

例 次に、object-group icmp-type モードを使用して、新しい icmp-type オブジェクト グループを作成す     
る例を示します。

hostname(config)# object-group icmp-type icmp-allowed
hostname(config-icmp-type)# icmp-object echo
hostname(config-icmp-type)# icmp-object time-exceeded
hostname(config-icmp-type)# exit

次に、object-group network コマンドを使用して、新しいネットワーク オブジェクト グループを作    
成する例を示します。

hostname(config)# object-group network sjc_eng_ftp_servers
hostname(config-network)# network-object host sjc.eng.ftp.servcers 
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.194 
hostname(config-network)# network-object 192.1.1.0 255.255.255.224 
hostname(config-network)# exit

次に、object-group network コマンドを使用して、新しいネットワーク オブジェクト グループを作    
成し、既存のオブジェクトグループにマッピングする例を示します。

hostname(config)# object-group network sjc_ftp_servers
hostname(config-network)# network-object host sjc.ftp.servers 
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.195 
hostname(config-network)# network-object 193.1.1.0 255.255.255.224 
hostname(config-network)# group-object sjc_eng_ftp_servers 
hostname(config-network)# exit
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次に、object-group protocol モードを使用して、新しいプロトコル オブジェクト グループを作成す    
る例を示します。

hostname(config)# object-group protocol proto_grp_1
hostname(config-protocol)# protocol-object udp
hostname(config-protocol)# protocol-object ipsec
hostname(config-protocol)# exit

hostname(config)# object-group protocol proto_grp_2
hostname(config-protocol)# protocol-object tcp
hostname(config-protocol)# group-object proto_grp_1
hostname(config-protocol)# exit

次に、object-group service モードを使用して、新しいポート（サービス）オブジェクト グループを   
作成する例を示します。

hostname(config)# object-group service eng_service tcp
hostname(config-service)# group-object eng_www_service
hostname(config-service)# port-object eq ftp
hostname(config-service)# port-object range 2000 2005
hostname(config-service)# exit

次に、オブジェクト グループにテキスト記述を追加および削除する例を示します。

hostname(config)# object-group protocol protos1
hostname(config-protocol)# description This group of protocols is for our internal 
network

hostname(config-protocol)# show running-config object-group id protos1
object-group protocol protos1
description: This group of protocols is for our internal network

hostname(config-protocol)# no description
hostname(config-protocol)# show running-config object-group id protos1
object-group protocol protos1

次に、group-object モードを使用して、定義済みオブジェクトで構成される新しいオブジェクト グ  
ループを作成する例を示します。

hostname(config)# object-group network host_grp_1
hostname(config-network)# network-object host 192.168.1.1
hostname(config-network)# network-object host 192.168.1.2
hostname(config-network)# exit

hostname(config)# object-group network host_grp_2
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.1
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.2
hostname(config-network)# exit

hostname(config)# object-group network all_hosts
hostname(config-network)# group-object host_grp_1
hostname(config-network)# group-object host_grp_2
hostname(config-network)# exit

hostname(config)# access-list grp_1 permit tcp object-group host_grp_1 any eq ftp
hostname(config)# access-list grp_2 permit tcp object-group host_grp_2 any eq smtp
hostname(config)# access-list all permit tcp object-group all_hosts any eq www

group-object コマンドを使用しない場合は、host_grp_1 および host_grp_2 で定義されたすべての IP     
アドレスを含むように all_hosts を定義する必要があります。group-object コマンドを使用すると、   
重複してホストを定義する必要がなくなります。



第 21章      name ～ ospf transmit-delay コマンド
object-group

21-23
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

次に、オブジェクト グループを使用して、アクセス リストの設定を簡素にする例を示します。

hostname(config)# object-group network remote
hostname(config-network)# network-object host kqk.suu.dri.ixx
hostname(config-network)# network-object host kqk.suu.pyl.gnl

hostname(config)# object-group network locals
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.10
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.20
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.194
hostname(config-network)# network-object host 172.23.56.195

hostname(config)# object-group service eng_svc ftp
hostname(config-service)# port-object eq www
hostname(config-service)# port-object eq smtp
hostname(config-service)# port-object range 25000 25100

このグループ化を使用すると、アクセス リストを 24 行（グループ化を使用しない場合に必要な行   
数）でなく、1 行で設定できます。グループ化を使用した場合のアクセス リストの設定は、次のと  
おりです。

hostname(config)# access-list acl permit tcp object-group remote object-group locals 
object-group eng_svc

（注） show running-config object-group および write コマンドを使用すると、オブジェクト グループ名を      
使用して設定されたアクセス リストを表示できます。show access-list コマンドは、オブジェクトの   
グループ化を使用しないで、アクセス リスト エントリを個々のエントリに展開して表示します。

関連コマンド コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから object group コマンドをすべ   
て削除します。

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   

ジェクトを追加します。

port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを   
追加します。

show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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ospf authentication
OSPF 認証を使用できるようにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf    
authentication コマンドを使用します。デフォルトの認証スタンスに戻すには、このコマンドの no  
形式を使用します。

ospf authentication [message-digest | null]

no ospf authentication

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、OSPF 認証を使用できません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ospf authentication コマンドを使用する前に、ospf authentication-key コマンドを使用して、インター    
フェイスにパスワードを設定します。message-digest キーワードを使用する場合は、 
ospf message-digest-key コマンドで、インターフェイスにメッセージ ダイジェスト鍵を設定します。

下位互換性を維持するために、エリアの認証タイプも引き続きサポートされます。インターフェイ

スに認証タイプを指定しなかった場合は、エリアの認証タイプが使用されます（エリアのデフォル

トはヌル認証）。

オプションを指定しないでコマンドを使用した場合は、単純なパスワード認証がイネーブルになり

ます。

例 次に、選択したインターフェイス上で、OSPF に対して単純なパスワード認証をイネーブルにする 
例を示します。

hostname(config-if)# ospf authentication
hostname(config-if)# 

関連コマンド

message-digest （任意）OSPF メッセージ ダイジェスト認証を使用するように指定します。
null （任意）OSPF 認証を使用しないように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ospf authentication-key 近接ルーティング デバイスで使用するパスワードを指定します。
ospf message-digest-key MD5 認証をイネーブルにして、MD5 鍵を指定します。
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ospf authentication-key
近接ルーティング デバイスで使用するパスワードを指定するには、インターフェイス コンフィ  
ギュレーション モードで ospf authentication-key コマンドを使用します。パスワードを削除するに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

ospf authentication-key password

no ospf authentication-key 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドで作成したパスワードは、ルーティング プロトコル パケットの発信時に、OSPF ヘッ   
ダーに直接組み込む鍵として使用されます。インターフェイス単位で、各ネットワークにそれぞれ

異なるパスワードを割り当てることができます。OSPF 情報を交換できるようにするには、同じネッ 
トワーク上のすべての近接ルータに、同じパスワードを設定する必要があります。

例 次に、OSPF 認証用のパスワードを指定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf authentication-key ThisMyPW

関連コマンド

 password 近接ルーティング デバイスで使用する OSPF 認証パスワードを割り当て   
ます。パスワードは 9 文字未満にする必要があります。2 つの文字の間に   
ブランク スペースを含めることができます。パスワードの先頭または末尾 
のスペースは無視されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

area authentication 指定したエリアの OSPF 認証をイネーブルにします。
ospf authentication OSPF 認証を使用できるようにします。
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ospf cost
インターフェイスを介したパケット送信のコストを指定するには、インターフェイス コンフィギュ 
レーション モードで ospf cost コマンドを使用します。インターフェイス コストをデフォルト値に     
リセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ospf cost interface_cost 

no ospf cost 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの interface_cost は 10 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ospf cost コマンドを使用すると、インターフェイス上でパケットを送信するときのコストを明示的  
に指定できます。interface_cost パラメータは、0 ～ 65535 の符号なし整数です。

no ospf cost コマンドを使用すると、パス コストをデフォルト値にリセットできます。

例 次に、選択したインターフェイス上で、パケットの送信コストを指定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf cost 4

関連コマンド

interface_cost インターフェイスを使用してパケットを送信するコスト（リンクステート メ 
トリック）。これは 0 ～ 65535 の符号なし整数値です。0 は、インターフェイ     
スに直接接続されたネットワークを表し、インターフェイスの帯域が大きい

ほど、そのインターフェイス経由でパケットを送信する関連コストが小さく

なります。言い換えると、大きいコスト値は帯域の小さいインターフェイス

を表し、小さいコスト値は広帯域インターフェイスを表します。

FWSM における OSPF インターフェイスのデフォルト コストは 10 です。こ      
の値は Cisco IOS ソフトウェアのデフォルトとは異なります。Cisco IOS ソフ     
トウェアのデフォルト コストは、ファスト イーサネットおよびギガビット  
イーサネットで 1、10BaseT で 10 です。ネットワークで ECMP を使用する場      
合は、この相違を考慮することが重要です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config interface 指定されたインターフェイスの設定を表示します。



第 21章      name ～ ospf transmit-delay コマンド
ospf database-filter all out   

21-27
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

ospf database-filter all out
同期およびフラッディング時に、OSPF インターフェイスへのすべての発信 LSA を除外するには、   
インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf database-filter all out コマンドを使用しま       
す。LSA を元に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ospf database-filter all out

no ospf database-filter all out

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ospf database-filter all out コマンドは、OSPF インターフェイスへの発信 LSA をフィルタリングし       
ます。no ospf database-filter all out コマンドを使用すると、インターフェイスへの LSA 転送が元に       
戻ります。

例 次に、ospf database-filter コマンドを使用して発信 LSA をフィルタリングする例を示します。

hostname(config-if)# ospf database-filter all out

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイスのステータス情報を表示します。
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ospf dead-interval
ネイバーがルータのダウンを宣言するまでの間隔を指定するには、インターフェイス コンフィギュ 
レーション モードで ospf dead-interval コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコ    
マンドの no 形式を使用します。

ospf dead-interval seconds

no ospf dead-interval

シンタックスの説明

デフォルト seconds のデフォルト値は、ospf hello-interval コマンドで設定された間隔の 4 倍になります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ospf dead-interval コマンドを使用すると、ネイバーがルータのダウンを宣言するまでのデッド間隔  
（hello パケットを受信しない時間の長さ）を設定できます。seconds 引数でデッド間隔を指定し、  
ネットワーク上のすべてのノードで同じ設定にする必要があります。seconds のデフォルトは、ospf 
hello-interval コマンドで設定された間隔（1 ～ 65535）の 4 倍です。

no ospf dead-interval コマンドを使用すると、デフォルトの間隔値に戻ります。

例 次に、OSPF のデッド間隔を 1 分に設定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf dead-interval 60

関連コマンド

seconds  hello パケットを受信しない時間の長さ。seconds のデフォルトは、ospf   
hello-interval コマンドで設定された間隔（1 ～ 65535）の 4 倍です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ospf hello-interval インターフェイス上で hello パケットが送信される間隔を指定します。
show ospf interface OSPF 関連のインターフェイス情報を表示します。
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ospf hello-interval
インターフェイス上で hello パケットが送信される間隔を指定するには、インターフェイス コン   
フィギュレーション モードで ospf hello-interval コマンドを使用します。hello 間隔をデフォルト値     
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ospf hello-interval seconds

no ospf hello-interval

シンタックスの説明

デフォルト hello-interval secondsのデフォルト値は 10 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この値は hello パケットでアドバタイズされます。hello 間隔が小さいほど、トポロジ変更が迅速に   
検出されますが、発生するルーティング トラフィックが増えます。この値は、特定のネットワーク 
上のすべてのルータおよびアクセス サーバで一致させる必要があります。

例 次に、OSPF hello 間隔を 5 秒に設定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf hello-interval 5

関連コマンド

seconds インターフェイスで送信される hello パケットの間隔を指定します。有効  
値は 1 ～ 65535 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ospf dead-interval ネイバーがルータのダウンを宣言するまでの間隔を指定します。

show ospf interface OSPF 関連のインターフェイス情報を表示します。
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ospf message-digest-key
OSPF MD5 認証をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf     
message-digest-key コマンドを使用します。MD5 鍵を削除するには、このコマンドの no 形式を使用    
します。

ospf message-digest-key key-id md5 key

no ospf message-digest-key

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ospf message-digest-key コマンドを使用すると、MD5 認証をイネーブルにできます。このコマンド   
の no 形式を使用すると、MD5 鍵が削除されます。key_id 引数は、認証鍵を表す 1 ～ 255 の識別番        
号です。key 引数は、最大 16 バイトの英数字パスワードです。MD5 は通信の整合性を検証し、送    
信元を認証し、タイミングが適切であるかをチェックします。

例 次に、OSPF 認証用の MD5 鍵を指定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf message-digest-key 3 md5 ThisIsMyMd5Key

関連コマンド

key-id MD5 認証をイネーブルにして、認証鍵の ID 番号を数値で指定します。有   
効値は 1 ～ 255 です。

md5 key 最大 16 バイトの英数字パスワード。鍵の文字の間にスペースを含めるこ  
とができます。鍵の先頭または末尾のスペースは無視されます。MD5 認 
証は通信の整合性を検証し、送信元を認証し、タイミングが適切であるか

をチェックします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

area authentication OSPF エリア認証をイネーブルにします。
ospf authentication OSPF 認証を使用できるようにします。
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ospf mtu-ignore
データベース パケット受信時の OSPF Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）不一      
致検出をディセーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf   
mtu-ignore コマンドを使用します。MTU 不一致検出を元に戻すには、このコマンドの no 形式を使    
用します。

ospf mtu-ignore

no ospf mtu-ignore

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト mtu-ignore はデフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF は、ネイバーが共通のインターフェイス上で同じ MTU を使用しているかどうかを調べます。   
この検査は、ネイバーが Database Descriptor（DBD）パケットを交換するときに行われます。DBD  
パケットで受信した MTU が着信インターフェイス上で設定されている IP MTU より大きい場合、     
OSPF の隣接関係は確立されません。ospf mtu-ignore コマンドを使用すると、DBD パケット受信時    
の OSPF MTU 不一致検出がディセーブルになります。この機能はデフォルトでイネーブルです。

例 次に、ospf mtu-ignore コマンドをディセーブルにする例を示します。

hostname(config-if)# ospf mtu-ignore

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイスのステータス情報を表示します。
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ospf network point-to-point non-broadcast
ポイントツーポイント、非ブロードキャスト ネットワークとして OSPF インターフェイスを設定す   
るには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf network point-to-point     
non-broadcast コマンドを使用します。コンフィギュレーションからこのコマンドを削除するには、 
このコマンドの no 形式を使用します。ospf network point-to-point non-broadcast コマンドを使用す      
ると、VPN トンネルを介して OSPF ルートを送信できます。

ospf network point-to-point non-broadcast

no ospf network point-to-point non-broadcast

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポイントツーポイントとしてインターフェイスを指定した場合、OSPF ネイバーを手動で設定する 
必要があります。ダイナミック ディスカバリは実行できません。OSPF ネイバーを手動で設定する  
には、ルータ コンフィギュレーション モードで neighbor コマンドを使用します。

ポイントツーポイントとしてインターフェイスを設定した場合は、次の制限事項が適用されます。

 • インターフェイスに定義できるネイバーは 1 つだけです。

 • 暗号エンドポイントを示すスタティック ルートを定義する必要があります。

 • ネイバーを明示的に設定しないかぎり、インターフェイスは隣接関係を形成できません。

 • インターフェイス上でトンネル経由の OSPF が動作している場合、同じインターフェイス上で  
上流のルータによる標準 OSPF を動作させることはできません。

 • OSPF の更新情報が VPN トンネルを介して確実に受け渡されるように、OSPF ネイバーを指定    
する前に、暗号マップとインターフェイスを結合する必要があります。OSPF ネイバーを指定 
したあとで、暗号マップをインターフェイスに結合する場合は、 clear local-host all コマンドを    
使用して、OSPF 接続を削除し、VPN トンネルを介して OSPF 隣接関係を確立できるようにし    
ます。

例 次に、インターフェイスを選択し、ポイントツーポイント、非ブロードキャスト インターフェイス 
として設定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf network point-to-point non-broadcast
hostname(config-if)#

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

ospf priority
OSPF ルータ プライオリティを変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード    
で ospf priority コマンドを使用します。デフォルトのプライオリティに戻すには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

ospf priority number

no ospf priority [number]

シンタックスの説明

デフォルト number のデフォルト値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ネットワークに接続された 2 つのルータがどちらも指定ルータになろうとした場合、ルータ プライ   
オリティの高いルータに優先権が与えられます。プライオリティが同じ場合は、ルータ ID の大き  
いルータに優先権が与えられます。ルータ プライオリティがゼロに設定されているルータは、指定 
ルータまたはバックアップの指定ルータになる資格がありません。ルータ プライオリティは、（ポ 
イントツーポイント ネットワークではなく）マルチアクセス ネットワークに接続するインター  
フェイスに限定して設定します。

例 次に、インターフェイスを選択し、OSPF プライオリティを変更する例を示します。

hostname(config-if)# ospf priority 4
hostname(config-if)# 

関連コマンド

コマンド 説明

neighbor 手動設定の OSPF ネイバーを指定します。
show interface インターフェイスのステータス情報を表示します。

number ルータのプライオリティを指定します。有効値は 0 ～ 255 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ospf interface OSPF 関連のインターフェイス情報を表示します。
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ospf retransmit-interval
インターフェイスに所属する隣接の LSA 再送信間隔を指定するには、インターフェイス コンフィ   
ギュレーション モードで ospf retransmit-interval コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

ospf retransmit-interval seconds

no ospf retransmit-interval [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト retransmit-interval seconds のデフォルト値は 5 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ネイバーに LSA を送信したルータは、確認メッセージを受信するまで、その LSA を保管します。    
確認応答を受信しなかった場合、ルータは LSA を再送信します。

このパラメータの設定は慎重に行う必要があります。そうしない場合、無用な再送信が行われます。

シリアル回線または仮想リンクには、値を大きくしてください。

例 次に、LSA の再送信間隔を変更する例を示します。

hostname(config-if)# ospf retransmit-interval 15
hostname(config-if)# 

関連コマンド

seconds インターフェイスに属する隣接ルータの LSA 再送信間隔を指定します。有  
効値は 1 ～ 65535 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ospf interface OSPF 関連のインターフェイス情報を表示します。
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ospf transmit-delay
インターフェイス上でリンクステート更新パケットを伝送するのに必要な予想時間を設定するに

は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで ospf transmit-delay コマンドを使用しま     
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ospf transmit-delay seconds

no ospf transmit-delay [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト seconds のデフォルト値は 1 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 更新パケットの LSA には、伝送前に seconds 引数で指定された値によって増分されたエージが設定    
されていなければなりません。インターフェイスの伝送および伝播遅延を考慮して、値を割り当て

る必要があります。

リンクでの伝送前に遅延が加算されていない場合、LSA がリンクを介して伝播する時間は考慮され 
ません。この設定値は、低速リンクほど重要性が増します。

例 次に、インターフェイスを選択し、伝播遅延を 3 秒に設定する例を示します。

hostname(config-if)# ospf restransmit-delay 3
hostname(config-if)#

関連コマンド

seconds インターフェイス上でリンクステート更新パケットを伝送するのに必要な予

想時間を設定します。デフォルト値は 1 秒、有効値は 1 ～ 65535 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ospf interface OSPF 関連のインターフェイス情報を表示します。
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22

pager ～ pwd コマンド

pager
Telnet セッションで [---more---] プロンプトが表示されるまでの、デフォルトのページ行数を設定   
するには、グローバル コンフィギュレーション モードで pager コマンドを使用します。

pager [lines] lines

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは 24 行です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、Telnet セッションのデフォルトのページ行数設定が変更されます。現 
在のセッションに限定して、設定を一時的に変更する場合は、 terminal pager コマンドを使用しま   
す。

[lines] lines [---more---] プロンプトが表示されるまでの 1 ページの行数を設定しま   
す。デフォルトは 24 行です。0 を指定するとページ制限はなくなります。   
指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 行です。lines キーワードは省略できま     
す。指定しても、しなくても、コマンドは同じです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが特権 EXEC モード コマンドからグローバル コンフィギュ    
レーション モード コマンドに変更されました。terminal pager コマンドが    
特権 EXEC モード コマンドとして追加されました。
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管理コンテキスト、またはシステム実行スペースに対するセッションに Telnet 接続している場合  
に、別のコンテキストに切り替えると、所定のコンテキストにおける pager コマンドの設定に関係  
なく、ページャの行設定はユーザのセッションに従います。現在のページャ設定を変更するには、

新しい設定値を指定して terminal pager コマンドを入力するか、現在のコンテキストで pager コマ     
ンドを入力します。pager コマンドを使用すると、コンテキストのコンフィギュレーションに新し 
いページャ設定が保存されるだけでなく、現在の Telnet セッションにも新しい設定が適用されま  
す。

例 次に、表示行数を 20 に変更する例を示します。

hostname(config)# pager 20

関連コマンド コマンド 説明

clear configure terminal 端末の表示幅設定を消去します。

show running-config terminal 現在の端末設定を表示します。

terminal Telnet セッションでシステム ログ メッセージを表示できるよう   
にします。

terminal pager [---more---] プロンプトが表示されるまでに、Telnet セッション  
で表示される行数を設定します。このコマンドはコンフィギュ

レーションに保存されません。

terminal width グローバル コンフィギュレーション モードで端末表示幅を設  
定します。



第 22章      pager ～ pwd コマンド
passwd

22-3
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

passwd
ログイン パスワードを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで passwd コマ     
ンドを使用します。パスワードをデフォルトの [cisco] に戻すには、このコマンドの no 形式を使用    
します。Telnet または SSH を使用して、デフォルト ユーザとして CLI にアクセスする場合、ログ      
イン パスワードが要求されます。ログイン パスワードを入力すると、ユーザ EXEC モードが開始    
されます。

{passwd | password} password [encrypted]

no {passwd | password} password

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのパスワードは、[cisco] です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このログイン パスワードは、デフォルト ユーザ用です。aaa authentication console コマンドを使用     
して、Telnet または SSH のユーザ単位で CLI 認証を設定した場合、このパスワードは使用されませ     
ん。

例 次に、パスワードを Pa$$s0rd に設定する例を示します。

hostname(config)# passwd Pa$$w0rd

次に、別の FWSM からコピーした暗号パスワードにパスワードを設定する例を示します。

hostname(config)# passwd jMorNbK0514fadBh encrypted

encrypted （任意）パスワードが暗号形式になっていることを指定します。パスワー

ドは暗号形式でコンフィギュレーションに保存されるので、入力後は元の

パスワードを表示できません。別の FWSM にパスワードをコピーしなけ  
ればならないが、元のパスワードがわからないという場合は、暗号化され

たパスワードとこのキーワードを指定して passwd コマンドを入力しま  
す。通常、show running-config passwd コマンドを入力したときには、こ   
のキーワードだけが表示されます。

passwd | password どちらのコマンドも入力できます。表記が異なるだけで内容は同じです。

password 最大 80 文字の大文字と小文字が区別される文字列として、パスワードを  
設定します。パスワードにスペースを含めることはできません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure passwd ログイン パスワードを消去します。
enable 特権 EXEC モードを開始します。
enable password イネーブル パスワードを設定します。
show curpriv 現在ログインしているユーザ名およびユーザ特権レベルを表示

します。

show running-config passwd 暗号形式でログイン パスワードを表示します。
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password (crypto ca trustpoint)
登録時に CA に登録する チャンレンジ フレーズを指定するには、crypto ca トラストポイント コン       
フィギュレーション モードで password コマンドを使用します。CA は通常、このフレーズを使用    
してその後の取り消し要求を認証します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を  
使用します。

password string

no password 

シンタックスの説明

デフォルト パスワードを設定しないのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、認証の取り消しパスワードを指定してから、実際の認証登録を開始で

きます。指定したパスワードは、更新したコンフィギュレーションが FWSM によって NVRAM に    
書き込まれるときに暗号化されます。

このコマンドをイネーブルにした場合、認証登録時にパスワードが要求されなくなります。

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central の登録要求に CA に登録したチャレンジ フレーズを含める例を示し     
ます。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# password zzxxyy
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

string 文字列としてパスワード名を指定します。先頭文字を数字にすることはできま

せん。文字列には、任意の英数字およびスペースを 80 文字まで使用できます。  
数字と何かの間にスペースを含めた形式でパスワードを指定することはでき

ません。数字の後ろにスペースを指定すると、問題が発生します。たとえば、

hello 21 は有効なパスワードですが、21 hello は無効です。パスワード検査では、    
大文字と小文字が区別されます。たとえば、パスワード Secret とパスワード  
secret は異なります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。
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password-storage
ユーザがクライアント システム上でログイン パスワードを保存できるようにするには、グループ  
ポリシー コンフィギュレーション モードまたは username コンフィギュレーション モードで、     
password-storage enable コマンドを使用します。パスワードの保存を禁止するには、 
password-storage disable コマンドを使用します。

実行コンフィギュレーションから password-storage 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を    
使用します。その結果、別のグループ ポリシーから password-storage の値を継承できるようになり   
ます。

password-storage {enable | disable}

no password-storage

シンタックスの説明

デフォルト パスワードの保存はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パスワードの保存は、安全な場所に配置されていることが確実なシステムに限定してイネーブルに

します。

このコマンドは、対話型ハードウェア クライアント認証またはハードウェア クライアントの個別  
ユーザ認証とは関係ありません。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに対してパスワードの保存をイネーブルにする例を示し  
ます。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# password-storage enable

disable パスワードの保存をディセーブルにします。

enable パスワードの保存をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

ユーザ名  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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peer-id-validate
ピアの証明書を使用してピアの ID を検証するかどうかを指定するには、tunnel-group ipsec-attributes   
モードで peer-id-validate コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形    
式を使用します。

peer-id-validate option 

no peer-id-validate

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドのデフォルト設定は req です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのトンネルグループ タイプにこの属性を適用できます。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードを開始し、209.165.200.255 という IPSec 
LAN-to-LAN トンネル グループに、ピアの証明書の ID を使用したピア検証を要求する例を示しま
す。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# peer-id-validate req
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

option 次のいずれかのオプションを指定します。

 • req：必須

 • cert：証明書でサポートされる場合

 • nocheck：チェックしない

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group ipsec-attributes  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定したトンネル グループまたはすべてのトンネル グ  

ループの設定を表示します。

tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    
明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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perfmon
FWSM が定期的にパフォーマンス情報を取得できるようにするには、特権 EXEC モードで perfmon    
verbose コマンドを使用します。パフォーマンス情報の出力を禁止するには、perfmon quiet コマン   
ドを使用します。取得したパフォーマンス情報を表示するには、show console-output コマンドを使  
用します。

perfmon {verbose | quiet}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのインターバルは 120 秒です。間隔の設定については、perfmon interval コマンドの項    
を参照してください。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パフォーマンス モニタをイネーブルにするには、perfmon verbose コマンドを入力します。ディセー   
ブルにするには、perfmon quiet コマンドを入力します。perfmon コマンドの出力は Telnet セッショ     
ンまたは SSH セッションのターミナル ウィンドウに表示され、当該セッションが終了した後にコ   
ンソールに転送されます。終了したセッションを再起動すると、コマンド出力は新しいセッション

ウィンドウに表示されます。

例 次に、30 秒おきにパフォーマンス モニタ統計情報を取得する例を示します。

hostname# perfmon interval 30
hostname# perfmon verbose
hostname# show console-output
Context: my_context
PERFMON STATS:    Current      Average
Xlates               0/s          0/s
Connections          0/s          0/s
TCP Conns            0/s          0/s
UDP Conns            0/s          0/s
URL Access           0/s          0/s
URL Server Req       0/s          0/s
WebSns Req           0/s          0/s
TCP Fixup            0/s          0/s
TCP Intercept        0/s          0/s
HTTP Fixup           0/s          0/s
FTP Fixup            0/s          0/s
AAA Authen           0/s          0/s
AAA Author           0/s          0/s
AAA Account          0/s          0/s

verbose パフォーマンス情報を取得します。

quiet パフォーマンス モニタをディセーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

perfmon interval
パフォーマンス情報を取得する間隔を秒数で設定するには、特権 EXEC モードで perfmon interval    
コマンドを使用します。

perfmon interval seconds

シンタックスの説明

デフォルト seconds は 120 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パフォーマンス モニタをイネーブルにするには、perfmon verbose コマンドを入力します。ディセー   
ブルにするには、perfmon quiet コマンドを入力します。出力は、Telnet または SSH ターミナル ウィ      
ンドウに表示されます。

例 次に、30 秒おきにパフォーマンス モニタ統計情報を取得する例を示します。

hostname# perfmon interval 30
hostname# perfmon verbose

関連コマンド

コマンド 説明

perfmon settings パフォーマンス モニタの設定値を表示します。
perfmon interval パフォーマンス モニタの取得間隔を設定します。
show console-output コンソール バッファを表示します。
show perfmon パフォーマンス情報をただちに表示します。

seconds パフォーマンス表示が更新されるまでの秒数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

perfmon FWSM がパフォーマンス モニタ情報を取得できるようにします。
perfmon settings パフォーマンス モニタの設定値を表示します。
show console-output コンソール バッファを表示します。
show perfmon パフォーマンス情報を表示します。



第 22章      pager ～ pwd コマンド         
perfmon settings

22-10
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

perfmon settings
パフォーマンス モニタの設定値を表示するには、特権 EXEC モードで perfmon settings コマンドを      
使用します。

perfmon settings

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、perfmon の設定値を表示する例を示します。

hostname# perfmon settings
interval: 120 (seconds)
quiet

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

perfmon FWSM がパフォーマンス モニタ情報を取得できるようにします。
perfmon interval パフォーマンス モニタの取得間隔を設定します。
show console-output コンソール バッファを表示します。
show perfmon パフォーマンス情報をただちに表示します。
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periodic
時間範囲をサポートする機能に、週単位の反復する時間範囲を指定するには、time range コンフィ  
ギュレーション モードで periodic コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、こ   
のコマンドの no 形式を使用します。

periodic days-of-the-week time to [days-of-the-week] time

no periodic days-of-the-week time to [days-of-the-week] time

シンタックスの説明

デフォルト periodic コマンドで値を入力しなかった場合、time-range コマンドで定義された FWSM へのアクセ    
スがただちに有効になり、なおかつ常時有効になります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 時間ベースの ACL を実行するには、time-range コマンドを使用して、特定の時刻と曜日を定義しま   
す。次に、access-list extended time-range コマンドを使用して時間範囲を ACL にバインドします。

days-of-the-week （任意）最初のこの引数は、対応する時間範囲が有効になる最初の日にち

または曜日です。2 番めのこの引数は、対応するステートメントが有効な 
最後の日にちまたは曜日です。

この引数は、単一の曜日または曜日の組み合わせです。monday（月曜）、
tuesday（火曜）、wednesday（水曜）、thursday（木曜）、friday（金曜）、saturday
（土曜）、および sunday（日曜）を指定できます。その他の指定できる値 
は、次のとおりです。

 • daily ― 月曜～日曜

 • weekdays ― 月曜～金曜

 • weekend ― 土曜および日曜

終了する曜日が開始する曜日と同じ場合は、終了する曜日を省略できま

す。

time HH:MM の形式で時刻を指定します。たとえば、8:00 は午前 8 時、20:00 は     
午後 8 時です。

to 「開始時刻から終了時刻」の範囲を完結させるために、to キーワードを入 
力する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

time-range コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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periodic コマンドは、時間範囲がいつ有効になるかを指定する 1 つの方法です。absolute コマンド    
で、絶対時間間隔を指定する方法もあります。時間範囲の名前を指定する、time-range グローバル 
コンフィギュレーション コマンドのあとで、どちらかのコマンドを使用します。1 つの time-range   
コマンドで複数の periodic を指定できます。

終了する曜日の値が開始の値と同じ場合は、終了の値を省略できます。

time-range コマンドに absolute と periodic の値が両方とも指定されていた場合、periodic コマンドが      
評価されるのは、absolute start の時刻に達してからであり、また、absolute end の時刻を過ぎるてか    
らは評価されません。 

例 次に、periodic コマンドの設定例を示します。

次に、月曜～金曜、午前 8 時～午後 6 時に限定して、FWSM へのアクセスを許可する例を示します。

hostname(config-time-range)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
hostname(config-time-range)#

次に、特定の曜日（月曜、火曜、および金曜）、午前 10 時 30 分～午後 12 時 30 分に、FWSM への         
アクセスを許可する例を示します。

hostname(config-time-range)# periodic Monday Tuesday Friday 10:30 to 12:30
hostname(config-time-range)#

関連コマンド

設定内容 入力

月曜～金曜、午前 8 時～午後 6 時のみ periodic weekdays 8:00 to 18:00

毎日、午前 8 時～午後 6 時のみ periodic daily 8:00 to 18:00

月曜の午前 8 時～金曜の午後 8 時まで常時 periodic monday 8:00 to friday 20:00

毎週末、土曜午前～日曜夜 periodic weekend 00:00 to 23:59

土曜および日曜、正午～深夜 0 時 periodic weekend 12:00 to 23:59

コマンド 説明

absolute 時間範囲が有効となる絶対時刻を定義します。

access-list extended FWSM を介して IP トラフィックを許可または拒否するポリシーを設定   
します。

time-range 時間に基づく FWSM のアクセス制御を定義します。
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permit errors
無効な GTP パケットまたは通常は解析エラーでドロップされるパケットを許可するには、GTP マッ   
プ コンフィギュレーション モードで permit errors コマンドを使用します。GTP マップ コンフィ       
ギュレーション モードには、gtp-map コマンドを使用してアクセスします。このコマンドを削除す  
るには、コマンドの no 形式を使用します。

permit errors

no permit errors

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、無効なパケットまたは解析中にエラーになったパケットはすべて、ドロップされ

ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン GTP マップ コンフィギュレーション モードで permit errors コマンドを使用すると、無効な GTP パ        
ケットまたは通常は解析エラーになってドロップされるパケットが許可されます。

例 次に、無効なパケットまたは解析時にエラーになったパケットが含まれているトラフィックを許可

する例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# permit errors

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるよ  
うにします。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。



第 22章      pager ～ pwd コマンド         
pfs

22-14
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

pfs
PFS をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モードで pfs enable コ       
マンドを使用します。PFS をディセーブルにするには、pfs disable コマンドを使用します。実行コ   
ンフィギュレーションから PFS 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。この    
オプションにより、別のグループ ポリシーから PFS の値が継承されます。

PFS は IPSec ネゴシエーション時に、個々の新しい暗号鍵が前の鍵と無関係であることを保証しま   
す。

pfs {enable | disable}

no pfs 

シンタックスの説明

デフォルト PFS はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン VPN クライアントと FWSM で、PFS の設定を一致させる必要があります。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーの PFS を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# pfs enable

disable PFS をディセーブルにします。
enable PFS をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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pim
インターフェイス上で PIM を再びイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーショ   
ン モードで pim コマンドを使用します。PIM をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式      
を使用します。

pim

no pim 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト multicast-routing コマンドはデフォルトで、すべてのインターフェイス上で PIM をイネーブルにし   
ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン multicast-routing コマンドはデフォルトで、すべてのインターフェイス上で PIM をイネーブルにし   
ます。コンフィギュレーションには、pim コマンドの no 形式だけが保存されます。

（注） PIM は PAT ではサポートされません。PIM プロトコルはポートを使用しないのに対して、PAT が     
機能するのは、ポートを使用するプロトコルと組み合わせた場合に限られます。

例 次に、選択したインターフェイス上で PIM をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-subif)# no pim

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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pim accept-register
PIM 登録メッセージをフィルタリングするように FWSM を設定するには、グローバル コンフィ    
ギュレーション モードで pim accept-register コマンドを使用します。フィルタリングを削除するに    
は、このコマンドの no 形式を使用します。

pim accept-register {list acl | route-map map-name}

no pim accept-register

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、不正な送信元が RP に登録できないようにするために使用します。不正な送信元  
から RP に登録メッセージが送信されると、FWSM が登録停止メッセージを直ちに返します。

例 次に、[no-ssm-range] というアクセス リストで定義された送信元からのものに、PIM 登録メッセー   
ジを限定する例を示します。

hostname(config)# pim accept-register list no-ssm-range

関連コマンド

list acl アクセス リスト名または番号を指定します。このコマンドでは、標準ホ 
スト Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を使用します。拡    
張 ACL はサポートされません。

route-map map-name ルートマップ名を指定します。このコマンドで参照するルートマップで

は、標準ホスト ACL を使用します。拡張 ACL はサポートされません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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pim dr-priority
指定ルータの選定に使用するネイバー プライオリティを FWSM 上で設定するには、インターフェ   
イス コンフィギュレーション モードで pim dr-priority コマンドを使用します。デフォルトのプラ     
イオリティに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

pim dr-priority number

no pim dr-priority

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス上でプライオリティ値が最大のデバイスが PIM 指定ルータになります。指定ルー  
タ プライオリティが同じデバイスが複数ある場合、IP アドレスが最大のデバイスが DR になりま    
す。デバイスが hello メッセージに DR-Priority Option を組み込んでいない場合、そのデバイスはプ     
ライオリティが最も高いデバイスとみなされて、指定ルータになります。複数のデバイスがそれぞ

れの hello メッセージにこのオプションを組み込んでいない場合は、IP アドレスが最大のデバイス   
が指定ルータになります。

例 次に、インターフェイスの DR プライオリティを 5 に設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-if)# pim dr-priority 5

関連コマンド

number 0 ～ 4294967294 の数値。この値を使用して、指定ルータを決定するとき   
に、デバイスのプライオリティを判別します。0 を指定すると、FWSM は  
指定ルータになれません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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pim hello-interval
PIM hello メッセージの間隔を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで    
pim hello-interval コマンドを使用します。hello 間隔をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no    
形式を使用します。

pim hello-interval seconds

no pim hello-interval [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの値は、30 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、PIM hello 間隔を 1 分に設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-if)# pim hello-interval 60

関連コマンド

seconds hello メッセージを送信するまでに FWSM が待機する秒数。有効値は 1 ～     
3600 秒です。デフォルト値は 30 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。



第 22章      pager ～ pwd コマンド
pim join-prune-interval 

22-19
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

pim join-prune-interval
PIM Join/Prune 間隔を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで pim     
join-prune-interval コマンドを使用します。間隔をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形   
式を使用します。

pim join-prune-interval seconds

no pim join-prune-interval [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト 60 秒

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、PIM Join/Prune の間隔を 2 分に設定する例を示します。

hostname(config)# interface Vlan101
hostname(config-if)# pim join-prune-interval 120

関連コマンド

seconds Join/Prune メッセージを送信するまでに FWSM が待機する秒数。有効値は   
10 ～ 600 秒です。デフォルトは 60 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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pim old-register-checksum
旧式のレジスタ チェックサム方法論を使用する Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）で下     
位互換性を許可するには、グローバル コンフィギュレーション モードで pim old-register-checksum    
コマンドを使用します。PIM RFC 互換レジスタを生成するには、このコマンドの no 形式を使用し    
ます。

pim old-register-checksum

no pim old-register-checksum

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト FWSM は、PIM RFC 互換レジスタを生成します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM ソフトウェアは、Cisco IOS の方式ではなく、PIM ヘッダーのチェックサムと次の 4 バイト      
だけを使用して、登録メッセージを受け付けます。Cisco IOS の方式では、すべての PIM メッセー    
ジ タイプについて、PIM メッセージ全体を使用して登録メッセージを受け付けます。pim  
old-register-checksum コマンドは、Cisco IOS ソフトウェアと互換性のあるレジスタを生成します。

例 次に、旧式のチェックサム計算を使用するように FWSM を設定する例を示します。

hostname(config)# pim old-register-checksum

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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pim rp-address
PIM Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）のアドレスを設定するには、グローバル コンフィ     
ギュレーション モードで pim rp-address コマンドを使用します。RP アドレスを削除するには、こ     
のコマンドの no 形式を使用します。

pim rp-address ip_address [acl] [bidir]

no pim rp-address ip_address

シンタックスの説明

デフォルト PIM RP アドレスを設定しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 共通 PIM sparse モード（PIM-SM）または bidir ドメイン内のすべてのルータに、well-known PIM RP       
アドレスを認識させる必要があります。このコマンドを使用すると、アドレスが静的に設定されま

す。

（注） FWSM は Auto-RP をサポートしません。したがって、pim rp-address コマンドを使用して RP アド       
レスを指定する必要があります。

RP を 1 つ設定することによって、複数のグループを処理できます。アクセス リストで指定された    
グループ範囲によって、PIM RP グループのマッピングが決まります。アクセス リストを指定しな   
かった場合、グループの RP が IP マルチキャスト グループ範囲（224.0.0.0/4）全体に適用されます。

（注） FWSM は、実際の bidir 設定に関係なく、必ず PIM hello メッセージで bidir 機能をアドバタイズし        
ます。

acl （任意）RP で使用するマルチキャスト グループを定義する、アクセス リ   
ストの名前または番号。これは標準 IP アクセス リストです。

bidir （任意）指定のマルチキャスト グループが双方向モードで動作することを 
指定します。このオプションを指定しないでコマンドを設定した場合、指

定のグループは PIM sparse（疎）モードで動作します。
ip_address PIM RP にするルータの IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られた     

ドット付き 10 進表記のユニキャスト IP アドレスです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、すべてのマルチキャスト グループに対して、PIM RP アドレスを 10.0.0.1 に設定する例を示     
します。

hostname(config)# pim rp-address 10.0.0.1

関連コマンド コマンド 説明

pim accept-register PIM 登録メッセージをフィルタリングするように、候補 RP を設定しま   
す。
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pim spt-threshold infinity
必ず共有ツリーを使用し、Shortest-Path Tree（SPT）スイッチオーバーを実行しないように、ラスト 
ホップ ルータの動作を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで pim    
spt-threshold infinity コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を    
使用します。

pim spt-threshold infinity [group-list acl]

no pim spt-threshold

シンタックスの説明

デフォルト ラスト ホップ PIM ルータは、デフォルトで送信元 SPT に切り替えます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン group-list キーワードを使用しなかった場合、このコマンドはすべてのマルチキャスト グループに  
適用されます。

例 次に、ラスト ホップ PIM ルータが、送信元 SPT に切り替えるのではなく、必ず共有ツリーを使用     
するように設定する例を示します。

hostname(config)# pim spt-threshold infinity

関連コマンド

group-list acl （任意）アクセス リストで制限する送信元グループを指定します。acl 引数  
では、標準 Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を指定する必    
要があります。拡張 ACL はサポートされません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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ping
FWSMから他の IP アドレスを参照できるかどうかを決定するには、特権 EXEC モードで ping コマ      
ンドを使用します。

ping [if_name] host [data pattern] [repeat count] [size bytes] [timeout seconds] [validate]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ping コマンドを使用すると、FWSM が接続されているかどうか、またはネットワーク上のホストを  
使用できるかどうかを判別できます。FWSM が接続されている場合は、icmp permit any interface コ     
マンドが設定されているかどうかを確認します。FWSM が ping コマンドから生成されたメッセー   
ジに応答して受け付けることができるようにするには、この設定が必要です。ping コマンドの出力 
は、応答が受信されたかどうかを示します。ホストが応答していない場合、pingコマンドを入力す
ると、次のようなメッセージが表示されます。

hostname(config)# ping 10.1.1.1 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
?????
Success rate is 0 percent (0/5)

FWSM がネットワークに接続していて、トラフィックを送受信していることを確認するには、show 
interface コマンドを使用します。指定された if_name のアドレスは、ping の送信元アドレスとして    
使用されます。

data pattern （任意）16 進形式で 16 ビットのデータ パターンを指定します。
host ping の対象となるホストの IPv4 または IPv6 アドレス、または名前を指定     

します。

if_name （任意）host からアクセスできる、nameif コマンドで設定されたインター  
フェイス名を指定します。指定しなかった場合、host は IP アドレスとし   
て解決され、ルーティング テーブルに従って宛先インターフェイスが判別 
されます。

repeat count （任意）ping 要求を繰り返す回数を指定します。
size bytes （任意）データグラム サイズをバイト数で指定します。
timeout seconds （任意）ping 要求をタイムアウトさせるまでに待機する秒数を指定します。
validate （任意）応答データを検証することを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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内部ホストから外部ホストに ping を実行させるには、次のいずれかの作業が必要です。

 • エコー応答用の ICMP access-list コマンドを作成して、たとえば、すべてのホストに ping でア     
クセスできるようにしてから、access-list acl_grp permit icmp any any コマンドを使用して、      
access-group コマンドでテストするインターフェイスに access-list コマンドをバインドします。

 • inspect icmp コマンドを使用して ICMP インスペクション エンジンを設定します。たとえば、     
グローバル サービス ポリシーに対応する class default_inspection クラスに inspect icmp コマン        
ドを追加すると、内部ホストによって開始されたエコー要求に対する、FWSM を経由したエ 
コー応答が許可されます。

拡張 ping も実行できます。この場合、一度に 1 行ずつキーワードを入力します。

ホスト間またはルータ間で、FWSM を介して ping を送信しても、ping を実行できない場合は、   
capture コマンドを使用して、ping の成否をモニタします。

FWSM ping コマンドには、インターフェイス名は不要です。インターフェイス名を指定しなかった  
場合、FWSM はルーティング テーブルを調べて、指定されたアドレスを検出します。インターフェ  
イス名を指定すると、ICMP エコー要求の送信に使用されるインターフェイスを指定できます。

例 次に、FWSM から他の IP アドレスを参照できるかどうかを判別する例を示します。

hostname# ping 171.69.38.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 171.69.38.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

次に、拡張 ping の例を示します。

hostname# ping
Interface: outside
Target IP address: 171.69.38.1
Repeat count: [5]
Datagram size: [100]
Timeout in seconds: [2]
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 171.69.38.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

関連コマンド コマンド 説明

capture インターフェイスでパケットをキャプチャします。

icmp インターフェイスで終端する ICMP トラフィックのアクセス ルールを設   
定します。

show interface VLAN の設定情報を表示します。
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policy
CRL の取得元を指定するには、crl configure コンフィギュレーション モードで policy コマンドを使      
用します。crl configure コンフィギュレーション モードには、crypto ca トラストポイント コンフィ      
ギュレーション モードからアクセスします。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式   
を使用します。

policy {static | cdp | both}

no policy [static | cdp | both]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は cdp です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ca-crl コンフィギュレーション モードを開始し、チェックする証明書に組み込まれた CRL 配    
布ポイント拡張子を使用して、またはそれが失敗した場合はスタティック CDP を使用して、CRL  
を取得することを設定する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# policy both
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

both CRL 配布ポイントを使用して CRL を取得できなかった場合に、5 回を限度とし、    
スタティック CDP を使用して再試行することを指定します。

cdp チェックする証明書に組み込まれた CDP 拡張子を使用します。この場合、FWSM  
は確認する証明書の CDP 拡張子から最大 5 つの CRL 配布ポイントを取得し、必      
要に応じて、設定されたデフォルト値で情報を補います。プライマリ CDP によ  
る CRL 取得に失敗した場合、FWSM はリストで次に使用可能な CDP を使用し     
て再試行します。FWSM が CRL を取得するか、リストの終わりに達するまで、   
この作業が続けられます。

static 最大 5 つのスタティック CRL 配布ポイントを使用します。このオプションを指    
定する場合は、protocol コマンドで LDAP または HTTP URL も指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
url CRL を取得するためのスタティック URL リストを作成して維持します。
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policy-map
ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使    
用します。ポリシーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

policy-map name

no policy-map name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン policy-map コマンドでは、ポリシーを設定します。ポリシーは、トラフィック クラスとセキュリ  
ティに関連する 1 つ以上のアクションを関連付けたものです。トラフィック クラスは、パケットの   
内容で識別可能な 1 組のトラフィックです。たとえば、ポート値が 23 の TCP トラフィックは、Telnet      
トラフィック クラスとして分類できます。ポリシーは、class コマンドとそのコマンドに対応付ら  
れたアクションからなります。ポリシー マップでは複数のポリシーを指定できます。service-policy 
コマンドは、すべてのインターフェイス上でグローバルに、または 1 つのターゲット インターフェ   
イス上でポリシー マップをアクティブにします。

policy-map コマンドを使用すると、トラフィックを分類し、分類したトラフィックに機能固有のア 
クションを適用できます。

ポリシー マップの最大数は 64 です。

policy-map コマンドを使用してポリシーマップ モードを開始します。ポリシーマップ モードでは、   
class コマンドおよび description コマンドを入力できます。詳細については、個々のコマンドの項   
を参照してください。

ポリシー マップの各種アクションが実行される順序は、これらのコマンド記述でアクションが出現 
する順序とは無関係です。

例 次に、policy-map コマンドの例を示します。プロンプトの変化に注意してください。

hostname(config)# policy-map localpolicy1
hostname(config-pmap)# 

name このポリシーマップの名前。名前の最大長は 40 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、接続ポリシーに関する policy-map コマンドの例を示します。

hostname(config)# access-list http-server permit tcp any host 10.1.1.1
hostname(config)# class-map http-server

hostname(config-cmap)# match access-list http-server
hostname(config-cmap)# exit

hostname(config)# policy-map global-policy global
hostname(config-pmap)# description This policy map defines a policy concerning 
connection to http server.
hostname(config-pmap)# class http-server
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 256

関連コマンド コマンド 説明

class トラフィックを分類するためのクラスマップを指定します。

clear configure policy-map すべてのポリシー マップ設定を削除します。ただし、 

service-policy コマンドでポリシー マップが使用されている場  
合は例外として、削除されません。

description ポリシー マップの説明を指定します。
show running-config policy-map 現在のすべてのポリシー マップ設定を表示します。
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polltime interface
インターフェイスにおける hello パケットの間隔を指定するには、フェールオーバー グループ コン    
フィギュレーション モードで polltime interface コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、    
このコマンドの no 形式を使用します。

polltime interface time

no polltime interface time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは 15 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン polltime interface コマンドは、現在のフェールオーバー グループに関連付けられたインターフェイ   
スから hello パケットを送信する間隔を変更する場合に使用します。ポーリング間隔を短くすると、  
FWSM による障害の検出とフェールオーバーの起動がより迅速に行われます。ただし、ネットワー 
クが一時的に輻輳している場合には、不要なスイッチオーバーが行われる可能性があります。

連続して 5 回、インターフェイスの hello パケットが検出されなかった場合は、インターフェイス    
のテストが開始されます。

このコマンドを使用できるのは、アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合だけです。

例 フェールオーバー グループの設定例（部分）を示します。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# polltime interface 20
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)#

関連コマンド

time Hello メッセージの時間間隔

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

フェールオーバー グループ コ  
ンフィギュレーション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

failover group アクティブ / アクティブ フェールオーバーを行うフェールオーバー グ  
ループを定義します。

failover polltime モニタ対象インターフェイスにおける hello パケットの時間間隔を設定  
します。
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port-misuse
制限するアプリケーション カテゴリを指定することによって HTTP トラフィックを制限するには、   
HTTP マップ コンフィギュレーション モードで port-misuse コマンドを使用します。HTTP マップ      
コンフィギュレーション モードには、http-map コマンドを使用してアクセスします。この機能を  
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-misuse {im | p2p | tunneling | default} action {allow | reset | drop} [log]

no port-misuse {im | p2p | tunneling | default} action {allow | reset | drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。このコマンドをイネーブルしながら、サポー

ト対象のアプリケーション カテゴリを指定しなかった場合、ログを収集しないで接続を許可するこ 
とがデフォルトのアクションになります。デフォルト アクションを変更するには、default キーワー  
ドを使用し、別のデフォルト アクションを指定します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン port-misuse コマンドをイネーブルに設定した場合、FWSM はサポート対象で、なおかつ設定され  
たアプリケーション カテゴリのそれぞれに対応する HTTP 接続に、指定されたアクションを適用し   
ます。

action 設定したカテゴリのアプリケーションが検出されたときに実行するアクション

を指定します。

allow メッセージを許可します。

default サポートされているにもかかわらず、コンフィギュレーション リストに存在し 
ない要求方式がトラフィックに含まれている場合に、FWSM が実行するデフォ 
ルト アクションを指定します。

im インスタント メッセージング アプリケーション カテゴリのトラフィックを制   
限します。チェックされるアプリケーションは Yahoo Messenger、AIM、および  
MSN IM です。

log （任意）Syslog を生成します。
p2p ピアツーピア アプリケーション カテゴリのトラフィックを制限します。Kazaa  

アプリケーションがチェックされます。

reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。
tunneling トンネリング アプリケーション カテゴリのトラフィックを制限します。チェッ  

クされるアプリケーションは、HTTPort/HTTHost、GNU Httptunnel、GotoMyPC、 
Firethru、および Http-tunnel.com Client です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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FWSM は、設定されたリストのアプリケーション カテゴリと一致しないすべてのトラフィックに、  
default アクションを適用します。設定済みの default アクションでは、ロギングを行わずに接続を   
許可します。

たとえば、事前設定されたデフォルト アクションを使用し、なおかつ 1 つ以上のアプリケーション   
カテゴリを選択してアクション drop および log を指定した場合、FWSM は設定されたアプリケー     
ション カテゴリが含まれている接続をドロップし、各接続を記録し、その他のサポート対象アプリ 
ケーション タイプについては、すべての接続を許可します。

より限定的なポリシーを設定する場合は、デフォルト アクションを drop（または reset）および log    
（イベントを記録する場合）に変更します。そのあと、allow アクションを指定して、許可するアプ 
リケーション タイプを設定します。

port-misuse コマンドは、適用する設定ごとに 1 回ずつ入力します。port-misuse コマンドのインス    
タンスを、デフォルト アクションを変更するために 1 つ、設定済みアプリケーション タイプのリ    
ストに各アプリケーション カテゴリを追加するために 1 つ使用します。

注意 これらの検査には、HTTP メッセージのエンティティ本体を検索する必要があるので、FWSM のパ  
フォーマンスが低下する可能性があります。

このコマンドの no 形式を使用して、設定済みアプリケーション タイプのリストからアプリケー   
ション カテゴリを削除すると、コマンドラインでアプリケーション カテゴリのキーワードより後  
ろに指定した文字はすべて無視されます。

例 次に、設定済みのデフォルトを使用して、特に禁止されていないサポート対象アプリケーション タ 
イプをすべて許可する、制限の緩いポリシーを設定する例を示します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# port-misuse p2p drop log
hostname(config-http-map)# exit

この場合、ピアツーピア カテゴリの接続だけがドロップされ、イベントが記録されます。

次に、制限型ポリシーを指定する例を示します。明示的に許可されていないすべてのアプリケー

ション タイプについて、接続がリセットされ、イベントが記録されるようにデフォルト アクショ  
ンを変更します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# port-misuse default action reset log
hostname(config-http-map)# port-misuse im allow
hostname(config-http-map)# exit

この場合、Instant Messenger アプリケーションだけが許可されます。それ以外のサポート対象アプ  
リケーションの HTTP トラフィックを受信すると、FWSM によって接続がリセットされ、Syslog エ    
ントリが作成されます。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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port-object
サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを追加するには、サービス コンフィギュ    
レーション モードで port-object コマンドを使用します。プロトコル オブジェクトを削除するには、    
コマンドの no 形式を使用します。

port-object eq service

no port-object eq service

port-object range begin_service end_service

no port-object range begin_service end_service

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン port-object コマンドは object-group コマンドと組み合わせて使用し、サービス コンフィギュレー    
ション モードで、特定のサービス（ポート）またはサービス範囲（複数のポート）のどちらかであ 
るオブジェクトを定義します。

TCP または UDP サービスの名前を指定する場合は、サポート対象の TCP 名、UDP 名、またはその      
両方の名前のいずれかにする必要があります。また、オブジェクト グループのプロトコル タイプ  
と矛盾しないようにする必要があります。たとえば、プロトコル タイプが tcp、udp、または tcp-udp   
の場合、名前はそれぞれ有効な TCP サービス名、有効な UDP サービス名、または有効な TCP/UDP     
サービス名にする必要があります。

番号を指定した場合は、オブジェクトの表示時に、プロトコル タイプに基づいて対応する名前（あ 
る場合）に変換されます。

begin_service サービス範囲の先頭値となる、TCP または UDP ポートを示す 10 進数また     
は名前を指定します。この値は 0 ～ 65535 の範囲内にする必要があります。

end_service サービス範囲の終了値となる、TCP または UDP ポートを示す 10 進数また     
は名前を指定します。この値は 0 ～ 65535 の範囲内にする必要があります。

eq service サービス オブジェクト用の TCP または UDP ポートを示す 10 進数または       
名前を指定します。

range ポート範囲を指定します（包含型）

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

サービス コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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サポートされるサービス名は、次のとおりです。

例 次に、サービス コンフィギュレーション モードで port-object コマンドを使用して、新しいポート    
（サービス）オブジェクト グループを作成する例を示します。

hostname(config)# object-group service eng_service tcp
hostname(config-service)# port-object eq smtp
hostname(config-service)# port-object eq telnet
hostname(config)# object-group service eng_service udp
hostname(config-service)# port-object eq snmp
hostname(config)# object-group service eng_service tcp-udp
hostname(config-service)# port-object eq domain
hostname(config-service)# port-object range 2000 2005
hostname(config-service)# quit

表 22-1

TCP UDP TCP および UDP

bgp biff discard

 chargen bootpc domain

cmd bootps echo

daytime dnsix pim-auto-rp

exec nameserver sunrpc

finger mobile-ip syslog

ftp netbios-ns tacacs

 ftp-data netbios-dgm talk

 gopher ntp

ident  rip

irc snmp

h323  snmptrap

hostname tftp

http time

klogin who

kshell xdmcp

login isakmp

lpd

nntp

pop2

pop3

smtp

sqlnet

telnet

uucp

whois

www
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関連コマンド

preempt
プライオリティの高い装置がブート時にアクティブになるようにするには、フェールオーバー グ 
ループ コンフィギュレーション モードで preempt コマンドを使用します。プリエンプションを削    
除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

preempt [delay]

no preempt [delay]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、待機時間はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバー グループにプライマリまたはセカンダリのプライオリティを割り当てると、両方 
の装置が（装置のポーリング時間内で）同時にブートした場合に、フェールオーバー グループのア 
クティブになる装置が指定されます。ただし、一方の装置が他方より先にブートした場合は、その

装置上で両方のフェールオーバー グループがアクティブになります。他方の装置がオンラインにな 
ると、セカンダリ装置にプライオリティが与えられているフェールオーバー グループは、preempt 
コマンドでフェールオーバー グループが設定されているか、または no failover active コマンドで他     
方の装置に手動で強制的に移さないかぎり、セカンダリ装置上ではアクティブになりません。

preempt コマンドでフェールオーバー グループが設定されている場合、フェールオーバー グループ   
は指定された装置上で自動的にアクティブになります。

コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから、すべての object-group コマ  
ンドを削除します。

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   

ジェクトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。

seconds ピアに優先権が渡るまでの待機時間（秒数）。有効値は 1 ～ 1200 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

フェールオーバー グループ コ  
ンフィギュレーション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） ステートフル フェールオーバーがイネーブルの場合、その時点でフェールオーバー グループがア  
クティブな装置から接続がコピーされるまで、プリエンプションは実行されません。

例 次に、プライマリ装置のプライオリティを高くしてフェールオーバー グループ 1 を設定し、セカン   
ダリ装置のプライオリティを高くしてフェールオーバー グループ 2 を設定する例を示します。待機   
時間を 100 秒に指定した preempti コマンドで両方のフェールオーバー グループを設定するので、     
装置が使用可能になってから 100 秒後に、優先装置上でフェールオーバー グループが自動的にアク   
ティブになります。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)# failover group 2
hostname(config-fover-group)# secondary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

failover group アクティブ/アクティブ フェールオーバーを行うフェールオーバー グルー  
プを定義します。

primary 設定するフェールオーバー グループのフェールオーバー ペアのプライマ  
リ装置に、プライオリティを与えます。

secondary 設定するフェールオーバー グループのフェールオーバー ペアのセカンダ  
リ装置に、プライオリティを与えます。
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prefix-list
ABR タイプ 3 LSA フィルタリング用のプレフィクス リストにエントリを作成するには、グローバ     
ル コンフィギュレーション モードで prefix-list コマンドを使用します。プレフィクス リストのエ     
ントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

prefix-list prefix-list-name [seq seq_num] {permit | deny} network/len [ge min_value] [le max_value]

no prefix-list prefix-list-name [seq seq_num] {permit | deny} network/len [ge min_value] [le max_value]

シンタックスの説明

デフォルト シーケンス番号を指定しなかった場合は、プレフィクス リストの最初のエントリにシーケンス番号 
として 5 が割り当てられ、以後、各エントリのシーケンス番号は 5 ずつ大きくなります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン prefix-list コマンドは、ABR タイプ 3 LSA フィルタリング コマンドです。ABR タイプ 3 LSA フィ          
ルタリングを使用すると、OSPF が動作している ABR の機能が拡張され、異なる OSPF エリア間で     
タイプ 3 LSA をフィルタリングできるようになります。プレフィクス リストの設定後は、指定し    
たプレフィクスだけがあるエリアから別のエリアに送信されます。その他のプレフィクスはすべ

て、それぞれの OSPF エリアに限定されます。このタイプのエリア フィルタリングは、OSPF エリ    
アに着信するトラフィック、OSPF エリアから発信するトラフィック、またはそのエリアの着信ト 
ラフィックと発信トラフィックの両方に適用できます。

/ network 値と len 値の間に分離記号が必要です。
deny 条件が一致した場合にアクセスを拒否します。

ge min_value （任意）最小限一致しなければならないプレフィクスの長さを指定します。

min_value 引数の値は、len 引数の値より大きくなければなりません。また、  
max_value 引数を指定する場合は、その値以下でなければなりません。

le max_value （任意）一致しなければならないプレフィクスの最大長を指定します。

max_value 引数の値は、min_value 引数が指定されている場合、その値以上で  
なければなりません。または、min_value 引数が指定されていない場合は、len 
引数の値より大きくなければなりません。

len ネットワーク マスクの長さ。有効値は 0 ～ 32 です。
network ネットワーク アドレス
permit 条件が一致した場合にアクセスを許可します。

prefix-list-name プレフィクス リスト名。プレフィクス リスト名にスペースを含めることはで  
きません。

seq seq_num （任意）作成するプレフィクス リストに指定のシーケンス番号を適用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（ip prefix-list として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが ip prefix-list から prefix-list に変更されました。
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プレフィクス リストの複数のエントリが所定のプレフィクスと一致した場合は、最小シーケンス番 
号のエントリが使用されます。FWSM は、プレフィクス リストの先頭、シーケンス番号が最小の  
エントリから検索を開始します。いったん一致すると、FWSM はそれ以上、リストを検索しませ 
ん。効率をよくするには、小さいシーケンス番号を手動で割り当てることによって、最も一般的な

一致または拒否のエントリがリストの先頭近くに来るようにします。

デフォルトでは、シーケンス番号は自動的に生成されます。no prefix-list sequence-number コマン   
ドを使用すると、シーケンス番号の自動生成を抑制できます。シーケンス番号は、5 の倍数で生成
されます。したがって、プレフィクス リストの先頭のシーケンス番号は 5 になります。リストの次   
のエントリには、10 のシーケンス番号が与えられます（以下、同様）。あるエントリに値を指定し、 
その後のエントリに値を指定しなかった場合、生成されるシーケンス番号は指定値から 5 ずつ増え  
ていきます。たとえば、プレフィクス リストの先頭エントリに 3 というシーケンス番号を与えるこ   
とを指定してから、2 つのエントリを追加し、なおかつ追加のエントリにシーケンス番号を指定し 
なかった場合、追加した 2 つのエントリには 8 および 13 というシーケンス番号が自動的に生成さ      
れます。

ge および le キーワードを使用すると、プレフィクスと一致すべきプレフィクス長の範囲を   
network/len 引数の場合より具体的に指定できます。ge キーワードまたは le キーワードをどちらも    
指定しなかった場合は、完全一致が想定されます。ge キーワードだけを指定した場合、範囲は 
min_value ～ 32 です。le キーワードだけを指定した場合、範囲は len ～ max_value です。

min_value および max_value 引数の値は、次の条件を満たしていなければなりません。

len < min_value <= max_value <= 32

プレフィクス リストから特定のエントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。   
プレフィクス リストを削除するには、clear configure prefix-list コマンドを使用します。clear    
configure prefix_list コマンドを使用すると、対応付られた prefix-list description コマンド（ある場     
合）もコンフィギュレーションから削除されます。

例 次に、デフォルト ルート 0.0.0.0/0 を拒否する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc deny 0.0.0.0/0

次に、プレフィクス 10.0.0.0/8 を許可する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc permit 10.0.0.0/8

次に、プレフィクス 192/8 のルートで最大 24 ビットのマスク長を受け付ける例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc permit 192.168.0.0/8 le 24 

次に、プレフィクス 192/8 のルートで 25 ビットを超えるマスク長を拒否する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc deny 192.168.0.0/8 ge 25 

次に、すべてのアドレス スペースで 8 ～ 24 ビットのマスク長を許可する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc permit 0.0.0.0/0 ge 8 le 24 

次に、すべてのアドレス スペースで 25 ビットを超えるマスク長を拒否する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc deny 0.0.0.0/0 ge 25
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次に、プレフィクスが 10/8 のすべてのルートを拒否する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc deny 10.0.0.0/8 le 32 

次に、プレフィクスが 192.168.1/24 のルートで、長さが 25 ビットを超えるすべてのマスクを拒否す    
る例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc deny 192.168.1.0/24 ge 25 

次に、プレフィクスが 0/0 のすべてのルートを許可する例を示します。

hostname(config)# prefix-list abc permit 0.0.0.0/0 le 32 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure prefix-list 実行コンフィギュレーションから prefix-list コマンドを削除し  
ます。

prefix-list description プレフィクス リストの説明を入力します。
prefix-list sequence-number プレフィクス リストのシーケンス番号付けをイネーブルにしま 

す。

show running-config prefix-list 実行コンフィギュレーションに含まれている prefix-list コマン  
ドを表示します。
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prefix-list description
プレフィクス リストに説明を加えるには、グローバル コンフィギュレーション モードで prefix-list    
description コマンドを使用します。プレフィクス リストの説明を削除するには、このコマンドの  
no 形式を使用します。

prefix-list prefix-list-name description text

no prefix-list prefix-list-name description [text]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン prefix-list コマンドおよび prefix-list description  コマンドは、特定のプレフィクス リスト名に対し      
て任意の順序で入力できます。プレフィクス リストの説明を入力する前に、プレフィクス リスト  
を作成する必要はありません。prefix-list description コマンドは必ず、コンフィギュレーションの  
対応するプレフィクス リストの前の行に配置されます。

すでに説明のあるプレフィクス リスト エントリに prefix-list description コマンドを入力した場合     
は、新しい説明によって元の説明が置き換えられます。

このコマンドの no 形式を使用する場合は、説明テキストの入力は不要です。

例 次に、MyPrefixList というプレフィクス リストの説明を追加する例を示します。show running-config   
prefix-list コマンドから、実行コンフィギュレーションにプレフィクス リストの説明が追加されて  
いるが、プレフィクス リストそのものは設定されていないことがわかります。

hostname(config)# prefix-list MyPrefixList description A sample prefix list 
description
hostname(config)# show running-config prefix-list

!
prefix-list MyPrefixList description A sample prefix list description
!

prefix-list-name プレフィクス リスト名
text プレフィクス リストを説明するテキスト。80 文字まで入力できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure prefix-list 実行コンフィギュレーションから prefix-list コマンドを削除し  
ます。

prefix-list ABR タイプ 3 LSA フィルタリング用のプレフィクス リストを     
定義します。

show running-config prefix-list 実行コンフィギュレーションに含まれている prefix-list コマン  
ドを表示します。
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prefix-list sequence-number
プレフィクス リストのシーケンス番号付けをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで prefix-list sequence-number コマンドを使用します。プレフィクス リストの     
シーケンス番号付けをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

prefix-list sequence-number

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト プレフィクス リストのシーケンス番号付けは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーションに含まれるのは、コマンドの no 形式だけです。コンフィギュレーション  
にこのコマンドの no 形式が指定されている場合、コンフィギュレーションの prefix-list コマンドか    
ら、手動設定されたものを含めてシーケンス番号が削除されます。また、新しいプレフィクス リス 
ト エントリには、シーケンス番号が割り当てられません。

プレフィクス リストのシーケンス番号付けがイネーブルの場合、デフォルトの番号付け方式（5 か  
ら始まり 5 ずつ増加）を使用して、プレフィクス リストのすべてのエントリにシーケンス番号が割   
り当てられます。番号付けをディセーブルにする前に、プレフィクス リスト エントリにシーケン  
ス番号が手動で設定されていた場合は、手動設定の番号が復元されます。自動番号付けがディセー

ブルのときに手動設定されたシーケンス番号も復元されます。ただし、番号付けがディセーブルの

間はそれらのシーケンス番号は表示されません。

例 次に、プレフィクス リストのシーケンス番号付けをディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# no prefix-list sequence-number

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

prefix-list ABR タイプ 3 LSA フィルタリング用のプレフィクス リストを     
定義します。

show running-config prefix-list 実行コンフィギュレーションに含まれている prefix-list コマン  
ドを表示します。
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pre-shared-key
事前共有鍵に基づく IKE 接続をサポートするために、事前共有鍵を指定するには、tunnel-group  
ipsec-attributes コンフィギュレーション モードで pre-shared-key コマンドを使用します。デフォル    
ト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

pre-shared-key key 

no pre-shared-key

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのトンネルグループ タイプにこの属性を適用できます。

例 config-ipsec コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力し、209.165.200.225 という IPSec    
LANto-LAN トンネル グループの IKE 接続をサポートするための事前共有鍵 XYZX を指定します。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# pre-shared-key xyzx
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

key 1 ～ 128 文字の英数字鍵を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

Tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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primary
フェールオーバー グループのプライオリティをプライマリ装置で高くするには、フェールオーバー 
グループ コンフィギュレーション モードで primary コマンドを使用します。デフォルト値に戻す    
には、このコマンドの no 形式を使用します。

primary

no primary 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト フェールオーバー グループに関して、primary または secondary を指定しなかった場合、フェール    
オーバー グループのデフォルトは primary です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン フェールオーバー グループにプライマリまたはセカンダリのプライオリティを割り当てると、両方 
の装置が（装置のポーリング時間内で）同時にブートした場合に、フェールオーバー グループのア 
クティブになる装置が指定されます。一方の装置が他方より先にブートした場合は、その装置上で

両方のフェールオーバー グループがアクティブになります。他方の装置がオンラインになると、セ 
カンダリ装置にプライオリティが与えられているフェールオーバー グループは、preempt コマンド  
でフェールオーバー グループが設定されているか、または no failover active コマンドで他方の装置     
に手動で強制的に移さないかぎり、セカンダリ装置上ではアクティブになりません。

例 次に、プライマリ装置のプライオリティを高くしてフェールオーバー グループ 1 を設定し、セカン   
ダリ装置のプライオリティを高くしてフェールオーバー グループ 2 を設定する例を示します。どち   
らのフェールオーバー グループも preempt コマンドを使用して設定するので、グループは優先装置   
が使用可能になった時点で、その装置上で自動的にアクティブになります。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)# failover group 2
hostname(config-fover-group)# secondary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# exit
hostname(config)#

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

フェールオーバー グループ コ  
ンフィギュレーション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

privilege
コマンドの特権レベルを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで privilege コ    
マンドを使用します。設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

privilege [ show | clear | configure ] level level [ mode {enable | configure}] command command

no privilege [ show | clear | configure ] level level [ mode {enable | configure}] command command

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン privilege コマンドを使用すると、FWSM コマンドにユーザ定義の特権レベルを設定できます。この  
コマンドは、関連する configure、show、および clear コマンドに対応する、さまざまな特権レベル  
を設定する場合に便利です。新しい特権レベルを使用する前に、セキュリティ ポリシーを使用し 
て、コマンドの特権レベルが変更されているかを確認してください。

コマンド 説明

failover group アクティブ/アクティブ フェールオーバーを行うフェールオーバー グルー  
プを定義します。

preempt 優先装置が使用可能になった時点で、その装置上でフェールオーバー グ 
ループを強制的にアクティブにします。

secondary セカンダリ装置にプライマリ装置より高いプライオリティを与えます。

clear （任意）指定されたコマンドに対応する clear コマンドの特権レベルを設定  
します。

command command 特権レベルを設定するコマンドを指定します。

configure （任意）指定したコマンドの特権レベルを設定します。

level level 特権レベルを指定します。有効値は 0 ～ 15 です。
mode enable （任意）コマンドの特権モード用のレベルであることを指定します。

mode configure （任意）コマンドのコンフィギュレーション モード用のレベルであること 
を指定します。

show （任意）指定されたコマンドに対応する show コマンドの特権レベルを設定  
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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コマンドおよびユーザに特権レベルが設定されている場合は、2 つの設定が比較されて、所定のユー 
ザが指定されたコマンドを実行できるかどうかが判別されます。ユーザの特権レベルがコマンドの

特権レベルよりも低い場合、ユーザはコマンドを実行できません。

特権レベルを切り替えるには、login コマンドを使用して別の特権レベルにアクセスし、適切な 
logout、exit、または quit コマンドを使用して元の特権レベルを終了します。

mode enable および mode configure キーワードは、特権モードおよびコンフィギュレーション モー      
ドの両方を持つコマンドに使用します。

特権レベルは値が小さいほど、レベルが低くなります。

（注） 定義した新しい特権レベルを AAA（認証、認可、アカウンティング）サーバのコンフィギュレー 
ションで使用するには、事前に aaa authentication および aaa authorization コマンドにその特権レ      
ベルを追加する必要があります。

例 次に、各ユーザの特権レベルを [5] に設定する例を示します。

hostname(config)# username intern1 password pass1 privilege 5

次に、特権レベルが [5] の一連の show コマンドを定義する例を示します。

hostname(config)# privilege show level 5 command alias
hostname(config)# privilege show level 5 command apply
hostname(config)# privilege show level 5 command arp
hostname(config)# privilege show level 5 command auth-prompt
hostname(config)# privilege show level 5 command blocks

次に、AAA 許可設定全体に特権レベル 11 を適用する例を示します。

hostname(config)# privilege configure level 11 command aaa
hostname(config)# privilege configure level 11 command aaa-server
hostname(config)# privilege configure level 11 command access-group
hostname(config)# privilege configure level 11 command access-list
hostname(config)# privilege configure level 11 command activation-key
hostname(config)# privilege configure level 11 command age
hostname(config)# privilege configure level 11 command alias
hostname(config)# privilege configure level 11 command apply

関連コマンド コマンド 説明

clear configure privilege コンフィギュレーションから privilege コマンド ステートメント   
を削除します。

show curpriv 現在の特権レベルを表示します。

show running-config privilege コマンドの特権レベルを表示します。
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prompt
CLI プロンプトをカスタマイズするには、グローバル コンフィギュレーション モードで prompt コ     
マンドを使用します。デフォルトのプロンプトに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

prompt [<keyword> [keyword>] ...]

no prompt [<keyword> [keyword>] ...]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのプロンプトは、ホスト名またはコンテキスト プロンプトの後ろに、ユーザ EXEC モー   
ドを表すかぎカッコ（>）または特権 EXEC モードを表すポンド記号（#）を加えたものになります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン セッション プロンプトの表示を設定するには、コンフィギュレーション モード（P_CONF）、レプ  
リケーション モード（P_REP）、シングル モード、およびマルチモードのシステム コンテキスト   
で、prompt コマンドを使用します。設定されたプロンプトを表示できるのは、管理者のみです。 
ユーザ コンテキストの場合は、デフォルトのホスト名 /コンテキスト（config モード）プロンプト  
を表示できます。

プロンプトに情報を追加する機能により、複数のモジュールが存在する場合にログインしているモ

ジュールを一目で把握することができます。フェールオーバー中、両方のモジュールのホスト名が

同じ場合などに役立ちます。

例 次に、プロンプトを設定する例を示します。

fwsm(config)# prompt hostname context priority slot state

キーワード 説明

context 現在のコンテキストを表示するようにプロンプトを設定します（マルチ

モードのみ）。

domain ドメインを表示するプロンプトを設定します。

hostname ホスト名を表示するプロンプトを設定します。

priority [failover lan unit] の設定を表示するようにプロンプトを設定します。
slot 必要に応じて、スロット位置を表示するようにプロンプトを設定します。

state 現在のトラフィック処理状態を表示するプロンプトを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 22章      pager ～ pwd コマンド
prompt

22-47
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

前提

hostname = myfwsm
context = admin
priority = failover lan unit primary
slot = 6 (assume FWSM)
state = Active (with failover enabled)

プロンプトの表示

myfwsm/admin/pri/6/act>
myfwsm/admin/pri/6/act#
myfwsm/admin/pri/6/act(config)#
myfwsm/admin/pri/6/act(config-interface)#

ヘルプおよび用途

FWSM(config)# help prompt

FWSM(config)# prompt ? 

configure mode commands/options:
hostname    Configures the prompt to display the hostname
domain       Configures the prompt to display the domain
context       Configures the prompt to display the current context (multimode only)
priority       Configures the prompt to display the 'failover lan unit' setting
state           Configures the prompt to display the current traffic handling state
slot             Configures the prompt to display the slot location (when applicable)

関連コマンド コマンド 説明

clear prompt 設定されたプロンプトを消去します。

show prompt 設定されているプロンプトを表示します。
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protocol http
CRL を取得するために許可する配布ポイント プロトコルとして HTTP を指定するには、crl configure     
コンフィギュレーション モードで protocol http コマンドを使用します。crl configure コンフィギュ      
レーション モードには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセス     
します。許可された CRL 取得方式としての HTTP を削除するには、このコマンドの no 形式を使用      
します。許可されていれば、CRL 配布ポイントの内容によって、取得方式（HTTP、LDAP、SCEP、 
またはそれらすべて）が決まります。

protocol http

no protocol http

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト HTTP を許可するのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する場合は、パブリック インターフェイス フィルタに必ず HTTP ルールを割    
り当ててください。

例 次に、crl configure コンフィギュレーション モードを開始し、トラストポイント central の CRL を取       
得するための配布ポイント プロトコルとして、HTTP を許可する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# protocol http
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。
protocol scep CRL の取得方式として SCEP を指定します。



第 22章      pager ～ pwd コマンド
protocol ldap 

22-49
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

protocol ldap
CRL を取得するための配布ポイント プロトコルとして LDAP を指定するには、crl configure コン      
フィギュレーション モードで protocol ldap コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレー      
ション モードには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセスしま     
す。許可された CRL 取得方式としての LDAP プロトコルを削除するには、このコマンドの no 形式      
を使用します。許可されていれば、CRL 配布ポイントの内容によって、取得方式（HTTP、LDAP、 
SCEP、またはそれらすべて）が決まります。

protocol ldap

no protocol ldap

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト LDAP を許可するのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、crl configure コンフィギュレーション モードを開始し、トラストポイント central の CRL を取       
得するための配布ポイント プロトコルとして、LDAP を許可する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# protocol ldap
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol http CRL の取得方式として HTTP を指定します。
protocol scep CRL の取得方式として SCEP を指定します。
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protocol-object
プロトコル オブジェクト グループにプロトコル オブジェクトを追加するには、プロトコル コン    
フィギュレーション モードで protocol-object コマンドを使用します。プロトコル オブジェクトを    
削除するには、コマンドの no 形式を使用します。

protocol-object protocol

no protocol-object protocol

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン protocol-object コマンドは object-group コマンドと組み合わせて、プロトコル コンフィギュレー    
ション モードで使用し、プロトコル オブジェクトを定義します。

protocol 引数で IP プロトコル名または番号を指定できます。UDP のプロトコル番号は 17、TCPの     
プロトコル番号は 6、EGP のプロトコル番号は 47 です。

例 次に、プロトコル オブジェクトを定義する例を示します。

hostname(config)# object-group protocol proto_grp_1
hostname(config-protocol)# protocol-object udp
hostname(config-protocol)# protocol-object tcp
hostname(config-protocol)# exit
hostname(config)# object-group protocol proto_grp
hostname(config-protocol)# protocol-object tcp
hostname(config-protocol)# group-object proto_grp_1
hostname(config-protocol)# exit
hostname(config)#

protocol プロトコルの名前または番号

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

プロトコル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから object group コマンドをすべて   
削除します。

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブ   

ジェクトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
show running-config object-group 現在のオブジェクト グループを表示します。
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protocol scep
CRL を取得するための配布ポイント プロトコルとして SCEP を指定するには、crl configure コンフィ      
ギュレーション モードで protocol scep コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレーショ      
ン モードには、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセスします。     
許可された CRL 取得方式としての SCEP プロトコルを削除するには、このコマンドの no 形式を使      
用します。許可されていれば、CRL 配布ポイントの内容によって、取得方式（HTTP、LDAP、SCEP、 
またはそれらすべて）が決まります。

protocol scep

no protocol scep

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト SCEP を許可するのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、crl configure コンフィギュレーション モードを開始し、トラストポイント central の CRL を取       
得するための配布ポイント プロトコルとして、SCEP を許可する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# protocol scep
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
protocol http CRL の取得方式として HTTP を指定します。
protocol ldap CRL の取得方式として LDAP を指定します。
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pwd
現在の作業ディレクトリを表示するには、特権 EXEC モードで pwd コマンドを使用します。

pwd

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトはルート ディレクトリ（/）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの機能は、dir コマンドと類似しています。

例 次に、現在の作業ディレクトリを表示する例を示します。

hostname# pwd
flash:

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを指定のディレクトリに変更します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

more ファイルの内容を表示します。
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23

quit ～ router-id コマンド

quit
現在のコンフィギュレーション モードを終了する、または特権モードまたはユーザ EXEC モード   
からログアウトするには、quit コマンドを使用します。

quit

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Ctrl Z のキー シーケンスを使用して、グローバル コンフィギュレーション（またはそれより上の）    
モードを終了することもできます。このキー シーケンスは、特権モードまたはユーザ EXEC モー   
ドでは無効です。

特権モードまたはユーザ EXEC モードで quit コマンドを入力すると、FWSM からログアウトする     
ことになります。特権 EXEC モードからユーザ EXEC モードに戻るには、disable コマンドを使用     
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。



第 23章      quit ～ router-id コマンド         
quit

23-2
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

例 次に、quit コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードを終了し、セッション   
からログアウトする例を示します。

hostname(config)# quit
hostname# quit

Logoff

次に、quit コマンドを使用してグローバル コンフィギュレーション モードを終了し、さらに disable    
コマンドを使用して特権 EXEC モードを終了する例を示します。

hostname(config)# quit
hostname# disable
hostname>

関連コマンド コマンド 説明

exit コンフィギュレーション モードを終了する、または特権モードまたはユー 
ザ EXEC モードからログアウトします。
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radius-common-pw
RADIUS 許可サーバによって VPN アクセスが許可されたすべてのユーザが使用する、共通のパス   
ワードを指定するには、AAA サーバ ホスト モードで radius-common-pw コマンドを使用します。     
この指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-common-pw password

no radius-common-pw

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、RADIUS 許可サーバに限定されます。

RADIUS 許可サーバは、接続する各ユーザにパスワードとユーザ名を要求します。ユーザ名は 
FWSM が自動的に提供します。パスワードはここで入力します。RADIUS サーバの管理者は、この  
FWSM 経由でのサーバ アクセスを許可する各ユーザにこのパスワードが対応付けられるように、  
RADIUS サーバを設定する必要があります。必ず、RADIUS サーバの管理者にこの情報を提供して  
ください。

共通のユーザ パスワードを指定しなかった場合、各ユーザのパスワードはそのユーザのユーザ名に 
なります。たとえば、ユーザ名が [jsmith] というユーザの場合、デフォルトの RADIUS 許可は [jsmith]     
です。共通のユーザ パスワードとしてユーザ名を使用する場合は、セキュリティ対策として、自分 
のネットワーク以外では許可にこの RADIUS サーバを使用しないでください。

（注） パスワード フィールドは RADIUS プロトコルに必要であり、RADIUS サーバが要求しますが、ユー    
ザがこのフィールドを認識する必要はありません。

password aaa-server host コマンドで指定された RADIUS サーバとのすべての許可ト    
ランザクションで共通パスワードとして使用する、最大 127 文字の英数字  
キーワード。大文字と小文字が区別されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、ホスト [1.2.3.4] 上の [svrgrp1] という RADIUS AAA サーバ グループを設定し、タイムアウト        
間隔を 9 秒、再試行間隔を 7 秒、RADIUS 共通パスワードを [allauthpw] にする例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 9
hostname(config-aaa-server-host)# retry 7
hostname(config-aaa-server-host)# radius-common-pw allauthpw

関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにしま   
す。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションからすべての AAA コマンド ステート   
メントを削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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radius-with-expiry
FWSM が認証時に、MS-FHAPv2 を使用し、パスワードの更新についてユーザとネゴシエーション  
を行うようにするには、tunnel-group ipsec-attributes コンフィギュレーション モードで   

radius-with-expiry コマンドを使用します。RADIUS 認証が設定されていなかった場合、FWSM は   
このコマンドを無視します。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-with-expiry 

no radius-with-expiry

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドのデフォルト設定はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモートアクセス トンネルグループ タイプだけです。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードを開始し、remotegrp というリモートアクセス ト    
ンネル グループの満了を指定して RADIUS を設定する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# radius-with-expiry
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

Tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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reactivation-mode
グループ内の障害サーバを再びアクティブにする方法（再アクティベーション ポリシー）を指定す 
るには、AAA サーバ グループ モードで reactivation-mode コマンドを使用します。この指定を削除     
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

reactivation-mode depletion [deadtime minutes]

reactivation-mode timed

no reactivation-mode

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの再アクティベーション モードは depletion です。デフォルトの deadtime 値は 10 です。       
deatime に指定できる値の範囲は 0 ～ 1440 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各サーバ グループには、そのサーバの再アクティベーション ポリシーを指定する属性があります。

depletion モードでは、停止されたサーバはグループ内の他のすべてのサーバが非アクティブになる 
まで、非アクティブのままです。グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった場合は、そ

れらすべてのサーバが再びアクティブになります。この手法を使用すると、障害サーバが原因で接

続遅延が生じる可能性を最小限に抑えられます。depletion モードを使用する場合は、deadtime パラ  
メータも指定できます。deadtime パラメータでは、グループの最終サーバが使用不能になってから、 
すべてのサーバが再び使用可能になるまでの経過時間（分）を指定します。このパラメータが意味

を持つのは、サーバ グループをローカル フォールバック機能と組み合わせて使用する場合だけで  
す。

timed モードでは、30 秒間の停止時間を経て、障害サーバが再びアクティブになります。これは、  
ユーザがサーバ リストの先頭サーバをプライマリ サーバとして使用し、可能なかぎり常にオンラ  
インにしておく場合に有用です。UDP サーバの場合、このポリシーは無効です。UDP はコネクショ  
ンレス プロトコルであり、FWSM ではサーバの存在を判別できないので、UDP サーバが無条件に   
オンラインに戻されるからです。その結果、サーバ リストに到達不能なサーバが複数含まれている 
場合に、接続時間の増大または接続障害が発生する可能性があります。

deadtime minutes （任意）グループの最終サーバが使用不能になってからすべてのサーバが

再び使用可能になるまでの経過時間を指定します。

depletion グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった場合に限り、障害

サーバを再びアクティブにします。

timed 30 秒間の停止時間を経て、障害サーバを再びアクティブにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ グループ  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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同時アカウンティングがイネーブルになっているアカウンティング サーバ グループは、timed モー   
ドの使用が強制されます。したがって、リスト内のすべてのサーバが同等になります。

例 次に、[svrgrp1] という TACACS+ AAA サーバを設定し、deadtime を 15 分に設定して、depletion の        
再アクティベーション モードを使用する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-sersver-group)# reactivation-mode depletion deadtime 15

次に、[svrgrp2] という TACACS+ AAA サーバを設定し、timed の再アクティベーション モードを使      
用する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp2 protocol tacacs+
hostname(config-aaa-server)# reactivation-mode timed

関連コマンド accounting-mode アカウンティング メッセージを 1 つのサーバだけに送信する   
か（シングル モード）、グループ内のすべてのサーバに送信す 
るか（同時モード）を指定します。

aaa-server protocol AAA サーバ グループ コンフィギュレーション モードを開始    
して、グループ固有の AAA サーバ パラメータおよびグループ   
内の全ホストに共通の AAA サーバ パラメータを設定します。

max-failed-attempts サーバ グループ内の個々のサーバが停止するまでに許容され 
る障害回数を指定します。

clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   

プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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redistribute
あるルーティング ドメインから別のルーティング ドメインにルートを再配布するには、ルータ コ   
ンフィギュレーション モードで redistribute コマンドを使用します。再配布を削除するには、この   
コマンドの no 形式を使用します。

redistribute {{ospf pid [match {internal | external [1 | 2] | nssa-external [1 | 2]}]} | static | connected} 
[metric metric_value] [metric-type metric_type] [route-map map_name] [tag tag_value] [subnets]

no redistribute {{ospf pid [match {internal | external [1 | 2] | nssa-external [1 | 2]}]} | static | connected} 
[metric metric_value] [metric-type metric_type] [route-map map_name] [tag tag_value] [subnets]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

connected インターフェイスに接続されたネットワークを OSPF ルーティング プロ   
セスに再配布することを指定します。

external type 指定された自律システムに対して外部になる OSPF メトリック ルートを   
指定します。有効値は 1 または 2 です。

internal type 指定された自律システムの内部にある OSPF メトリック ルートを指定し   
ます。

match （任意）ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を指定し 
ます。

metric metric_value （任意）0 ～ 16777214 の OSPF デフォルト メトリック値を指定します。
metric-type metric_type （任意）OSPF ルーティング ドメインにアドバタイズされるデフォルト  

ルートと対応する外部リンク タイプ。次の 2 つのうちのどちらでも指定   
できます。1（タイプ 1 外部ルート）または 2（タイプ 2 外部ルート）です。

nssa-external type Not-So-Stubby Area（NSSA）に対して外部になるルートの OSPF メトリッ   
ク タイプを指定します。有効値は 1 または 2 です。

ospf pid 現在の OSPF ルーティング プロセスに OSPF ルーティング プロセスを再      
配布する場合に使用します。pid では、OSPF ルーティング プロセス内部   
で使用される識別パラメータを指定します。有効値は 1 ～ 65535 です。

route-map map_name （任意）適用するルート マップの名前
static OSPF プロセスにスタティック ルートを再配布する場合に使用します。
subnets （任意）OSPF にルートを再配布する場合、指定されたプロトコルの再配 

布範囲を設定します。指定しなかった場合は、クラスフル ルートだけが 
再配布されます。

tag tag_value （任意）各外部ルートに結合する 32 ビット 10 進値。OSPF 自体はこの値     
を使用しません。この値は、ASBR 間で情報を伝達する場合に使用しま 
す。値を指定しない場合、BGP および EGP からのルートにはリモート   
Autonomous System（AS; 自律システム）の番号が使用され、他のプロト  
コルの場合にはゼロ（0）が使用されます。有効値は 0 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —
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コマンド履歴

例 次に、現在の OSPF プロセスにスタティック ルートを再配布する例を示します。

hostname(config-router)# redistribute ospf static

関連コマンド

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show running-config router グローバル ルータ コンフィギュレーションに指定されている  

コマンドを表示します。
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reload
コンフィギュレーションをリブートおよびリロードするには、特権 EXEC モードで reload コマンド    
を使用します。

reload [at hh:mm [month day | day month]] [cancel] [in [hh:]mm] [max-hold-time [hh:]mm] [noconfirm] 
[quick] [reason text] [save-config] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

at hh:mm （任意）（24 時間制クロックを使用して）指定した時刻にソフトウェアが 
リロードされるように、スケジュールを設定します。月日を指定しな

かった場合、現在日の指定時刻（指定時刻が現在の時刻以後の場合）ま

たは翌日の指定時刻（指定時刻が現在の時刻以前の場合）に、リロード

が行われます。深夜 0 時にリロードを行うには、00:00 を指定します。リ   
ロードは 24 時間以内に行う必要があります。

cancel （任意）予定されているリロードを取り消します。

day （任意）1 ～ 31 で表した日付
in [hh:]mm] （任意）hh 時間後、または hh 時間 mm 分後にソフトウェアがリロードさ     

れるようにスケジュールを設定します。リロードは 24 時間以内に行う  
必要があります。

max-hold-time [hh:]mm （任意）シャットダウンまたはリブートを実行する前に、FWSM が他の 
サブシステムに通知するまで待機する、最大保留時間を指定します。こ

の時間が経過すると、クイック（強制）シャットダウン /リブートが行
われます。

month （任意）月名を指定します。月名を表す一意の文字列になるだけの文字

数を入力します。たとえば、[Ju] の場合は June にも July にもなりえるの     
で、一意ではありません。しかし、[Jul] は、この 3 文字から始まる月は   
ほかにないので一意です。

noconfirm （任意）FWSM がユーザの確認を得なくてもリロードできるようにしま 
す。

quick （任意）クイック リロードを強制的に実行します。すべてのサブシステ 
ムへの通知またはすべてのサブシステムの適切なシャットダウンは行

われません。

reason text （任意）1 ～ 255 文字で、リロードの理由を指定します。理由を記述した   
テキストは、オープンしているすべての IPSec VPN クライアント、端末、   
コンソール、Telnet、SSH、および ASDM 接続 / セッションに送信され  
ます。

（注） isakmp など、アプリケーションによっては、IPSec VPN クライ   
アントに理由を示したテキストを送信するための追加設定が必

要になります。詳細については、ソフトウェア コンフィギュレー 
ション マニュアルの該当するセクションを参照してください。

save-config （任意）シャットダウンの前に、実行コンフィギュレーションをメモリ

に保存します。save-config キーワードを入力しなかった場合、保存され 
ていない設定変更はリロード後にすべて失われます。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、FWSM がリブートし、フラッシュからコンフィギュレーションがリ 
ロードされます。

デフォルトでは、reload コマンドは対話型です。FWSM は最初に、コンフィギュレーションが変更  
されていて未保存かどうかを調べます。変更されていながら未保存の場合、FWSM はコンフィギュ 
レーションの保存を要求します。マルチコンテキスト モードの場合、FWSM は未保存のコンフィ  
ギュレーションがあるコンテキストごとにプロンプトを表示します。save-config パラメータを指定 
した場合は、プロンプトを表示しないでコンフィギュレーションが保存されます。FWSM は次に、 
システムをリロードすることについて確認を求めます。y で応答した場合または Enter キーを押し   
た場合に限り、リロードが実行されます。確認後、FWSM は遅延パラメータ（キーワード in また   
は at）が指定されているかどうかに応じて、リロード プロセスを開始するかスケジューリングしま  
す。

デフォルトでは、リロード プロセスは「グレースフル」（「ナイス」ともいう）モードで動作しま 
す。リブートの実行直前に、登録されているすべてのサブシステムに通知が出されるので、各サブ

システムはリブート前に正しくシャットダウンできます。このようなシャットダウンが行われるま

で待たない場合は、max-hold-time パラメータを使用して、最大待機時間を指定します。または、 
quick パラメータを使用すると、関連サブシステムに通知したり、適切なシャットダウンが完了す 
るまで待機したりすることなく、リロード プロセスが突然、強制的に開始されます。

noconfirm パラメータを指定すると、reload コマンドを非対話式で動作させることができます。こ  
の場合、save-config パラメータが指定されていないかぎり、FWSM は未保存コンフィギュレーショ  
ンの有無を調べません。FWSM はまた、システムのリブート前に、ユーザに確認を求めません。遅 
延パラメータを指定しなかった場合、リロード プロセスがただちに開始またはスケジューリングさ 
れますが、max-hold-time または quick パラメータで動作またはリロード プロセスを制御できます。

予定されたリロードを取り消すには、reload cancel を使用します。すでに開始されているリロード  
を取り消すことはできません。

（注） フラッシュ パーティションに書き込まれなかった設定変更は、リロード後に失われます。リブー 
ト前に、write memory コマンドを入力して、現在の設定をフラッシュ パーティションに保存して   
ください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが変更され、次の新しい引数およびキーワードが追加されま

した。day、hh、mm、month、quick、save-config、および text。
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例 次に、リブートしてコンフィギュレーションをリロードする例を示します。

hostname# reload
Proceed with ?  [confirm] y

Rebooting...

XXX Bios VX.X
...

関連コマンド

remote-access threshold session-threshold-exceeded
しきい値を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで remote-access threshold    
session-threshold-exceeded コマンドを使用します。しきい値を削除するには、このコマンドの no 形   
式を使用します。このコマンドでは、FWSM がトラップを送信する場合に、アクティブでなければ 
ならないリモート アクセス セッション数を指定します。

remote-access threshold session-threshold-exceeded {threshold-value}

no remote-access threshold session-threshold-exceeded

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、しきい値を 1500 に設定する例を示します。

hostname# remote-access threshold session-threshold-exceeded 1500

関連コマンド

コマンド 説明

show reload FWSM のリロード ステータスを表示します。

threshold-value FWSM がサポートするセッション限度以下の整数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server enable trap remote-access しきい値トラップをイネーブルにします。
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rename
ファイルまたはディレクトリを元の名前から新しい名前に変更するには、特権 EXEC モードで 
rename コマンドを使用します。

rename [/noconfirm] [flash:] source-path [flash:] destination-path

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン rename flash: flash: コマンドを使用すると、元のファイル名と変更後のファイル名を入力するよう   
に求められます。

複数のファイル システムにまたがって、ファイルまたはディレクトリの名前を変更することはでき 
ません。

例を示します。

hostname# rename flash: disk1:
Source filename []? new-config
Destination filename []? old-config
%Cannot rename between filesystems

例 次に、[test] から [test1] にファイル名を変更する例を示します。

hostname# rename flash: flash:
Source filename [running-config]? test
Destination filename [n]? test1

関連コマンド

/noconfirm （任意）確認のプロンプトを抑制します。

destination-path 変更後のファイルのパスを指定します。

flash: （任意）内蔵フラッシュ メモリを指定し、続けてコロンを指定します。
source-path 元のファイルのパスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

mkdir 新しいディレクトリを作成します。

rmdir ディレクトリを削除します。

show file ファイル システムの情報を表示します。
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replication http
フェールオーバー グループの HTTP 接続複製をイネーブルにするには、フェールオーバー グルー    
プ コンフィギュレーション モードで replication http コマンドを使用します。HTTP 接続の複製を      
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

replication http

no replication http 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、FWSM はステートフル フェールオーバーがイネーブルの場合、HTTP セッション   
情報の複製を行いません。HTTP セッションは通常、有効期間が短いので、また、HTTP クライア  
ントは通常、接続に失敗しても再試行するので、HTTP セッションの複製を行わない方がパフォー 
マンスが向上します。データまたは接続の重大な損失が生じることもありません。replication http 
コマンドを使用すると、ステートフル フェールオーバー環境で HTTP セッションのステートフル   
レプリケーションが可能になりますが、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。

このコマンドを使用できるのは、アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合だけです。アク 
ティブ /スタンバイ フェールオーバーの場合は、アクティブ /アクティブ フェールオーバー構成の  
フェールオーバー グループを除いて、failover replication http コマンドと同じ機能が得られます。

例 次に、フェールオーバー グループの設定例を示します。

hostname(config)# failover group 1 
hostname(config-fover-group)# primary
hostname(config-fover-group)# preempt 100
hostname(config-fover-group)# replication http
hostname(config-fover-group)# exit

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

フェールオーバー グループ コ  
ンフィギュレーション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

failover group アクティブ / アクティブ フェールオーバーを行うフェールオーバー 
グループを定義します。

failover replication http HTTP 接続の複製が行われるように、ステートフル フェールオーバー  
を設定します。
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request-command deny
FTP 要求内で特定のコマンドを禁止するには、FTP マップ コンフィギュレーション モードで    
request-command deny コマンドを使用します。FTP マップ コンフィギュレーション モードには、     
ftp-map コマンドを使用してアクセスします。この設定を削除するには、このコマンドの no 形式を   
使用します。

request-command deny { appe | cdup | dele | get | help | mkd | put | rmd | rnfr | rnto | site | stou }

no request-command deny { appe | cdup | help | retr | rnfr | rnto | site | stor | stou }

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、厳密な FTP 検査の使用中に、FWSM を通過する FTP 要求内で許可されているコ     
マンドを制御します。

例 次に、stor、stou、または appe コマンドが含まれている FTP 要求を FWSM にドロップさせる例を      
示します。

hostname(config)# ftp-map inbound_ftp
hostname(config-ftp-map)# request-command deny put stou appe

appe ファイルに付加するコマンドを禁止します。

cdup 現在の作業ディレクトリの親ディレクトリを変更するコマンドを禁止します。

dele サーバ上のファイルを削除するコマンドを禁止します。

get サーバからファイルを取り出すクライアント コマンドを禁止します。
help ヘルプ情報を提供するコマンドを禁止します。

mkd サーバ上にディレクトリを作成するコマンドを禁止します。

put サーバにファイルを送信するクライアント コマンドを禁止します。
rmd サーバ上のディレクトリを削除するコマンドを禁止します。

rnfr 変更前のファイル名を指定するコマンドを禁止します。

rnto 変更後のファイル名を指定するコマンドを禁止します。

site サーバ システム固有のコマンドを禁止します。通常、リモート管理に使用しま 
す。

stou 一意のファイル名を使用してファイルを保存するコマンドを禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

FTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

request-method
HTTP 要求メソッドに基づいて HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マップ コンフィギュ     
レーション モードで request-method コマンドを使用します。HTTP マップ コンフィギュレーショ     
ン モードには、http-map コマンドを使用してアクセスします。この機能をディセーブルにするに  
は、このコマンドの no 形式を使用します。

request-method {{ ext ext_methods | default} | { rfc rfc_methods | default}} action {allow | reset | 
drop} [log]

no request-method { ext ext_methods | rfc rfc_methods } action {allow | reset | drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。このコマンドをイネーブルしながら、サポー

ト対象の要求メソッドを指定しなかった場合、ログを収集しないで接続を許可することがデフォル

トのアクションになります。デフォルト アクションを変更するには、default キーワードを使用し、  
別のデフォルト アクションを指定します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
ftp-map FTP マップを定義し、FTP マップ コンフィギュレーション モードをイネー    

ブルにします。

inspect ftp 特定の FTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
mask-syst-reply クライアントからの FTP サーバ応答を非表示にします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。

action メッセージがこのコマンド検査に合格しない場合に実行するアクション

を指定します。

allow メッセージを許可します。

default サポートされているにもかかわらず、コンフィギュレーション リストに存 
在しない要求方式がトラフィックに含まれている場合に、FWSM が実行す 
るデフォルト アクションを指定します。

drop 接続を終了します。

ext 拡張メソッドを指定します。

ext-methods FWSM を通過させる拡張メソッドの 1 つを指定します。
log （任意）Syslog を生成します。
reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。
rfc RFC 2616 でサポートされているメソッドを指定します。
rfc-methods FWSM を通過させる RFC メソッドの 1 つを指定します（表 23-1 を参照）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン request-method コマンドをイネーブルに設定した場合、FWSM はサポート対象で、なおかつ設定さ  
れた要求メソッドのそれぞれに対応する HTTP 接続に、指定されたアクションを適用します。

FWSM は、設定済みリストの要求メソッドと一致しないすべてのトラフィックに、default アクショ  
ンを適用します。default アクションは、ログを収集しないで接続を allow（許可）します。事前設  
定済みのデフォルト アクションを使用し、なおかつ 1 つ以上の要求メソッドを選択してアクション   
drop および log を指定した場合、FWSM は設定された要求メソッドが含まれている接続をドロップ    
し、各接続を記録し、その他のサポート対象要求メソッドについては、あらゆる接続を許可します。

より限定的なポリシーを設定する場合は、デフォルト アクションを drop（または reset）および log    
（イベントを記録する場合）に変更します。その後、allow アクションを指定して、許可するメソッ 
ドを設定します。

request-method コマンドは、適用する設定ごとに 1 回ずつ入力します。request-method コマンドの    
インスタンスを 1 つ使用して、デフォルトのアクションを変更したり、設定済みメソッド リストに   
要求メソッドを 1 つ追加したりします。

このコマンドの no 形式を使用して、設定済みメソッドのリストから要求メソッドを削除すると、コ  
マンドラインで要求メソッドのキーワードより後ろに指定した文字はすべて無視されます。

表 23-1 に、設定済みメソッド リストに追加できる、RFC 2616 で定義されているメソッドを示しま    
す。

例 次に、事前設定されたデフォルトを使用して、許可ポリシーを指定する例を示します。この場合、

明示的に禁止されていない、すべてのサポート対象要求メソッドが許可されます。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# request-method rfc options drop log
hostname(config-http-map)# request-method rfc post drop log

この例では、要求メソッド options および post だけがドロップされて、イベントが記録されます。

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

表 23-1 RFC 2616 のメソッド

Method 説明

connect トンネル（SSL トンネリングなど）に動的に切り替え可能なプロキシと組み合わ 
せて使用します。

delete 起点サーバが Request-URI で指定されたリソースを削除することを要求します。
get Request-URI で指定された情報またはオブジェクトを取得します。
head サーバが応答でメッセージ本文を返さないことを除き、get と同じです。
options Request-URI で指定されたサーバ上で使用可能な通信オプションに関する情報を 

求める要求を表します。

post Request-Line の Request-URI で指定されたリソースに新しく従属するものとして、   
要求に含まれているオブジェクトを起点サーバが受け入れることを要求します。

put 含まれているオブジェクトを指定された Request-URI 下に格納することを要求し  
ます。

trace 要求メッセージのリモート アプリケーション レイヤ ループバックを起動しま   
す。
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次に、制限型ポリシーを指定する例を示します。明示的に許可されていないすべての要求メソッド

について、接続がリセット（reset）され、イベントが記録（log）されるようにデフォルト アクショ 
ンを変更します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# request-method rfc default action reset log
hostname(config-http-map)# request-method rfc get allow
hostname(config-http-map)# request-method rfc put allow

この場合、要求メソッド get および put は許可されます。それ以外のメソッドを使用するトラフィッ    
クが検出された場合、FWSM は接続をリセットして Syslog エントリを作成します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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request-queue
応答待ちでキューに格納する GTP 要求の最大数を指定するには、GTP マップ コンフィギュレー    
ション モードで request-queue コマンドを使用します。GTP マップ コンフィギュレーション モー      
ドには、gtp-map コマンドを使用してアクセスします。この値をデフォルトの 200 に戻すには、こ   
のコマンドの no 形式を使用します。

request-queue max_requests

no request-queue max_requests

シンタックスの説明

デフォルト max_requests のデフォルトは 200 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン gtp request-queue コマンドでは、応答待ちとしてキューに格納できる GTP 要求の最大数を指定しま    
す。限度に達しているときに新しい要求が着信すると、キュー格納期間が最も長い要求が削除され

ます。Error Indication、Version Not Supported、および SGSN context Acknowledge の各メッセージは       
要求とはみなされず、応答待ちの要求キューには格納されません。

例 次に、要求キューの最大サイズとして 300 バイトを指定する例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# request-queue-size 300

関連コマンド

max_requests 応答待ちでキューに格納する GTP 要求の最大数。値の範囲は 1 ～    
4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるよ  
うにします。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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resource acl-partition
マルチコンテキスト モードにおけるメモリ パーティションの数を最大値の 12 から引き下げるに    
は、グローバル コンフィギュレーション モードで  resource acl-partition コマンドを使用します。      
パーティション数を 12 に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。マルチコンテキスト    
モードでは、FWSM はルール コンフィギュレーションに割り当てるメモリを分割し、パーティショ  
ンに各コンテキストを割り当てます。使用するコンテキスト数に合わせて、パーティション数を減

らした方がよい場合があります。

resource acl-partition number

no resource acl-partition number

シンタックスの説明

デフォルト FWSM はデフォルトで 12 のメモリ パーティションを使用します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチコンテキスト モードでは、FWSM はルール コンフィギュレーションに割り当てるメモリを   
分割し、パーティションに各コンテキストを割り当てます。デフォルトで、コンテキストは 12 の  
パーティションの 1 つに割り当てられます。1 つのパーティションで、ACE、AAA ルールなどを含    
めて、最大 12,130 のルールを提供します。FWSM は、起動時にロードされた順序で、パーティショ   
ンにコンテキストを割り当てます。たとえば、12 のコンテキストがある場合、各コンテキストはそ 
れぞれ専用のパーティションに割り当てられ、1 つのコンテキストで 12,130 のルールを使用できま   
す。コンテキストをもう 1 つ追加すると、コンテキスト番号 1 と新しいコンテキスト番号 13 の両      
方がパーティション 1 に割り当てられ、12,130 のルールを分け合って使用できます。他の 11 のコ     
ンテキストは引き続き、それぞれ 12,130 のルールを使用できます。コンテキストを削除しても、  
パーティションのメンバーシップは変わらないので、リブートしないかぎり、分配が不平等になる

ことがあります。リブートすると、コンテキストが均等に分配されます。

number 1 ～ 12 でパーティション数を指定します。

（注） パーティションにコンテキストを割り当てる場合、パーティショ
ン番号は 0 から始まります。したがって、パーティション数が 12   
の場合、パーティション番号は 0 ～ 11 になります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。
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（注） ルールは早いもの順に使用されるので、あるコンテキストが別のコンテキストより多くのルールを

使用する場合があります。

allocate-acl-partition コマンドを使用すると、パーティションにコンテキストを手動で割り当てるこ 
とができます。

パーティション数を変更するには、FWSM のリロードが必要です。フェールオーバーを使用してい 
る場合は、両方の装置でメモリ パーティションを一致させなければならないので、他方のフェール 
オーバー装置もリブートする必要があります。両方の装置が同時に停止すると、トラフィック損失

が生じる可能性があります。

例 次に、メモリを 8 つの部分に分割する例を示します。

hostname(config)# resource acl-partition 8

This configuration command leads to repartitioning of ACL memory. It will not take 
effect unless you save the configuration to startup configuration and reboot. Would 
you like to save the configuration and reboot now? [n]

関連コマンド コマンド 説明

allocate-acl-partition 特定のメモリ パーティションにコンテキストを割り当てます。
context セキュリティ コンテキストを設定します。
show resource acl-partition 各メモリ パーティションに割り当てられているコンテキストお 

よび使用されているルール数を表示します。
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retry-interval
aaa-server host コマンドで事前に指定された特定の AAA サーバに対する再試行の時間間隔を設定    
するには、AAA サーバ ホスト モードで retry-interval コマンドを使用します。再試行間隔をデフォ     
ルト値にリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

retry-interval seconds

no retry-interval

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの再試行間隔は 10 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン retry-interval コマンドは、次の接続試行までに FWSM が待機する秒数を指定またはリセットする   
場合に使用します。FWSM が AAA サーバとの接続を試行する期間を指定するには、timeout コマ    
ンドを使用します。

例 次に、コンテキストの retry-interval コマンドを表示する例を示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 7
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 9

関連コマンド

seconds 要求の再試行間隔（1 ～ 10 秒）を指定します。これは、FWSM が接続要    
求を再試行するまでに待機する時間です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにしま   
す。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションから AAA コマンド ステートメントを   
すべて削除します。

show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   
プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。

timeout FWSM が AAA サーバとの接続を試行する時間の長さを指定し   
ます。
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re-xauth
IKE 鍵の再生成時にユーザの再認証を要求するには、グループ ポリシー コンフィギュレーション   
モードで re-xauth enable コマンドを実行します。IKE 鍵再生成時のユーザ再認証をディセーブルに    
するには、re-xauth disable コマンドを使用します。

実行コンフィギュレーションから re-xauth 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し    
ます。その結果、別のグループ ポリシーから IKE 鍵再生成時の再認証に関する値を継承できるよ   
うになります。

re-xauth {enable | disable}

no re-xauth

シンタックスの説明

デフォルト IKE 鍵再生成時の再認証はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IKE 鍵再生成時の再認証をイネーブルにすると、FWSM は最初の フェーズ 1 IKE ネゴシエーション      
時に、ユーザ名とパスワードの入力をユーザに要求します。さらに、IKE 鍵再生成のつど、ユーザ 
認証を要求します。再認証によってセキュリティが強化されます。

設定した鍵再生成間隔が短すぎると、認証要求が繰り返されるので、ユーザにとって煩わしい場合

があります。その場合は、再認証をディセーブルにします。設定されている鍵再生成間隔を調べる

には、モニタリング モードで show crypto ipsec sa コマンドを実行します。秒数で示したセキュリ      
ティ アソシエーションの有効期間およびデータ容量（KB）で示した有効期間が表示されます。

（注） 接続の反対側にユーザがいなかった場合、再認証は失敗します。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに対して鍵再生成時の再認証をイネーブルにする例を示  
します。

hostname(config) #group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# re-xauth enable

disable IKE 鍵再生成時の再認証をディセーブルにします。
enable IKE 鍵再生成時の再認証をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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rip
RIP の設定をイネーブルにしたり値を変更したりするには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで rip コマンドを使用します。FWSM RIP ルーティング テーブルのアップデートをディセー     
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

rip if_name {default | passive} [version {1 | 2 [authentication {text | md5} key key_id]}] 

no rip if_name {default | passive} [version {1 | 2 [authentication {text | md5} key key_id]}]

シンタックスの説明

デフォルト RIP はディセーブルです。

バージョンを指定しなかった場合、デフォルトで RIP バージョン 1 がイネーブルになります。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン rip コマンドを使用すると、インターフェイス上で RIP ルーティング アップデートを送受信できる    
ようになります。RIP アップデートの送信と受信は別々に設定します。送信のみ、受信のみ、送信 
と受信の両方を各インターフェイス上でイネーブルにできます。RIP アップデートの受信をイネー 
ブルにするには、rip コマンドで passive キーワードを使用します。デフォルト ルートのブロード    
キャストをイネーブルにするには、rip コマンドで default キーワードを使用します。インターフェ   
イス上で RIP アップデートの送信と受信の両方をイネーブルにするには、そのインターフェイスに  
rip コマンドが 2 つ必要です。一方では default キーワードを指定して、RIP ルーティング アップ       
デートの送信をイネーブルにします。もう一方では、passive キーワードを指定して、RIP アップ  
デートを受信し、これらのアップデート情報を使用してルーティング テーブルに入力できるように 
します。

authentication （任意）RIP バージョン 2 の認証をイネーブルにします。
default インターフェイスのデフォルト ルートをブロードキャストします。
if_name RIP をイネーブルにするインターフェイス 
key RIP アップデートを認証する鍵
key_id 鍵の ID 値。有効値は 1 ～ 255 です。
md5 RIP メッセージの認証に MD5 を使用します。
passive インターフェイス上でパッシブ RIP をイネーブルにします。インターフェ  

イスは RIP ルーティング ブロードキャストを待ち受け、その情報を使用   
してルーティング テーブルに入力しますが、ルーティング アップデート  
はブロードキャストしません。

text RIP メッセージの認証にクリア テキストを使用します（非推奨）。
version （任意）RIP バージョンを指定します。有効値は 1 および 2 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） FWSM はインターフェイス間で RIP アップデートを受け渡しできません。

RIP バージョン 2 を指定した場合は、ネイバー認証をイネーブルにして、MD5 ベースの暗号化を使    
用して RIP アップデートを認証できます。ネイバー 認証をイネーブルにする場合は、key および    
key_id 引数が RIP バージョン 2 アップデートを提供するネイバー装置で使用されているものと一致     
していることを確認する必要があります。key は最大 16 文字のテキスト文字列です。

RIP バージョン 2 を設定すると、所定のインターフェイス上でマルチキャスト アドレス 224.0.0.9 が      
登録され、マルチキャスト RIP バージョン 2 アップデートを受信できるようになります。パッシブ    
モードで RIP バージョン 2 を設定した場合、FWSM は宛先 IP が 224.0.0.9 の RIP バージョン 2 アッ             
プデートを受け付けます。デフォルト モードで RIP バージョン 2 を設定した場合、FWSM は IP マ        
ルチキャスト宛先 224.0.0.9 を使用してデフォルト ルート アップデートを送信します。インター    
フェイスに対応する RIP バージョン 2 コマンドを削除すると、インターフェイス カードからマルチ     
キャスト アドレスの登録が解除されます。

（注） マルチキャストをサポートするのは、Intel 10/100 およびギガビット インターフェイスだけです。

トランスペアレント モードの場合、RIP はサポートされません。FWSM はデフォルトで、すべての   
RIP ブロードキャストおよびマルチキャスト パケットを拒否します。トランスペアレント モードで   
動作している FWSM を RIP メッセージが通過できるようにするには、このトラフィックを許可す    
るアクセス リスト エントリを定義する必要があります。たとえば、RIP バージョン 2 トラフィック     
がセキュリティ アプライアンスを通過できるようにするには、access-list myriplist extended   

permit ip any host 224.0.0.9 のようなアクセス リスト エントリを作成します。RIP バージョン        
1 のブロードキャストを許可するには、access-list myriplist extended permit udp any any eq        
rip のようなアクセス リスト エントリを作成します。アクセス リスト エントリを該当するイン     
ターフェイスに適用するには、access-group コマンドを使用します。

例 次に、バージョン 1 およびバージョン 2 のコマンドを組み合わせて、rip コマンドを入力したあと     
に show running-config rip コマンドで情報を表示する例を示します。rip コマンドを使用すると、次     
の操作を行うことができます。

 • 外部インターフェイス上で MD5 認証を使用してバージョン 2 パッシブおよびデフォルト RIP     
をイネーブルにし、FWSM および他の RIP ピア（ルータなど）で使用する鍵を暗号化します。

 • FWSM の内部インターフェイス上でバージョン 1 パッシブ RIP の待ち受けをイネーブルにしま     
す。

 • FWSM の Demilitarized Zone（DMZ; 非武装地帯）インターフェイス上でバージョン 2 パッシブ      
RIP の待ち受けをイネーブルにします。

hostname(config)# rip outside passive version 2 authentication md5 thisisakey 2
hostname(config)# rip outside default version 2 authentication md5 thisisakey 2
hostname(config)# rip inside passive 
hostname(config)# rip dmz passive version 2

hostname# show running-config rip
rip outside passive version 2 authentication md5 thisisakey 2
rip outside default version 2 authentication md5 thisisakey 2
rip inside passive version 1
rip dmz passive version 2
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次に、バージョン 2 の機能を使用して、暗号鍵をテキスト形式で渡す例を示します。

hostname(config)# rip out default version 2 authentication text thisisakey 3
hostname# show running-config rip
rip outside default version 2 authentication text thisisakey 3

関連コマンド

rmdir
既存のディレクトリを削除するには、特権 EXEC モードで rmdir コマンドを使用します。

rmdir [/noconfirm] [flash:]path

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ディレクトリが空でなかった場合、rmdir コマンドは失敗します。

例 次に、[test] という既存のディレクトリを削除する例を示します。

hostname# rmdir test

関連コマンド

コマンド 説明

clear configure rip 実行コンフィギュレーションから RIP コマンドをすべて消去します。
debug rip RIP のデバッグ情報を表示します。
show running-config rip 実行コンフィギュレーションの RIP コマンドを表示します。

noconfirm （任意）確認のプロンプトを抑制します。

flash: （任意）着脱不能な内蔵フラッシュを指定し、続けてコロンを指定します。

path （任意）削除するディレクトリの絶対パスまたは相対パス

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。

mkdir 新しいディレクトリを作成します。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。

show file ファイル システムの情報を表示します。
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route
指定されたインターフェイスのスタティック ルートまたはデフォルト ルートを入力するには、グ  
ローバル コンフィギュレーション モードで route コマンドを使用します。指定されたインターフェ    
イスからルートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

route interface_name ip_address netmask gateway_ip [metric]

no route interface_name ip_address netmask gateway_ip [metric]

シンタックスの説明

デフォルト metric はデフォルトで 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスのデフォルト ルートまたはスタティック ルートを入力するには、route コマンド   
を使用します。デフォルト ルートを入力するには、ip_address および netmask を 0.0.0.0 に設定する      
か、または短縮形 0 を使用します。route コマンドを使用して入力されたすべてのルートは、保存   
時にコンフィギュレーションに格納されます。

任意のインターフェイスでルータの外部に接続されたネットワークにアクセスするには、スタ

ティック ルートを作成します。たとえば、FWSM は 192.168.42.0 ネットワーク宛のすべてのパケッ    
トを、このスタティック routeコマンド を使用して 192.168.1.5 ルータ経由で送信します。

hostname(config)# route dmz 192.168.42.0 255.255.255.0 192.168.1.5 1

各インターフェイスの IP アドレスを入力すると、FWSM によってルート テーブルに CONNECT     
ルートが作成されます。このエントリは、clear route コマンドまたは clear configure route コマンド      
を使用しても削除されません。

gateway_ip ゲートウェイ ルータの IP アドレス（このルートのネクストホップ アドレス）    
を指定します。

（注） トランスペアレント モードの場合、gateway_ip 引数は省略可能です。

interface_name 内部または外部ネットワークのインターフェイス名

ip_address 内部または外部ネットワークの IP アドレス 
metric （任意）このルートの管理距離。有効値は 1 ～ 255 です。デフォルト値は 1     

です。

netmask ip_address に適用するネットワーク マスクを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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route コマンドで FWSM のいずれかのインターフェイスの IP アドレスをゲートウェイ IP アドレス       
として使用した場合、FWSM はゲートウェイ IP アドレスに対して ARP を実行する代わりに、パ     
ケットの宛先 IP アドレスに対して ARP を実行します。

例 次に、外部インターフェイスに対してデフォルト route コマンドを 1 つ指定する例を示します。

hostname(config)# route outside 0 0 209.165.201.1 1

次に、以下のスタティック route コマンドを追加して、ネットワークへのアクセスを許可する例を  
示します。

hostname(config)# route dmz1 10.1.2.0 255.0.0.0 10.1.1.4 1
hostname(config)# route dmz1 10.1.3.0 255.0.0.0 10.1.1.4 1

関連コマンド コマンド 説明

clear configure route スタティックに設定された route コマンドを削除します。
clear route RIP などのダイナミック ルーティング プロトコルを通じて学習   

したルートを削除します。

show route ルート情報を表示します。

show running-config route 設定されているルートを表示します。
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route-map
ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで route-map コマンドを使用します。マップを削除するには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

route-map map_tag [permit | deny] [seq_num] 

no route-map map_tag [permit | deny] [seq_num]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • permit

 • seq_num を指定しなかった場合、最初のルート マップには seq_num の値として 10 が割り当て      
られます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン route-map コマンドを使用すると、ルートを再配布できます。

route-map グローバル コンフィギュレーション コマンドと、match および set コンフィギュレー      
ション コマンドを使用すると、ルーティング プロトコル間でのルートの再配布条件を定義できま  
す。各 route-map コマンドには、match および set コマンドが関連付けられています。match コマ      
ンドでは一致条件（現在の route-map コマンドで再配布が許可される条件）を指定します。set コ   
マンドでは set アクション（match コマンドで指定した条件が満たされている場合に実行される再   
配布アクション）を指定します。no route-map コマンドは、ルート マップを削除します。

match route-map コンフィギュレーション コマンドには複数の形式があります。match コマンドは    
任意の順番で入力できます。また、set コマンドで指定された set アクションに従ってルートを再配   
布するには、すべての match コマンドと一致する必要があります。match コマンドの no 形式を使     
用すると、指定された一致条件が削除されます。

deny （任意）ルート マップの一致条件が満たされている場合に、ルートを再配 
布しないように指定します。

map_tag ルート マップ タグのテキスト。タグの最大長は 57 文字です。
permit （任意）このルート マップの一致条件が満たされている場合に、set アク  

ションの制御に従ってルートを再配布するように指定します。

seq_num （任意）ルート マップのシーケンス番号。有効値は 0 ～ 65535 です。同じ    
名前ですでに設定されているルート マップ リストにおいて、新しいルー  
ト マップに与える位置を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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ルーティング プロセス間でのルートの再配布方法を細かく制御する場合は、ルート マップを使用  
します。宛先ルーティング プロトコルを指定するには、router ospf 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。送信元ルーティング プロトコルを指定するには、redistribute ルー   
タ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ルート マップを使用してルートを渡す場合、ルート マップは複数の部分で構成できます。  
route-map コマンドに関連する 1 つまたは複数の match 節と一致しないルートは、無視されます。     
無視されたルートは発信ルート マップにアドバタイズされず、着信ルート マップで受け付けられ  
ません。一部のデータのみを変更する場合は、別のルート マップ セクションを設定し、明示的な  
一致を指定します。

seq_number 引数は次のとおりです。

1. 指定したタグを持つエントリを定義しなかった場合、seq_number 引数が 10 に設定されて、エ   
ントリが 1 つ作成されます。

2. 指定したタグを持つエントリを 1 つだけ定義した場合、このエントリは後続の route-map コマ    
ンドのデフォルト エントリになります。このエントリの seq_number 引数は変更されません。

3. 指定したタグを持つエントリを複数定義した場合、seq_number 引数が必要であることを示すエ 
ラー メッセージが表示されます。

（ seq-num 引数を指定しないで）no route-map map-tag コマンドを指定すると、ルート マップ全体      
（map-tag テキストが同じすべての route-mapエントリ）が削除されます。

permit キーワードが指定されていて、一致条件に適合しない場合、同じ map_tag タグを持つ次の   
ルート マップがテストされます。ルートが、同じ名前のすべてのルート マップの一致条件に適合  
しない場合、そのルートは再配布されません。

例 次に、OSPF ルーティングで使用するルート マップを設定する例を示します。

hostname(config)# route-map maptag1 permit 8
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# match metric 5
hostname(config-route-map)# show running-config route-map
route-map maptag1 permit 8

set metric 5
match metric 5

hostname(config-route-map)# exit
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を削除 
します。

match interface 指定のインターフェイスを起点とするネクスト ホップのある 
ルートを配布します。

router ospf OSPF ルーティング プロセスを開始して設定します。
set metric ルート マップに対応する宛先ルーティング プロトコルのメ  

トリック値を指定します。

show running-config route-map ルート マップの設定情報を表示します。
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router ospf
OSPF ルーティング プロセスを開始し、そのプロセスのパラメータを設定するには、グローバル コ   
ンフィギュレーション モードで router ospf コマンドを使用します。OSPF ルーティングをディセー     
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

router ospf pid

no router ospf pid

シンタックスの説明

デフォルト OSPF ルーティングはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン router ospf コマンドは、FWSM で稼働する OSPF ルーティング プロセスのグローバル コンフィギュ       
レーション コマンドです。router ospf コマンドを入力すると、コマンド プロンプトは    
(config-router)# のようになり、ルータ コンフィギュレーション モードが開始されたことを示しま   
す。

no router ospf コマンドを使用する場合は、必要な情報以外、オプションの引数を指定する必要はあ   
りません。no router ospf コマンドは、pid で指定された OSPF ルーティング プロセスを終了させま       
す。pid は FWSM にローカルに割り当てます。OSPF ルーティング プロセスごとに一意の値を割り     
当てる必要があります。

OSPF ルーティング プロセスを設定する場合は、router ospf コマンドと次の OSPF 固有のコマンド      
を組み合わせて使用します。

 • area ― 正規の OSPF エリアを設定します。

 • compatible rfc1583 ― RFC 1583 に基づいてサマリー ルート コストを計算するための方法を復       
元します。

 • default-information originate ― OSPF ルーティング ドメインにデフォルトの外部ルートを生成     
します。

 • distance ― ルート タイプに基づいて OSPF ルートの管理距離を定義します。

 • ignore ― タイプ 6 Multicast OSPF（MOSPF）パケットの Link-State Advertisement（LSA; リンク        
ステート アドバタイズ）をルータが受信するときに、Syslog メッセージの送信を抑制します。

pid 内部で使用される OSPF ルーティング プロセスの識別パラメータ。有効値   
は 1 ～ 65535 です。pid を他のルータ上の OSPF プロセス ID と一致させる         
必要はありません。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • log-adj-changes ― OSPF ネイバーが起動または停止するときに、ルータが Syslog メッセージを     
送信するように設定します。

 • neighbor ― ネイバー ルータを指定します。VPN トンネルを介して隣接関係を確立できるよう    
にする場合に使用します。

 • network ― OSPF が稼働するインターフェイスおよびこれらのインターフェイスのエリア ID を     
定義します。

 • redistribute ― 指定されたパラメータに基づく、ルーティング ドメイン間でのルート再配布を   
設定します。

 • router-id ― 固定ルータ ID を作成します。

 • summary-address ― OSPF の集約アドレスを作成します。

 • timers lsa-group-pacing ― OSPF LSA グループ同期タイマー（LSA グループの更新間隔すなわ      
ち最大エージング）

 • timers spf ― SPF 計算の変更を受信するまでの遅延

FWSM 上で RIP が設定されている場合は、OSPF を設定できません。

例 次に、5 という番号が与えられた OSPF ルーティング プロセスに対してコンフィギュレーション    
モードを開始する例を示します。

hostname(config)# router ospf 5
hostname(config-router)#

関連コマンド コマンド 説明

clear configure router 実行コンフィギュレーションから OSPF ルータ コマンドを   
削除します。

show running-config router ospf 実行コンフィギュレーションの OSPF ルータ コマンドを表   
示します。
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router-id
固定ルータ ID を使用するには、ルータ コンフィギュレーション モードで router-id コマンドを使      
用します。OSPF をリセットして直前のルータ ID の動作を使用するには、このコマンドの no形式    
を使用します。

router-id addr

no router-id [addr]

シンタックスの説明

デフォルト 指定しなかった場合、FWSM 上で最上位の IP アドレスがルータ ID として使用されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM 上で最上位の IP アドレスがプライベート アドレスの場合、このアドレスは hello パケットお      
よびデータベース定義に格納されて送信されます。この状況を避けるには、router-id コマンドを使 
用して、ルータ ID に対応するグローバル アドレスを指定します。

例 次に、ルータ ID を 192.168.1.1 に設定する例を示します。

hostname(config-router)# router-id 192.168.1.1
hostname(config-router)#

関連コマンド

addr IP アドレス形式のルータ ID

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示します。



第 23章      quit ～ router-id コマンド         
router-id

23-34
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J



C H A P T E R

24-1
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

24

same-security-traffic ～  
show asdm sessions コマンド

same-security-traffic
セキュリティ レベルが同じインターフェイス間での通信を許可したり、同一インターフェイスでト 
ラフィックの着信および発信を許可するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  
same-security-traffic コマンドを使用します。セキュリティが同じトラフィックをディセーブルにす 
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

same-security-traffic permit {inter-interface | intra-interface}

no same-security-traffic permit {inter-interface | intra-interface}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、この動作はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

inter-interface セキュリティ レベルが同じインターフェイス間の通信を許可します。
intra-interface 同一インターフェイスで着信と発信を行う通信を許可します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドに inter-interface キーワードが追加されました。
2.3(1) intra-interface キーワードのサポートが追加されました。
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使用上のガイドライン セキュリティが同じインターフェイス間での通信を許可すると（same-security-traffic inter-interface 
コマンドを使用）、101 を超える通信インターフェイスを設定できます。インターフェイスごとに異 
なるレベルを使用する場合、各レベル（0 ～ 100）で設定できるインターフェイスは 1 つだけです。

NAT 制御をイネーブルにする場合は、セキュリティ レベルの同じインターフェイス間で NAT を設    
定する必要はありません。

same-security-traffic intra-interface コマンドを使用すると、同一インターフェイスでトラフィック  
の発信と着信を行うことができます。これは、通常は許可されない動作です。

（注） 外部インターフェイス（たとえば、インターネットにアクセスする場合）のセキュリティ レベル 
を内部インターフェイスと同じレベルにすることは推奨しません。FWSM では、すべての接続に 
xlate エントリが関連付けられます（明示的に NAT を設定していない場合も含みます）。xlate は通    
常、内部インターフェイスと、セキュリティ レベルの低いインターフェイスとの接続用に作成さ 
れます。same-security-traffic 同一セキュリティ レベル トラフィック設定では、FWSM は、xlate を     
作成するために、どの同一セキュリティ レベル インターフェイスが「内部」インターフェイスな  
のかをランダムに選択します。リロード後、またはソフトウェア アップグレード後に、同じイン 
ターフェイスが選択されるとはかぎりません。FWSM が外部の同一セキュリティ レベル インター   
フェイスを「内部」インターフェイスとみなしてしまうと、そのインターフェイスを介してアクセ

スされるすべてのインターネット ホスト用に xlate が作成されます。 
 

内部ネットワーク上に数千のインターネット ホストをスキャンするアプリケーション（あるいは 
ウイルス）が存在していると、xlate テーブル内の全エントリを使い切ってしまいます（xlate の制  
限については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module           
Configuration Guide』を参照してください）。そうなると、FWSM は新規の xlate を作成しなくなり、    
すべての新規接続に対して、エラー メッセージ %FWSM-3-305006:（translation creation failed [トラ     
ンスレーションの作成に失敗しました ]）がログに記録されます。 show resource usage コマンドは、    
上限に達したかそれに近いアクティブな xlate の数を表示します。clear xlate コマンドは、接続を一    
時的に回復します。 
 

こうした状況を回避するため、外部インターフェイスのセキュリティ レベルは常に、他のすべて 
の FWSM インターフェイスよりも低く設定することを推奨します。このように設定することで、  
FWSM は常に、ISP リンクを外部インターフェイスとみなすようになります。その場合、ネット  
ワーク内部からインターネット ホストをスキャンするアプリケーションまたはウイルスごとに、 
xlate が 1 つだけ作成されます。スキャンされるすべてのインターネット ホストに対して xlate が作      
成されることはありません。

例 次に、セキュリティが同じインターフェイス間で通信をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# same-security-traffic permit inter-interface

次に、同一インターフェイスでトラフィックの発信と着信を許可する例を示します。

hostname(config)# same-security-traffic permit intra-interface

関連コマンド コマンド 説明

show running-config same-security-traffic same-security-traffic の設定を表示します。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド
sdi-pre-5-slave

24-3
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

sdi-pre-5-slave
SDI バージョン 5 より古い SDI を使用するこのホスト接続用に、オプションの SDI AAA「スレー       
ブ」サーバの IP アドレスまたは名前を指定するには、AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション     
モードで sdi-pre-5-slave コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

sdi-pre-5-slave host

no sdi-pre-5-slave

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは SDI AAA サーバ グループの任意のホストに使用できますが、意味を持つのは、    
sdi-version コマンドでホストの SDI バージョンが sdi-pre-5 に設定されている場合だけです。このコ     
マンドを使用する前に、SDI プロトコルを使用するように AAA サーバを設定しておく必要があり   
ます。

sdi-pre-5-slave コマンドを使用すると、プライマリ サーバで障害が発生した場合に使用する、オプ  
ションのセカンダリ サーバを指定できます。このコマンドで指定するアドレスは、プライマリ SDI  
サーバに対する「スレーブ」として設定されたサーバのアドレスにする必要があります。この状況

でバージョン 5 より前のバージョンを使用する場合は、sdi-pre-5-slave コマンドを設定し、FWSM   
がサーバからダウンロードされる適切な SDI コンフィギュレーション レコードにアクセスできる   
ようにする必要があります。これは、バージョン 5 以降のバージョンには当てはまりません。

例 次に、SDI バージョン 5 より古い SDI を使用する、AAA SDI サーバ グループ [svrgrp1] の設定例を          
示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol sdi
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 192.168.10.10
hostname(config-aaa-server-host)# sdi-version sdi-pre-5
hostname(config-aaa-server-host)# sdi-pre-5-slave 209.165.201.31

host スレーブ サーバ ホストの名前または IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにし   
ます。

clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除します。
sdi-version このホスト接続に使用する SDI のバージョンを指定します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   

プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド
sdi-version

24-5
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

sdi-version
このホスト接続に使用する SDI のバージョンを指定するには、AAA サーバ ホスト コンフィギュ     
レーション モードで sdi-version コマンドを使用します。この指定を削除するには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

sdi-version version

no sdi-version

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのバージョンは sdi-5 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドが有効なのは、SDI AAA サーバに限定されます。セカンダリ（フェールオーバー）SDI  
AAA サーバを設定し、なおかつそのサーバの SDI バージョンが 5 より古い場合、sdi-pre-5-slave コ      
マンドも指定する必要があります。

例 hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol sdi
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 6
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 7
hostname(config-aaa-server-host)# sdi-version sdi-5

関連コマンド

version 使用する SDI のバージョンを指定します。有効値は次のとおりです。

 • sdi-5 ― SDI version 5.0（デフォルト）

 • sdi-pre-5 ― 5.0 より前の SDI バージョン

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ ホスト  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、ホ    
スト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにします。

clear configure aaa-server すべての AAA コンフィギュレーションを削除します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグループ   

内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA サー 
バの統計情報を表示します。
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secure-unit-authentication
セキュア ユニット認証をイネーブルにするには、グループ ポリシー コンフィギュレーション モー    
ドで secure-unit-authentication enable コマンドを使用します。セキュア ユニット認証をディセーブ    
ルにするには、secure-unit-authentication disable コマンドを使用します。実行コンフィギュレーショ  
ンからセキュア ユニット認証の属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。この   
オプションにより、別のグループ ポリシーからセキュア ユニット認証の値が継承されます。

secure-unit-authentication {enable | disable}

no secure-unit-authentication

シンタックスの説明

デフォルト セキュア ユニット認証はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン セキュア ユニット認証は、VPN ハードウェア クライアントがトンネルを開始するたびに、ユーザ   
名とパスワードによる認証をクライアントに要求することによって、セキュリティを強化します。

この機能をイネーブルにした場合、ハードウェア クライアントは保存されたユーザ名とパスワード 
を使用しません。

（注） この機能がイネーブルのときに VPN トンネルを起動するには、ユーザ名とパスワードを入力する  
ユーザが存在していなければなりません。

セキュア ユニット認証を使用するには、ハードウェア クライアント（複数可）が使用するトンネ  
ル グループ用に、認証サーバ グループを設定しておく必要があります。

プライマリ FWSM 上でセキュア ユニット認証が必要な場合は、必ず、バックアップ サーバでもセ    
キュア ユニット認証を設定する必要があります。

例 次に、FirstGroup というグループ ポリシーに対してセキュア ユニット認証をイネーブルにする例を   
示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# secure-unit-authentication enable

disable セキュア ユニット認証をディセーブルにします。
enable セキュア ユニット認証をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

security-level
インターフェイスのセキュリティ レベルを設定するには、インターフェイス コンフィギュレー  
ション モードで security-level コマンドを使用します。セキュリティ レベルをデフォルト値に戻す    
には、このコマンドの no 形式を使用します。セキュリティ レベルは、セキュリティの高いネット   
ワークと低いネットワーク間の保護を強化することによって、セキュリティの低いネットワークか

ら高いネットワークを保護します。

security-level number

no security-level

シンタックスの説明

デフォルト セキュリティ レベルはデフォルトで 0 です。

「内部」インターフェイスを指定し、セキュリティ レベルを明示的に設定しなかった場合、FWSM 
によってセキュリティ レベルが 100 に設定されます（nameif コマンドの項を参照）。このレベルは    
必要に応じて変更できます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

ip-phone-bypass ユーザ認証を行わなくても IP Phone を接続できるようにします。   
Secure Unit Authentication は引き続き有効です。

leap-bypass VPN ハードウェア クライアントの背後にある無線装置から送信され  
た LEAP パケットが、ユーザ認証（イネーブルの場合）の前に VPN ト    
ンネルを通過するようにします。このようにすると、シスコ製無線ア

クセス ポイント デバイスを使用するワークステーションで LEAP 認    
証を確立できます。その後、ユーザ認証ごとに再認証します。

user-authentication ハードウェア クライアントの背後にいるユーザに、FWSM の認証を  
受けてから接続することを要求します。

number 0（最低）～ 100（最高）の整数

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。nameif コマンドのキーワードからイン 
ターフェイス コンフィギュレーション モード コマンドに変更されました。
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使用上のガイドライン レベルによって次の動作を制御します。

 • インスペクション エンジン ― 一部のインスペクション エンジンは、セキュリティ レベルに従     
属します。セキュリティが同じインターフェイスの場合、インスペクション エンジンは双方向 
のトラフィックに適用されます。

－ NetBIOS インスペクション エンジン ― 発信接続だけに適用されます。

－ OraServ インスペクション エンジン ― ホスト ペアの間に OraServ ポートの制御接続が存在       
する場合、着信データ接続に限り、FWSM を通過することが許可されます。

 • フィルタリング ― HTTP（S）および FTP フィルタリングは、発信接続だけに適用されます（上    
位レベルから下位レベル）。

セキュリティが同じインターフェイスの場合、双方向でトラフィックをフィルタリングできま

す。

 • NAT 制御 ― NAT 制御をイネーブルにしていて、セキュリティの高いインターフェイス（内部）    
上のホストからセキュリティの低いインターフェイス（外部）上のホストにアクセスする場合、

セキュリティの高いインターフェイス上のホストに NAT を設定する必要があります。

NAT 制御を使用しない場合、またはセキュリティが同じインターフェイスの場合は、任意のイ 
ンターフェイス間で NAT を使用するかしないかを選択できます。外部インターフェイスに  
NAT を設置する場合、特殊なキーワードが必要になることがあります。

 • estabilied コマンド ― このコマンドを使用すると、セキュリティ レベルの高いホストから低い    
ホストへの接続がすでに確立されている場合に、セキュリティの低いホストから高いホストへ

の復帰接続が可能です。

セキュリティが同じインターフェイスの場合、双方向で establised コマンドを設定できます。

通常、セキュリティ レベルが同じインターフェイス間では通信できません。セキュリティ レベル  
が同じインターフェイス間の通信を可能にする場合は、same-security-traffic コマンドの項を参照し 
てください。101 を超える通信インターフェイスを作成する場合、または同等に保護される部門が 
2 つあるような状況で、2 つのインターフェイス間のトラフィックに保護機能を等しく適用する場  
合は、2 つのインターフェイスに同じレベルを割り当て、相互間で通信できるようにします。

インターフェイスのセキュリティ レベルを変更し、既存の接続がタイムアウトしないうちに新しい 
セキュリティ情報が使用されるようにする場合は、clear local-host  コマンドを使用して接続を消去   
できます。

例 次に 2 つのインターフェイスについて、セキュリティ レベルを 100 および 0 に設定する例を示しま       
す。

hostname(config)# interface gigabitethernet0
hostname(config-if)# nameif inside
hostname(config-if)# security-level 100
hostname(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
hostname(config-if)# no shutdown
hostname(config-if)# interface gigabitethernet1
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# security-level 0
hostname(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
hostname(config-if)# no shutdown

関連コマンド コマンド 説明

clear local-host すべての接続をリセットします。

interface インターフェイスを設定し、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。

nameif インターフェイス名を設定します。
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serial-number
登録時の証明書に FWSM のシリアル番号を含めるには、crypto ca トラストポイント コンフィギュ     
レーション モードで serial-number コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

serial-number 

no serial-number 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト シリアル番号を含めないのがデフォルトの設定です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central の crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードを開       
始し、トラストポイント central に対する登録要求に FWSM のシリアル番号を含める例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# serial-number
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
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server-port
ホストの AAA サーバ ポートを設定するには、AAA サーバ ホスト モードで server-port コマンドを        
使用します。指定したサーバ ポートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

server-port port-number

no server-port

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのサーバ ポートは、次のとおりです。

 • SDI ― 5500

 • LDAP ― 389

 • Kerberos ― 88

 • NT ― 139

 • TACACS+ ― 49

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、サーバ ポート番号 8888 を使用するように、[svrgrp1] という SDI AAA サーバを設定する例を       
示します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol sdi
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 192.168.10.10
hostname(config-aaa-server-host)# server-port 8888

関連コマンド

port number 0 ～ 65535 のポート番号

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

AAA サーバ グループ  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定します。
clear configure aaa-server すべての AAA サーバ コンフィギュレーションを削除します。
show running-config aaa-server すべての AAA サーバ、特定のサーバ グループ、特定のグルー   

プ内の特定のサーバ、または特定のプロトコルについて、AAA
サーバの統計情報を表示します。
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service resetinbound
拒否された着信 TCP 接続にリセットを送信するには、グローバル コンフィギュレーション モード    
で service コマンドを使用します。リセットを送信しないようにするには、このコマンドの no 形式    
を使用します。

service resetinbound

no service resetinbound

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、リセットは送信されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン service コマンドは、アクセス リストまたは uauth（ユーザ許可）で着信接続が禁止されている、す   
べての着信 TCP 接続に対して機能します。用途としては、識別要求（IDENT）接続のリセットなど  
があります。着信 TCP 接続が試行されて拒否された場合、service resetinbound コマンドを使用し    
て、RST（TCP ヘッダー内のリセット フラグ）を送信元に返すことができます。キーワードを指定  
しなかった場合、FWSM は RST を返さずにパケットを廃棄します。

FWSM は着信接続ホストに TCP RST を送信し、着信 IDENT プロセスを停止することにより、発信      
電子メールが IDENT のタイムアウトを待たずに送信されるようにします。FWSM は、着信接続が   
拒否されたことを示す Syslog メッセージを送信します。service resetinbound コマンドを入力しな    
かった場合、FWSM は拒否されたパケットを廃棄し、SYN が拒否されたことを示す Syslog メッセー    
ジを生成します。ただし、外部ホストは IDENT がタイムアウトするまで SYN の再送信を続けます。

IDENT 接続がタイムアウトになると、接続速度が落ちます。トレースを実行して、速度低下の原因 
が IDENT であるかどうかを判断してから、service コマンドを入力します。

FWSM を介して IDENT 接続を処理するには、 service resetinbound コマンドを使用します。次に、      
IDENT 接続の処理方法をセキュリティが高いものから順に示します。

1. service resetinbound コマンドを使用します。

2. permitto tcp 113 キーワードを指定して、established コマンドを使用します。

3. static コマンドおよび access-list コマンドを入力して、TCP ポート 113 を開きます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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aaa コマンドを使用する場合、最初の許可試行が失敗し、次の試行でタイムアウトした場合は、 
service resetinbound コマンドを使用して許可に失敗したクライアントをリセットし、接続を再送信  
しないようにします。次に、Telnet での許可タイムアウト メッセージの例を示します。

Unable to connect to remote host: Connection timed out

リセット フラグに関して、FWSM 上で予期されるトラフィック動作は、次のとおりです。

1. resetinbound が設定されていて、なおかつセキュリティの低いインターフェイスから高いイン 
ターフェイスへのトラフィック フローが拒否される場合、リセットが送信されます。

2. resetinbound が設定されていて、なおかつセキュリティ レベルが同じインターフェイス間のト  
ラフィック フローが拒否される場合、リセットが送信されます。

3. resetinbound が設定されていて、なおかつセキュリティの高いインターフェイスから低いイン 
ターフェイスへのトラフィック フローが拒否される場合、リセットが送信されます。

例 次に、システム サービスをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# service resetinbound

関連コマンド コマンド 説明

show running-config service システム サービスを表示します。
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service-policy
すべてのインターフェイスでグローバルに、またはターゲット インターフェイス上でポリシー 
マップをアクティブにするには、特権 EXEC モードで service-policy コマンドを使用します。この設    
定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。service-policy コマンドは、イ   
ンターフェイス上で 1 組のポリシーをイネーブルにする場合に使用します。service-policy コマンド   
は通常、nameif コマンドで定義可能なすべてのインターフェイスに適用できます。

service-policy policymap_name [ global | interface intf ]

no service-policy policymap_name [ global | interface intf ]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス名を指定した場合、ポリシー マップはそのインターフェイスだけに適用されま 
す。インターフェイス名は nameif コマンドで定義します。インターフェイスのポリシー マップに   
よって、グローバル ポリシー マップが上書きされます。1 つのインターフェイスに使用できるポリ   
シー マップは 1 つだけです。

使用できるグローバル ポリシーは 1 つだけです。

例 次に、service-policy コマンドの構文例を示します。

hostname(config)# service-policy outside_security_map outside

関連コマンド

policymap_name 英数字で表された一意のポリシー マップ ID
global すべてのインターフェイスにポリシー マップを適用します。
interface 特定のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
intf nameif コマンドで定義されたインターフェイス名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show service-policy サービス ポリシーを表示します。
show running-config service-policy 実行コンフィギュレーションで設定されたサービス ポリ 

シーを表示します。

clear service-policy サービス ポリシーの統計情報を消去します。
clear configure service-policy サービス ポリシー設定を消去します。
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set connection
トラフィック クラスにおける TCP および UDP 接続の最大数を設定したり、TCP シーケンス番号の      
ランダム化をイネーブルまたはディセーブルにしたりするには、クラス コンフィギュレーション 
モードで set connection コマンドを使用します。クラス コンフィギュレーション モードには、ポリ     
シーマップ コンフィギュレーション モードからアクセスします。これらの指定を削除し、接続数  
を無制限にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

set connection {[conn-max number] [random-seq# {enable | disable}]}

no set connection {[conn-max number] [random-seq# {enable | disable}]}

シンタックスの説明

デフォルト conn-max キーワードでは、number のデフォルト値は 0 です。この場合、接続数は無制限になります。

シーケンス番号のランダム化は、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

conn-max number TCP および UDP 同時接続の最大数を設定します。
disable TCP シーケンス番号のランダム化をオフにします。
enable TCP シーケンス番号のランダム化をオンにします。
random-seq# TCP シーケンス番号のランダム化をイネーブルまたはディセーブルにし 

ます。別のインライン ファイアウォールで TCP シーケンス番号のランダ   
ム化をイネーブルにしている場合は、ランダム化をディセーブルにできま

す。両方のファイアウォールで同じ動作を実行する必要はないからです。

ただし、ISN ランダム化については、両方のファイアウォールでイネーブ 
ルのままにしても、トラフィックに影響はありません。

各 TCP 接続には ISN が 2 つあります。1 つはクライアントによって生成さ       
れ、もう 1 つはサーバによって生成されます。セキュリティ アプライアン   
スは、発信方向に渡される TCP SYN の ISN をランダム化します。同一セ     
キュリティ レベルの 2 つのインターフェイス間の接続では、SYN の ISN     
が両方向でランダム化されます。

保護されたホストで ISN をランダム化することにより、新規接続の次の  
ISN を予測して新規セッションをハイジャックする攻撃を阻止できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン class-map コマンドでトラフィックを特定してから、policy-map コマンドを入力して各クラス マッ   
プに対応するアクションを指定します。class コマンドを入力してクラス マップを指定し、さらに  
set connection コマンドを入力して、そのクラス マップの接続数を設定します。

（注） NAT の設定（nat コマンドおよび static コマンド）で最大接続数および TCP シーケンス番号のラン      
ダム化を設定することもできます。両方の方法で同じトラフィックにこれらの値を設定した場合、

FWSM は低い方の限度を使用します。TCP シーケンス番号のランダム化がどちらかの方法でディ  
セーブルになっている場合、FWSM は TCP シーケンス番号のランダム化をディセーブルにします。 
 

NAT では set connection コマンドと異なり、DoS 攻撃を防ぐために TCP 代行受信が起動される、初       
期接続限度も設定します。

例 次に、同時接続の最大数を 256 に設定し、TCP シーケンス番号のランダム化をディセーブルにする   
例を示します。

hostname(config)# policy-map localpolicy1
hostname(config-pmap)# class local_server
hostname(config-pmap-c)# set connection conn-max 256 random-seq# disable

関連コマンド コマンド 説明

class ポリシー マップのクラス マップを指定します。
class-map サービス ポリシーで使用するクラス マップを作成します。
policy-map クラス マップと 1 つ以上のアクションを対応付ける、ポリシー   

マップを設定します。

service-policy インターフェイスにポリシー マップを割り当てます。
set connection timeout 接続タイムアウトを設定します。
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set connection timeout
初期、ハーフクローズド、またはアイドル状態の TCP 接続を切断するまでのタイムアウト期間を設  
定するには、クラス モードで set connection timeout コマンドを使用します。タイムアウトを削除す     
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

set connection timeout {[embryonic hh:mm:ss] [half-closed hh:mm:ss] [tcp hh:mm:ss [reset]]}

no set connection timeout {[embryonic hh:mm:ss] [half-closed hh:mm:ss] [tcp hh:mm:ss [reset]]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの embryonic 接続タイムアウト値は 20 秒です。

デフォルトの half-closed 接続タイムアウト値は 20 秒です。

デフォルトの tcp 接続タイムアウト値は 60 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン class-map コマンドでトラフィックを特定してから、policy-map コマンドを入力して各クラス マッ   
プに対応するアクションを指定します。class コマンドを入力してクラス マップを指定し、さらに  
set connection timeout コマンドを入力して、そのクラス マップの接続タイムアウトを設定します。

embryonic hh:mm:ss 初期接続を終了するまでのタイムアウト期間を 0:0:1 ～ 0:4:15 の間で定義    
します。デフォルトは 0:0:20 秒です。0 を設定すると、接続タイムアウト   
が発生しなくなります。set connection コマンドで初期接続の最大数を設定  
することはできませんが、タイムアウトはこのコマンドで設定できます。

half-closed hh:mm:ss TCP ハーフ クローズド接続を解放するまでのタイムアウト期間を 0:0:1 ～    
0:4:15 の間で定義します。デフォルトは 0:0:20 秒です。0 を設定すると、    
タイムアウトが発生しなくなります。

reset （任意）接続タイムアウトが発生したら、TCP エンドポイントにリセット 
を送信します。FWSM は、ホストが（同じ送信元および宛先ポートで）タ 
イムアウトを通知する別のパケットを送信場合のみ、それに応答してリ

セット パケットを送信します。そのホストは、リセット パケットを受信  
すると、接続テーブルから接続を削除します。これによりホスト アプリ 
ケーションは、SYN パケットを使用して新規接続を確立する操作を試行で 
きます。

tcp hh:mm:ss 確立済み TCP 接続は所定のアイドル時間が経過すると終了します。この  
アイドル時間を 0:5:0 ～ 0:15:1092 の間で定義します。デフォルトは 0:60:     
0 です。0 を設定すると、接続タイムアウトが発生しなくなります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

クラス コンフィギュレーショ 
ン

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド
set connection timeout  

24-17
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

例 次に、TCP 接続のタイムアウトを 2 時間に設定する set connection timeout コマンドの例を示します。

hostname(config)# access-list http-server permit tcp any host 10.1.1.1
hostname(config)# class-map http-server

hostname(config-cmap)# match access-list http-server
hostname(config-cmap)# exit

hostname(config)# policy-map global_policy global
hostname(config-pmap)# description This policy map defines a policy concerning 
connection to http server.
hostname(config-pmap)# class http-server
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout tcp 2:0:0

関連コマンド コマンド 説明

class ポリシー マップのクラス マップを指定します。
class-map サービス ポリシーで使用するクラス マップを作成します。
policy-map クラス マップと 1 つ以上のアクションを対応付ける、ポリシー マップを    

設定します。

service-policy インターフェイスにポリシー マップを割り当てます。
set connection TCP および UDP 接続の最大数を設定します。
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set metric
宛先ルーティング プロトコルのメトリック値を設定するには、ルートマップ コンフィギュレー  
ション モードで set metric コマンドを使用します。デフォルトのメトリック値に戻すには、このコ    
マンドの no 形式を使用します。

set metric value

no set metric value

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン no set metric value コマンドを使用すると、デフォルトのメトリック値に戻すことができます。この    
コンテキストでは、value は 0 ～ 4294967295 の整数です。

例 次に、OSPF ルーティングに関するルート マップの設定例を示します。

hostname(config)# route-map maptag1 permit 8
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# match metric 5
hostname(config-route-map)# show route-map
route-map maptag1 permit 8
set metric 5
match metric 5
hostname(config-route-map)# exit
hostname(config)# 

関連コマンド

value メトリック値

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

match interface 指定されたインターフェイスの 1 つを起点とするネクスト ホップのある   
すべてのルートを配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ ア   
ドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
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set metric
宛先ルーティング プロトコルのメトリック値を設定するには、ルートマップ コンフィギュレー  
ション モードで set metric コマンドを使用します。デフォルトのメトリック値に戻すには、このコ    
マンドの no 形式を使用します。

set metric value

no set metric value

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン no set metric value コマンドを使用すると、デフォルトのメトリック値に戻すことができます。この    
コンテキストでは、value は 0 ～ 4294967295 の整数です。

例 次に、OSPF ルーティングに関するルート マップの設定例を示します。

hostname(config)# route-map maptag1 permit 8
hostname(config-route-map)# set metric 5
hostname(config-route-map)# match metric 5
hostname(config-route-map)# show route-map
route-map maptag1 permit 8
set metric 5
match metric 5
hostname(config-route-map)# exit
hostname(config)# 

関連コマンド

value メトリック値

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルート マップ コンフィギュ  
レーション

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

match interface 指定されたインターフェイスの 1 つを起点とするネクスト ホップのあ   
るすべてのルートを配布します。

match ip next-hop 指定のアクセス リストのいずれかと一致する、ネクストホップ ルータ  
アドレスが含まれるすべてのルートを配布します。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義します。
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setup
対話型プロンプトから FWSM を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで setup     
コマンドを使用します。

setup

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM に ASDM を接続するには、初期設定が必要です。setup コマンドを入力する前に、nameif コ     
マンドを使用して、「内部」インターフェイスを指定する必要があります。FWSM には、デフォル 
トの内部インターフェイスはありません。

setup コマンドを入力すると、表 24-1 に示した設定情報を入力するように求められます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

表 24-1 設定情報 

プロンプト 説明

Pre-configure Firewall now 
through interactive prompts 
[yes]?

yes または no を入力します。yes を入力すると、セットアップ ダ     
イアログが続行されます。no を入力した場合は、セットアップ 
ダイアログが中止され、グローバル コンフィギュレーション プ  
ロンプト（hostname(config)#）が表示されます。

Firewall Mode [Routed]: routed または transparent を入力します。ファイアウォール モー    
ド プロンプトを使用できるのは、シングル モードまたはコンテ  
キストに限られます。

Enable password: イネーブル パスワードを入力します（パスワードには 3 文字以   
上を指定する）。

Inside IP address: FWSM のネットワーク インターフェイスの IP アドレスを入力    
します。

Inside network mask: 内部 IP アドレスに適用するネットワーク マスクを入力します。   
255.0.0.0、255.255.0.0、または 255.255.x.x などの有効なネット  
ワーク マスクを指定する必要があります。デフォルト ルートを  
指定する場合は、0.0.0.0 を使用します。ネットマスク 0.0.0.0 の   
省略形として 0 を使用できます。
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ホスト名およびドメイン名は、Secure Socket Layer（SSL）接続用のデフォルト証明書を生成する場  
合に使用されます。

例 次に、setup コマンド プロンプトを完了する例を示します。

hostname(config)# setup
Pre-configure Firewall now through interactive prompts [yes]? yes 
Firewall Mode [Routed]: routed
Enable password [<use current password>]: writer
Inside IP address [192.168.1.1]: 192.168.1.1
Inside network mask [255.255.255.0]: 255.255.255.0
Host name [tech_pubs]: tech_pubs
Domain name [your_company.com]: your_company.com
IP address of host running Device Manager: 

The following configuration will be used:
Enable password: writer
Firewall Mode: Routed
Inside IP address: 192.168.1.1
Inside network mask: 255.255.255.0
Host name: tech_pubs
Domain name: your_company.com

Use this configuration and write to flash? yes

関連コマンド

Host name: コマンドライン プロンプトに表示するホスト名を入力します。
Domain name: FWSM が動作するネットワークのドメイン名を入力します。
IP address of host running 
Device Manager:

ASDM が FWSM に接続する IP アドレスを入力します。

Use this configuration and 
write to flash [yes]?

yes または no を入力します。yes を入力すると、内部インター    
フェイスがイネーブルになり、必要な設定がフラッシュ パー 
ティションに書き込まれます。

no を入力した場合は、セットアップ ダイアログが最初の質問か  
ら繰り返されます。

Pre-configure Firewall now through interactive prompts 
[yes]?

no を入力してセットアップ ダイアログを終了するか、または  
yes を入力してセットアップ ダイアログを繰り返します。

表 24-1 設定情報（続き）

コマンド 説明

asdm FWSM とデバイス マネージャが動作しているブラウザ間の通信を設定し  
ます。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド           
show aaa-server

24-22
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

show aaa-server
AAA サーバのサーバ統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show aaa-server コマンドを使      
用します。

show aaa-server [LOCAL | groupname [host hostname] | protocol protocol]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべての AAA サーバの統計情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

LOCAL （任意）LOCAL ユーザ データベースの統計情報を表示します。
groupname （任意）グループ内のサーバの統計情報を表示します。

host hostname （任意）グループ内の特定サーバの統計情報を表示します。

protocol protocol （任意）指定したプロトコルのサーバの統計情報を表示します。

 • kerberos

 • ldap

 • nt

 • radius

 • sdi

 • tacacs+

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) このコマンドが LOCAL メソッドをサポートするように変更されました。
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例 次の例では、show aaa-server コマンドを使用して、サーバ グループ group1 内の特定のホストの統     
計情報を表示しています。

hostname(config)# show aaa-server group1 host 192.68.125.60
Server Group:  group1
Server Protocol: RADIUS
Server Address:  192.68.125.60
Server port:  1645
Server status: ACTIVE. Last transaction (success) at 11:10:08 UTC  Fri Aug 22
Number of pending requests        20
Average round trip time           4ms
Number of authentication requests 20
Number of authorization requests  0
Number of accounting requests     0
Number of retransmissions         1
Number of accepts                 16
Number of rejects                 4
Number of challenges              5
Number of malformed responses     0
Number of bad authenticators      0
Number of timeouts                0
Number of unrecognized responses  0

次に、show aaa-server コマンドのフィールドの説明を示します。

フィールド 説明

Server Group aaa-server コマンドで指定したサーバ グループ名
Server Protocol aaa-server コマンドで指定したサーバ グループのサーバ プロト   

コル

Server Address AAA サーバの IP アドレス
Server port FWSM および AAA サーバが使用する通信ポート。RADIUS 認    

証ポートを指定するには、authentication-port コマンドを使用し 
ます。RADIUS アカウンティング ポートを指定するには、  
accounting-port コマンドを使用します。非 RADIUS サーバの場   
合は、server-port コマンドでポートを設定します。

Server status サーバのステータス。次のいずれかの値が表示されます。

 • ACTIVE ― FWSM は、この AAA サーバと通信できます。

 • FAILED ― FWSM は、この AAA サーバと通信できません。     
この状態になったサーバは、そのままの状態で維持され、ポ

リシーによって規定された期間が経過すると再アクティブ

化されます。

次の形式を使用すると、最後のトランザクションの日時も表示

されます。

Last transaction ({success | failure}) at time timezone 
date

FWSM がサーバと通信したことがない場合は、次のようなメッ 
セージが表示されます。

Last transaction at Unknown

Number of pending requests 処理中の要求の数

Average round trip time サーバとのトランザクションが終了するまでの平均所要時間。

Number of authentication requests FWSM が送信した認証要求の数。タイムアウト後の再送信はカ 
ウントしません。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド           
show aaa-server

24-24
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

関連コマンド

Number of authorization requests 権限付与要求の数。この値は、コマンド権限付与、（TACACS+
サーバの）through-the-box トラフィック権限付与、トンネル グ  
ループ用にイネーブルにされた IPSec 権限付与機能などの権限  
付与要求の数を意味します。タイムアウト後の再送信はカウン

トしません。

Number of accounting requests アカウンティング要求の数。タイムアウト後の再送信はカウン

トしません。

Number of retransmissions 内部タイムアウト後にメッセージが再送信された回数。このコ

マンドは、Kerberos サーバおよび TACACS+ サーバ（UDP）に   
のみ適用されます。

Number of accepts 許可された認証要求の数

Number of rejects 拒否された要求の数。AAA サーバから資格情報によって拒否さ 
れた数だけでなく、エラー条件もカウントされます。

Number of challenges 最初にユーザ名とパスワード情報を受信したあと、AAA サーバ 
がユーザから追加情報を要求した回数

Number of malformed responses 現在は未使用。予約フィールド

Number of bad authenticators 次のどちらかが発生した回数

 • RADIUS パケット内のオーセンティケータ文字列が破損し 
ている（非常にまれ）。

 • FWSM の共有秘密キーが、RADIUS サーバ上のキーと一致  
しない。この問題を修正するには、正しいサーバ キーを入 
力します。

RADIUS だけで使用します。
Number of timeouts AAA サーバが応答していないか、不正な動作をしたため、FWSM 

によってオフラインであると宣言された回数

Number of unrecognized responses FWSM が、AAA サーバから、認識またはサポートできないとい  
う応答を受信した回数。たとえば、サーバから返された RADIUS 
パケット コードが未知のタイプ、すなわち、既知のタイプ 
「access-accept」、「access-reject」、「access-challenge」、または 
「accounting-response」のいずれでもない場合。これは通常、サー
バからの RADIUS 応答パケットが破損していることを意味しま  
すが、非常にまれなケースです。

フィールド 説明

コマンド 説明

show running-config aaa-server 指定したサーバ グループ、または特定サーバの統計情報を 
表示します。

clear aaa-server statistics AAA サーバの統計情報を消去します。
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show aaa local user
現在ロックされているユーザ名のリストを表示する、またはユーザ名の詳細を表示するには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで aaa local user コマンドを使用します。

show aaa local user [locked]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン オプション キーワード locked を指定しなかった場合、FWSM はすべての AAA ローカル ユーザに       
ついて、失敗した試行とロックアウト ステータスを表示します。

username オプションで特定のユーザを指定することも、または all オプションですべてのユーザを   
指定することもできます。

このコマンドが作用するのは、ロックアウトされているユーザのステータスだけです。

装置から管理者をロックアウトすることはできません。

例 次に、show aaa local user コマンドを使用して、すべてのユーザ名についてロックアウト ステータ     
スを表示する例を示します。

この例では、show aaa local user コマンドを使用して、限度を 5 に設定したあとで、すべての AAA       
ローカル ユーザについて、認証に失敗した回数とロックアウト ステータスの詳細を表示します。

hostname(config)# aaa local authentication attempts max-fail 5
hostname(config)# show aaa local user
Lock-time  Failed-attempts      Locked  User
    -                   6       Y       test
    -                   2       N       augry13
    -                   1       N       cisco
    -                   4       N       newuser
hostname(config)# 

locked （任意）現在ロックされているユーザ名のリストを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、lockout キーワードを指定して show aaa local user コマンドを使用し、限度を 5 に設定したあ        
とで、ロックアウトされている AAA ローカル ユーザに限定して、認証に失敗した回数とロックア   
ウト ステータスの詳細を表示します。

hostname(config)# aaa local authentication attempts max-fail 5
hostname(config)# show aaa local user
Lock-time  Failed-attempts      Locked  User
    -                   6       Y       test
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

aaa local authentication attempts max-fail ユーザがロックアウトされるまでに、無効なパス

ワードを入力できる最大回数を設定します。

clear aaa local user fail-attempts ロックアウト ステータスを変更しないで、失敗した 
試行回数を 0 にリセットします。

clear aaa local user lockout 特定ユーザまたは全ユーザのロックアウト ステータ 
スを消去し、対応する失敗試行回数のカウンタを 0 に  
設定します。
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show access-list
アクセス リストのカウンタを表示するには、特権 EXEC モードで show access-list コマンドを使用      
します。

show access-list id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show access-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
             alert-interval 300
access-list 101; 10 elements
access-list 101 line 1 extended permit tcp any eq www any (hitcnt=0) 0xa14fc533 
access-list 101 line 2 extended permit tcp any eq www any eq www (hitcnt=0) 0xaa73834e 
access-list 101 line 3 extended permit tcp any eq www any range telnet www (hitcnt=0) 
0x49ac02e6 
access-list 101 line 4 extended permit tcp any range telnet www any range telnet www 
(hitcnt=0) 0xa0021a9f 
access-list 101 line 5 extended permit udp any range biff www any (hitcnt=0) 
0xf89a7328 
access-list 101 line 6 extended permit udp any lt ntp any (hitcnt=0) 0x8983c43 
access-list 101 line 7 extended permit udp any any lt ntp (hitcnt=0) 0xf361ffb6 
access-list 101 line 8 extended permit udp any any range ntp biff (hitcnt=0) 0x219581 
access-list 101 line 9 extended permit icmp any any (hitcnt=0) 0xe8fa08e1 
access-list 101 line 10 extended permit icmp any any echo (hitcnt=0) 0x2eb8deea 
access-list 102; 1 elements access-list 102 line 1 extended permit icmp any any echo 
(hitcnt=0) 0x59e2fea8 

出力には各行の末尾に ACE ごとに一意の 16 進数 ID が含まれています。

id アクセス リストを特定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

access-list ethertype EtherType に基づいてトラフィックを制御するアクセス リス  
トを設定します。

access-list extended 設定にアクセス リストを追加し、ファイアウォールを通過す 
る IP トラフィックのポリシーを設定します。

clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストを消去しま 

す。

show running-config access-list 現在実行中のアクセス リスト設定を表示します。
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show activation-key
コンフィギュレーション内のコマンドのうち、アクティベーション キーでイネーブルにされた機能 
に関するものを、許可されているコンテキスト数を含めて表示するには、特権 EXEC モードで show   
activation-keyコマンドを使用します。

show activation-key

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show activation-key コマンドの出力は、次のように、アクティベーション キーのステータスを示し   
ます。

 • FWSM フラッシュ ファイル システムのアクティベーション キーと FWSM で稼働するアク      
ティベーション キーが同じ場合、show activation-key の出力は次のようになります。
The flash activation key is the SAME as the running key.

 • FWSM フラッシュ ファイル システムのアクティベーション キーと FWSM で稼働するアク      
ティベーション キーが異なる場合、show activation-key の出力は次のようになります。
The flash activation key is DIFFERENT from the running key.
The flash activation key takes effect after the next reload.

 • アクティベーション キーをダウングレードすると、動作中のキー（古いキー）とフラッシュに 
格納されているキー（新しいキー）が異なることを示す出力が表示されます。FWSM を再起動 
すると、新しいキーが使用されます。

 • アクティベーション キーをアップグレードして、追加の機能をイネーブルにした場合は、再起 
動しなくても新しいキーがただちに動作を開始します。

 • PIX Firewall プラットフォームでは、新しいキーと古いキーの間でフェールオーバー機能 
（R/UR/FO）に変更があった場合、確認が求められます。n を入力すると、変更が中止されます。 
それ以外の場合は、フラッシュ ファイル システムのキーが更新されます。FWSM を再起動す   
ると、新しいキーが使用されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、コンフィギュレーション内のコマンドのうち、アクティベーション キーでイネーブルにされ 
た機能に関するものを表示する例を示します。

hostname(config)# show activation-key 
Serial Number:  P3000000134 Running Activation Key: 0xyadayada 0xyadayada 0xyadayada 
0xyadayada 0xyadayada

License Features for this Platform:
Maximum Physical Interfaces : Unlimited
Maximum VLANs               : 50
Inside Hosts                : Unlimited
Failover                    : Enabled
VPN-DES                     : Enabled
VPN-3DES-AES                : Disabled
Cut-through Proxy           : Enabled
Guards                      : Enabled
URL-filtering               : Enabled
Security Contexts           : 20
GTP/GPRS                    : Disabled
VPN Peers                   : 5000

The flash activation key is the SAME as the running key.
hostname(config)#

関連コマンド コマンド 説明

activation-key アクティベーション キーを変更します。
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show admin-context
現在、admin コンテキストとして割り当てられているコンテキスト名を表示するには、特権 EXEC  
モードで show admin-context コマンドを使用します。

show admin-context

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show admin-context コマンドの出力例を示します。この例では、フラッシュのルート ディレ   
クトリに保存されている、[admin] という admin コンテキストが表示されています。

hostname# show admin-context
Admin: admin disk:/admin.cfg

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

admin-context admin コンテキストを設定します。
changeto コンテキストとシステム実行スペースを切り替えます。

clear configure context すべてのコンテキストを削除します。

mode コンテキスト モードをシングルまたはマルチに設定します。
show context コンテキスト（システム実行スペース）リストまたは現在のコ

ンテキストに関する情報を表示します。
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show arp
ARP テーブルを表示するには、特権 EXEC モードで show arp コマンドを使用します。このコマン      
ドを使用すると、ダイナミックおよび手動設定された ARP エントリが表示されます。ただし、各  
エントリの作成元は特定されません。

show arp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show arp コマンドの出力例を示します。

hostname# show arp
        inside 10.86.195.205 0008.023b.9892
        inside 10.86.194.170 0001.023a.952d
        inside 10.86.194.172 0001.03cf.9e79
        inside 10.86.194.1 00b0.64ea.91a2
        inside 10.86.194.146 000b.fcf8.c4ad
        inside 10.86.194.168 000c.ce6f.9b7e

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
clear arp statistics ARP の統計情報を消去します。
show arp statistics ARP の統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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show arp-inspection
各インターフェイスの ARP 検査設定を表示するには、特権 EXEC モードで show arp-inspection コ       
マンドを使用します。

show arp-inspection

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show arp-inspection コマンドの出力例を示します。

hostname# show arp-inspection
interface                arp-inspection         miss
----------------------------------------------------
inside1                  enabled                flood
outside                  disabled                -

miss カラムには、ARP 検査がイネーブルの場合に、不一致パケットに対して実行するデフォルトの  
アクションが示されます。[flood] または [no-flood] のどちらかです。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
clear arp statistics ARP の統計情報を消去します。
show arp statistics ARP の統計情報を表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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show arp statistics
ARP の統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show arp statistics コマンドを使用します。

show arp statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show arp statistics コマンドの出力例を示します。

hostname# show arp statistics
        Number of ARP entries:
        6
        Dropped blocks in ARP: 6
        Maximum Queued blocks: 3
        Queued blocks: 1
        Interface collision ARPs Received: 5
        ARP-defense Gratuitous ARPS sent: 4
        Total ARP retries: 15
        Unresolved hosts: 1
        Maximum Unresolved hosts: 2

表 24-2 で各フィールドについて説明します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

表 24-2 show arp statistics のフィールド 

フィールド 説明

Number of ARP entries ARP テーブルのエントリ総数
Dropped blocks in ARP IP アドレスを対応するハードウェア アドレスに解決していると  

きに廃棄されたブロック数

Maximum queued blocks IP アドレス解決待ちの間に、ARP モジュールでキューに格納さ  
れたブロックの最大数

Queued blocks ARP モジュールのキューに現在格納されているブロック数
Interface collision ARPs received すべての FWSM インターフェイスで、FWSM インターフェイス   

と同じ IP アドレスから受信した ARP パケットの数
ARP-defense gratuitous ARPs sent ARP 防御メカニズムの一部として FWSM が送信した gratuitous    

ARP の数
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関連コマンド

Total ARP retries 最初の ARP 要求への応答でアドレスが解決されなかったとき  
に、ARP モジュールが送信した ARP 要求の総数

Unresolved hosts ARP モジュールから ARP 要求が送信され続けている、未解決ホ   
ストの数

Maximum unresolved hosts 未解決ホストが最後に消去されてから、または FWSM の起動後  
に、ARP モジュール内で未解決となったホストの最大数

表 24-2 show arp statistics のフィールド（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   
プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。

clear arp statistics ARP の統計情報を消去して、値をゼロにリセットします。
show arp ARP テーブルを表示します。
show running-config arp ARP タイムアウトの現在の設定を表示します。
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show asdm history
ASDM 履歴バッファの内容を表示するには、特権 EXEC モードで show asdm history コマンドを使       
用します。

show asdm history [view timeframe] [snapshot] [feature feature] [asdmclient]

シンタックスの説明

デフォルト 引数またはキーワードを指定しなかった場合は、すべての機能のすべての履歴情報が表示されま

す。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

asdmclient （任意）ASDM クライアント用にフォーマットされた ASDM 履歴データを   
表示します。

feature feature （任意）指定した機能に履歴表示を限定します。feature 引数で有効な値は、 
次のとおりです。

 • all ― すべての機能の履歴を表示します（デフォルト）。

 • blocks ― システム バッファの履歴を表示します。

 • cpu ― CPU 使用状況の履歴を表示します。

 • failover ― フェールオーバーの履歴を表示します。

 • ids ― IDS の履歴を表示します。

 • interface if_name ― 指定されたインターフェイスの履歴を表示しま   
す。if_name 引数は nameif コマンドで指定されたインターフェイスの   
名前です。

 • memory ― メモリ使用量の履歴を表示します。

 • perfmon ― パフォーマンスの履歴を表示します。

 • sas ― セキュリティ アソシエーションの履歴を表示します。

 • tunnels ― トンネルの履歴を表示します。

 • xlates ― 変換スロットの履歴を表示します。
snapshot （任意）最新の ASDM 履歴データ ポイントだけを表示します。
view timeframe （任意）指定した期間に履歴表示を限定します。timeframe 引数で有効な値 

は、次のとおりです。

 • all ― 履歴バッファのすべての内容（デフォルト）

 • 12h ― 12 時間

 • 5d ― 5 日間

 • 60m ― 60 分

 • 10m ― 10 分

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン show asdm history コマンドを使用すると、ASDM 履歴バッファの内容が表示されます。ASDM の     
履歴情報を表示するには、asdm history enable コマンドを使用して、ASDM 履歴のトラッキングを    
イネーブルにしておく必要があります。

例 次に、show asdm history コマンドの出力例を示します。この出力は、直近 10 分間に収集された外     
部インターフェイスのデータに限定されています。

hostname# show asdm history view 10m feature interface outside

Input KByte Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ] 62640 62636 62633 62628 62622 62616 62609 
Output KByte Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ] 25178 25169 25165 25161 25157 25151 25147 
Input KPacket Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]   752   752   751   751   751   751   751 
Output KPacket Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]    55    55    55    55    55    55    55 
Input Bit Rate:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]  3397  2843  3764  4515  4932  5728  4186 
Output Bit Rate:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]  7316  3292  3349  3298  5212  3349  3301 
Input Packet Rate:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     5     4     6     7     6     8     6 
Output Packet Rate:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     1     0     0     0     0     0     0 
Input Error Packet Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
No Buffer:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Received Broadcasts:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ] 375974 375954 375935 375902 375863 375833 375794 
Runts:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Giants:       
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
CRC:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Frames:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Overruns:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Underruns:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Output Error Packet Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Collisions:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
LCOLL:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Reset:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Deferred:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Lost Carrier:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Hardware Input Queue:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]   128   128   128   128   128   128   128 
Software Input Queue:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show pdm history として）追加されました。
3.1(1) show pdm history から show asdm history にコマンドが変更されました。
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Hardware Output Queue:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Software Output Queue:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
Drop KPacket Count:
        [  10s:12:46:41 Mar 1 2005  ]     0     0     0     0     0     0     0 
hostname#  

次に、show asdm history コマンドの出力例を示します。この出力も前の例と同様、直近 10 分間に     
収集された外部インターフェイスのデータに限定されています。ただし、ASDM クライアント用に 
フォーマットされた出力例です。

hostname# show asdm history view 10m feature interface outside asdmclient

MH|IBC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|62439|62445|62453|62457|624
64|62469|62474|62486|62489|62496|62501|62506|62511|62518|62522|62530|62534|62539|62542
|62547|62553|62556|62562|62568|62574|62581|62585|62593|62598|62604|62609|62616|62622|6
2628|62633|62636|62640|62653|62657|62665|62672|62678|62681|62686|62691|62695|62700|627
04|62711|62718|62723|62728|62733|62738|62742|62747|62751|62761|62770|62775|
MH|OBC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|25023|25023|25025|25025|250
25|25026|25026|25032|25038|25044|25052|25056|25060|25064|25070|25076|25083|25087|25091
|25096|25102|25106|25110|25114|25118|25122|25128|25133|25137|25143|25147|25151|25157|2
5161|25165|25169|25178|25321|25327|25332|25336|25341|25345|25349|25355|25359|25363|253
67|25371|25375|25381|25386|25390|25395|25399|25403|25410|25414|25418|25422|
MH|IPC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|749|749|749|749|749|750|750
|750|750|750|750|750|750|750|750|750|750|750|750|750|751|751|751|751|751|751|751|751|7
51|751|751|751|751|751|751|752|752|752|752|752|752|752|752|752|752|752|752|752|752|753
|753|753|753|753|753|753|753|753|753|753|
MH|OPC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|55|55|55|55|55|55|55|55|55|
55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55|55
|55|55|55|55|55|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|56|
MH|IBR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|7127|5155|6202|3545|5408|39
79|4381|9492|3033|4962|4571|4226|3760|5923|3265|6494|3441|3542|3162|4076|4744|2726|484
7|4292|5401|5166|3735|6659|3837|5260|4186|5728|4932|4515|3764|2843|3397|10768|3080|630
9|5969|4472|2780|4492|3540|3664|3800|3002|6258|5567|4044|4059|4548|3713|3265|4159|3630
|8235|6934|4298|
MH|OBR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|82791|57|1410|588|57|639|0|
4698|5068|4992|6495|3292|3292|3352|5061|4808|5205|3931|3298|3349|5064|3439|3356|3292|3
343|3349|5067|3883|3356|4500|3301|3349|5212|3298|3349|3292|7316|116896|5072|3881|3356|
3931|3298|3349|5064|3292|3349|3292|3292|3349|5061|3883|3356|3931|3452|3356|5064|3292|3
349|3292|
MH|IPR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|12|8|6|5|7|5|6|14|5|7|7|5|6
|9|5|8|6|5|5|7|6|5|6|5|6|7|6|8|6|6|6|8|6|7|6|4|5|19|5|8|7|6|4|7|5|6|6|5|7|8|6|6|7|5|5|
7|6|9|7|6|
MH|OPR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|12|0|1|0|0|0|0|4|0|2|2|0|0|
0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|28|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|
MH|IERR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|
MH|NB|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|
MH|RB|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|374874|374911|374943|374967|
375010|375038|375073|375113|375140|375160|375181|375211|375243|375289|375316|375350|37
5373|375395|375422|375446|375481|375498|375535|375561|375591|375622|375654|375701|3757
38|375761|375794|375833|375863|375902|375935|375954|375974|375999|376027|376075|376115
|376147|376168|376200|376224|376253|376289|376315|376365|376400|376436|376463|376508|3
76530|376553|376583|376614|376668|376714|376749|
MH|RNT|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|GNT|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|CRC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
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MH|FRM|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|OR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|
MH|UR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|
MH|OERR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|
MH|COLL|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
0|0|0|0|
MH|LCOLL|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|
MH|RST|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|DEF|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|LCR|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|HIQ|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|128|128|128|128|128|128|128
|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|1
28|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128
|128|128|128|128|128|128|128|128|128|128|
MH|SIQ|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|HOQ|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|SOQ|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
MH|DPC|10|CURFACT|0|CURVAL|0|TIME|1109703031|MAX|60|NUM|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|0|0|0|
hostname# 
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次に、snapshot キーワードを使用した show asdm history コマンドの出力例を示します。

hostname# show asdm history view 10m snapshot

Available 4 byte Blocks:  [  10s] : 100
Used 4 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 80 byte Blocks:  [  10s] : 100
Used 80 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 256 byte Blocks:  [  10s] : 2100
Used 256 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 1550 byte Blocks:  [  10s] : 7425
Used 1550 byte Blocks:  [  10s] : 1279
Available 2560 byte Blocks:  [  10s] : 40
Used 2560 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 4096 byte Blocks:  [  10s] : 30
Used 4096 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 8192 byte Blocks:  [  10s] : 60
Used 8192 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 16384 byte Blocks:  [  10s] : 100
Used 16384 byte Blocks:  [  10s] : 0
Available 65536 byte Blocks:  [  10s] : 10
Used 65536 byte Blocks:  [  10s] : 0
CPU Utilization:  [  10s] : 31
Input KByte Count:  [  10s] : 62930
Output KByte Count:  [  10s] : 26620
Input KPacket Count:  [  10s] : 755
Output KPacket Count:  [  10s] : 58
Input Bit Rate:  [  10s] : 24561
Output Bit Rate:  [  10s] : 518897
Input Packet Rate:  [  10s] : 48
Output Packet Rate:  [  10s] : 114
Input Error Packet Count:  [  10s] : 0
No Buffer:  [  10s] : 0
Received Broadcasts:  [  10s] : 377331
Runts:  [  10s] : 0
Giants:  [  10s] : 0
CRC:  [  10s] : 0
Frames:  [  10s] : 0
Overruns:  [  10s] : 0
Underruns:  [  10s] : 0
Output Error Packet Count:  [  10s] : 0
Collisions:  [  10s] : 0
LCOLL:  [  10s] : 0
Reset:  [  10s] : 0
Deferred:  [  10s] : 0
Lost Carrier:  [  10s] : 0
Hardware Input Queue:  [  10s] : 128
Software Input Queue:  [  10s] : 0
Hardware Output Queue:  [  10s] : 0
Software Output Queue:  [  10s] : 0
Drop KPacket Count:  [  10s] : 0
Input KByte Count:  [  10s] : 3672
Output KByte Count:  [  10s] : 4051
Input KPacket Count:  [  10s] : 19
Output KPacket Count:  [  10s] : 20
Input Bit Rate:  [  10s] : 0
Output Bit Rate:  [  10s] : 0
Input Packet Rate:  [  10s] : 0
Output Packet Rate:  [  10s] : 0
Input Error Packet Count:  [  10s] : 0
No Buffer:  [  10s] : 0
Received Broadcasts:  [  10s] : 1458
Runts:  [  10s] : 1
Giants:  [  10s] : 0
CRC:  [  10s] : 0
Frames:  [  10s] : 0
Overruns:  [  10s] : 0
Underruns:  [  10s] : 0
Output Error Packet Count:  [  10s] : 0
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Collisions:  [  10s] : 63
LCOLL:  [  10s] : 0
Reset:  [  10s] : 0
Deferred:  [  10s] : 15
Lost Carrier:  [  10s] : 0
Hardware Input Queue:  [  10s] : 128
Software Input Queue:  [  10s] : 0
Hardware Output Queue:  [  10s] : 0
Software Output Queue:  [  10s] : 0
Drop KPacket Count:  [  10s] : 0
Input KByte Count:  [  10s] : 0
Output KByte Count:  [  10s] : 0
Input KPacket Count:  [  10s] : 0
Output KPacket Count:  [  10s] : 0
Input Bit Rate:  [  10s] : 0
Output Bit Rate:  [  10s] : 0
Input Packet Rate:  [  10s] : 0
Output Packet Rate:  [  10s] : 0
Input Error Packet Count:  [  10s] : 0
No Buffer:  [  10s] : 0
Received Broadcasts:  [  10s] : 0
Runts:  [  10s] : 0
Giants:  [  10s] : 0
CRC:  [  10s] : 0
Frames:  [  10s] : 0
Overruns:  [  10s] : 0
Underruns:  [  10s] : 0
Output Error Packet Count:  [  10s] : 0
Collisions:  [  10s] : 0
LCOLL:  [  10s] : 0
Reset:  [  10s] : 0
Deferred:  [  10s] : 0
Lost Carrier:  [  10s] : 0
Hardware Input Queue:  [  10s] : 128
Software Input Queue:  [  10s] : 0
Hardware Output Queue:  [  10s] : 0
Software Output Queue:  [  10s] : 0
Drop KPacket Count:  [  10s] : 0
Input KByte Count:  [  10s] : 0
Output KByte Count:  [  10s] : 0
Input KPacket Count:  [  10s] : 0
Output KPacket Count:  [  10s] : 0
Input Bit Rate:  [  10s] : 0
Output Bit Rate:  [  10s] : 0
Input Packet Rate:  [  10s] : 0
Output Packet Rate:  [  10s] : 0
Input Error Packet Count:  [  10s] : 0
No Buffer:  [  10s] : 0
Received Broadcasts:  [  10s] : 0
Runts:  [  10s] : 0
Giants:  [  10s] : 0
CRC:  [  10s] : 0
Frames:  [  10s] : 0
Overruns:  [  10s] : 0
Underruns:  [  10s] : 0
Output Error Packet Count:  [  10s] : 0
Collisions:  [  10s] : 0
LCOLL:  [  10s] : 0
Reset:  [  10s] : 0
Deferred:  [  10s] : 0
Lost Carrier:  [  10s] : 0
Hardware Input Queue:  [  10s] : 128
Software Input Queue:  [  10s] : 0
Hardware Output Queue:  [  10s] : 0
Software Output Queue:  [  10s] : 0
Drop KPacket Count:  [  10s] : 0
Available Memory:  [  10s] : 205149944
Used Memory:  [  10s] : 63285512
Xlate Count:  [  10s] : 0
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Connection Count:  [  10s] : 0
TCP Connection Count:  [  10s] : 0
UDP Connection Count:  [  10s] : 0
URL Filtering Count:  [  10s] : 0
URL Server Filtering Count:  [  10s] : 0
TCP Fixup Count:  [  10s] : 0
TCP Intercept Count:  [  10s] : 0
HTTP Fixup Count:  [  10s] : 0
FTP Fixup Count:  [  10s] : 0
AAA Authentication Count:  [  10s] : 0
AAA Authorzation Count:  [  10s] : 0
AAA Accounting Count:  [  10s] : 0
Current Xlates:  [  10s] : 0
Max Xlates:  [  10s] : 0
ISAKMP SAs:  [  10s] : 0
IPSec SAs:  [  10s] : 0
L2TP Sessions:  [  10s] : 0
L2TP Tunnels:  [  10s] : 0
hostname# 

関連コマンド コマンド 説明

asdm history enable ASDM 履歴のトラッキングをイネーブルにします。
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show asdm sessions
アクティブな ASDM セッションおよび対応するセッション ID のリストを表示するには、特権 
EXEC モードで show asdm sessions コマンドを使用します。

show asdm sessions

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブな ASDM セッションごとに一意のセッション ID が 1 つずつ割り当てられます。asdm    
disconnect コマンドでこのセッション ID を使用すると、指定したセッションを終了できます。

例 次に、show asdm sessions コマンドの出力例を示します。

hostname# show asdm sessions

0 192.168.1.1
1 192.168.1.2

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show pdm sessions として）追加されました。
3.1(1) show pdm sessions から show asdm sessions にコマンドが変更されました。

コマンド 説明

asdm disconnect アクティブな ASDM セッションを終了します。



第 24章      same-security-traffic ～ show asdm sessions コマンド           
show asdm sessions

24-44
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J



C H A P T E R

25-1
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

25

show asp drop ～  
show curpriv コマンド

show asp drop
コントロール プレーン パスでパケットまたは接続が破棄された原因をデバッグするには、特権  
EXEC モードで show asp drop コマンドを使用します。このコマンドは、コントロール プレーン パ       
スを通過するトラフィックについて、破棄されたパケットとフローのみを表示します。これには、

大半のインスペクション トラフィック、FWSM を直接の宛先とするトラフィック、およびすべて  
の IPv6 トラフィックが含まれます。FWSM 内で処理または破棄されたパケットやフローは、この   
コマンドの出力に含まれません。

show asp drop [flow drop_reason | frame drop_reason]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

flow （任意）廃棄されたフロー（接続）数を表示します。

frame （任意）廃棄されたパケット数を表示します。

drop_reason （任意）特定のプロセスによって廃棄されたフローまたはパケットを表示

します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン show asp drop  コマンドは、コントロール プレーンで発生した問題のトラブルシューティングに使     
用します。この情報はデバッグ専用です。出力される情報は変更されることがあります。このコマ

ンドを使用してシステムをデバッグする方法については、シスコの TAC にお問い合わせください。

例 次に、show asp drop コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp drop

Frame drop: 
No route to host                                          600 
TCP packet SEQ past window                                 13 
TCP invalid ACK                                           2051
TCP packet buffer full                                     15 
TCP DUP and has been ACKed                               4206 
TCP packet failed PAWS test                                32 
No inspect found                                          151 
Invalid connection address in delete indication          1465 

Flow drop: 

関連コマンド コマンド 説明

clear asp drop 高速セキュリティ パスの廃棄に関する統計情報を消去します。
show conn 接続に関する情報を表示します。
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show asp table arp
高速セキュリティ パスの ARP テーブルをデバッグするには、特権 EXEC モードで show asp table        
arp コマンドを使用します。

show asp table arp [interface interface_name] [address ip_address [netmask mask]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show arp コマンドはコントロール プレーンの内容を表示し、show asp table arp コマンドは高速セ       
キュリティ パスの内容を表示します。これらの情報は、問題のトラブルシューティングに役立ちま 
す。高速セキュリティ パスの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router         
Firewall Services Module Configuration Guide』を参照してください。これらの情報はデバッグ専用で    
す。出力される情報は変更されることがあります。このコマンドを使用してシステムをデバッグす

る方法については、シスコの TAC にお問い合わせください。

例 次に、show asp table arp コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table arp

Context: single_vf, Interface: inside
  10.86.194.50                            Active   000f.66ce.5d46 hits 0
  10.86.194.1                             Active   00b0.64ea.91a2 hits 638
  10.86.194.172                           Active   0001.03cf.9e79 hits 0
  10.86.194.204                           Active   000f.66ce.5d3c hits 0
  10.86.194.188                           Active   000f.904b.80d7 hits 0

Context: single_vf, Interface: identity
  ::                                      Active   0000.0000.0000 hits 0
  0.0.0.0                                 Active   0000.0000.0000 hits 50208

address ip_address （任意）表示する ARP テーブル エントリに対応した IP アドレスを識     
別します。

interface interface_name （任意）表示する ARP テーブルに対応した特定のインターフェイスを  
識別します。

netmask mask （任意）IP アドレスのサブネット マスクを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show asp table classify
高速セキュリティ パスの分類子テーブルをデバッグするには、特権 EXEC モードで show asp table      
classify コマンドを使用します。分類子は着信パケットのプロパティ（プロトコル、送信元や宛先 
アドレスなど）を調べ、各パケットと対応する分類ルールを照合します。各ルールには、パケット

廃棄やパケット通過許可など、実行するアクション タイプを判別する分類ドメインがラベルとして 
付加されています。

show asp table classify [crypto | domain domain_name | interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asp table classifier コマンドは、高速セキュリティ パスの分類子の内容を表示します。この情     
報は、問題のトラブルシューティングに役立ちます。高速セキュリティ パスの詳細については、 
『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Configuration Guide』             
を参照してください。これらの情報はデバッグ専用です。出力される情報は変更されることがあり

ます。このコマンドを使用してシステムをデバッグする方法については、シスコの TAC にお問い  
合わせください。

コマンド 説明

show arp ARP テーブルを表示します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。

domain domain_name （任意）特定の分類子ドメインのエントリを表示します。ドメイン リ 
ストについては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface interface_name （任意）表示する分類子テーブルに対応した特定のインターフェイス

を識別します。

crypto （任意）暗号、暗号解除、および IPSec トンネル フロー ドメインのみ    
を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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分類子ドメインは次のとおりです。

aaa-acct
aaa-auth
aaa-user
accounting
arp
capture
capture
conn-nailed
conn-set
ctcp
decrypt
encrypt
established
filter-activex
filter-ftp
filter-https
filter-java
filter-url
host
inspect
inspect-ctiqbe
inspect-dns
inspect-dns-ids
inspect-ftp
inspect-ftp-data
inspect-gtp
inspect-h323
inspect-http
inspect-icmp
inspect-icmp-error
inspect-ils
inspect-mgcp
inspect-netbios
inspect-pptp
inspect-rsh
inspect-rtsp
inspect-sip
inspect-skinny
inspect-smtp
inspect-snmp
inspect-sqlnet
inspect-sqlnet-plus
inspect-sunrpc
inspect-tftp
inspect-xdmcp
ipsec-natt
ipsec-tunnel-flow
ipsec-user
limits
lu
mac-permit
mgmt-lockdown
mgmt-tcp-intercept
multicast
nat
nat-exempt
nat-exempt-reverse
nat-reverse
null
permit
permit-ip-option
permit-log
pim
ppp
punt
punt-l2
punt-root
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shun
tcp-intercept

例 次に、show asp table classify コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table classify

Interface test:
in  id=0x36f3800, priority=10, domain=punt, deny=false
        hits=0, user_data=0x0, flags=0x0
        src ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
        dst ip=10.86.194.60, mask=255.255.255.255, port=0
in  id=0x33d3508, priority=99, domain=inspect, deny=false
        hits=0, user_data=0x0, use_real_addr, flags=0x0
        src ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
        dst ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
in  id=0x33d3978, priority=99, domain=inspect, deny=false
        hits=0, user_data=0x0, use_real_addr, flags=0x0
        src ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=53
        dst ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
...

関連コマンド コマンド 説明

show asp drop 廃棄されたパケット数を示す高速セキュリティ パスのカウンタを表示し 
ます。
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show asp table interfaces
高速セキュリティ パスのインターフェイス テーブルをデバッグするには、特権 EXEC モードで 
show asp table interfaces コマンドを使用します。

show asp table interfaces

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asp table interfaces コマンドは、高速セキュリティ パスのインターフェイス テーブルの内容      
を表示します。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立ちます。高速セキュリティ パス 
の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module           
Configuration Guide』を参照してください。これらの情報はデバッグ専用です。出力される情報は変 
更されることがあります。このコマンドを使用してシステムをデバッグする方法については、シス

コの TAC にお問い合わせください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show asp table interfaces コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table interfaces

** Flags: 0x0001-DHCP, 0x0002-VMAC, 0x0010-Ident Ifc, 0x0020-HDB Initd,
   0x0040-RPF Enabled
Soft-np interface 'dmz' is up
    context single_vf, nicnum 0, mtu 1500
        vlan 300, Not shared, seclvl 50
        0 packets input, 1 packets output
        flags 0x20

Soft-np interface 'foo' is down
    context single_vf, nicnum 2, mtu 1500
        vlan 301, Not shared, seclvl 0
        0 packets input, 0 packets output
        flags 0x20

Soft-np interface 'outside' is down
    context single_vf, nicnum 1, mtu 1500
        vlan 302, Not shared, seclvl 50
        0 packets input, 0 packets output
        flags 0x20

Soft-np interface 'inside' is up
    context single_vf, nicnum 0, mtu 1500
        vlan 303, Not shared, seclvl 100
        680277 packets input, 92501 packets output
        flags 0x20
...

関連コマンド コマンド 説明

interface インターフェイスを設定し、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。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。
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show asp table mac-address-table
高速セキュリティ パスの MAC（メディア アクセス制御）テーブルをデバッグするには、特権 EXEC    
モードで show asp table mac-address-table コマンドを使用します。

show asp table mac-address-table [interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asp table mac-address-table コマンドは、高速セキュリティ パスの MAC アドレス テーブルの        
内容を表示します。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立ちます。高速セキュリティ

パスの詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services          
Module Configuration Guide』を参照してください。これらの情報はデバッグ専用です。出力される  
情報は変更されることがあります。このコマンドを使用してシステムをデバッグする方法について

は、シスコの TAC にお問い合わせください。

例 次に、show asp table mac-address-table コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table mac-address-table

interface                 mac  address       flags
--------------------------------------------------------
    inside1                   0009.b74d.3800     None
    inside1                   0007.e903.ad6e     None
    inside1                   0007.e950.2067     None
    inside1                   0050.0499.3749     None
    inside1                   0012.d96f.e200     None
    inside1                   0001.02a7.f4ec     None
    inside1                   0001.032c.6477     None
    inside1                   0004.5a2d.a1c8     None
    inside1                   0003.4773.c87b     None
    inside1                   000d.88ef.5d1c     None
    inside1                   00c0.b766.adce     None
    inside1                   0050.5640.450d     None
    inside1                   0001.03cf.0431     None
...

interface interface_name （任意）特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブルを表示し   
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show asp table routing
高速セキュリティ パスのルーティング テーブルをデバッグするには、特権 EXEC モードで show     
asp table routing コマンドを使用します。このコマンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートしま       
す。

show asp table routing [input | output] [address ip_address [netmask mask] | 
interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asp table routing コマンドは、高速セキュリティ パスのルーティング テーブルの内容を表示      
します。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立ちます。高速セキュリティ パスの詳細 
については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module           
Configuration Guide』を参照してください。これらの情報はデバッグ専用です。出力される情報は変 
更されることがあります。このコマンドを使用してシステムをデバッグする方法については、シス

コの TAC にお問い合わせください。

コマンド 説明

show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、MAC  
アドレス テーブルを表示します。

address ip_address 表示するルーティング エントリに対応した IP アドレスを設定します。   
IPv6 アドレスの場合は、スラッシュ（/）のあとにプレフィクス（0 ～ 128）   
を付加して、サブネット マスクを追加できます。たとえば、次のように入 
力します。

fe80::2e0:b6ff:fe01:3b7a/128

input 入力ルート テーブルのエントリを表示します。
interface 
interface_name

（任意）表示するルーティング テーブルに対応した特定のインターフェイ 
スを識別します。

netmask mask IPv4 アドレスの場合は、サブネット マスクを指定します。
output 出力ルート テーブルのエントリを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show asp table routing コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table routing

in   255.255.255.255 255.255.255.255 identity
in   224.0.0.9       255.255.255.255 identity
in   10.86.194.60    255.255.255.255 identity
in   10.86.195.255   255.255.255.255 identity
in   10.86.194.0     255.255.255.255 identity
in   209.165.202.159 255.255.255.255 identity
in   209.165.202.255 255.255.255.255 identity
in   209.165.201.30  255.255.255.255 identity
in   209.165.201.0   255.255.255.255 identity
in   10.86.194.0     255.255.254.0   inside
in   224.0.0.0       240.0.0.0       identity
in   0.0.0.0         0.0.0.0         inside
out  255.255.255.255 255.255.255.255 foo
out  224.0.0.0       240.0.0.0       foo
out  255.255.255.255 255.255.255.255 test
out  224.0.0.0       240.0.0.0       test
out  255.255.255.255 255.255.255.255 inside
out  10.86.194.0     255.255.254.0   inside
out  224.0.0.0       240.0.0.0       inside
out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 10.86.194.1, inside
out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 0.0.0.0, identity
out  ::              ::              via 0.0.0.0, identity

関連コマンド コマンド 説明

show route コントロール プレーンのルーティング テーブルを表示します。
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show asp table vpn-context
高速セキュリティ パスの VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）コンテキスト テーブルを     
デバッグするには、特権 EXEC モードで show asp table vpn-context コマンドを使用します。

show asp table vpn-context [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asp table vpn-context コマンドは、高速セキュリティ パスの VPN コンテキストの内容を表示       
します。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立ちます。高速セキュリティ パスの詳細 
については、『Catalyst 6500 Series Switch and Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module           
Configuration Guide』を参照してください。これらの情報はデバッグ専用です。出力される情報は変 
更されることがあります。このコマンドを使用してシステムをデバッグする方法については、シス

コの TAC にお問い合わせください。

例 次に、show asp table vpn-context コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table vpn-context

VPN ID=0058070576, DECR+ESP, UP, pk=0000000000, rk=0000000000, gc=0
VPN ID=0058193920, ENCR+ESP, UP, pk=0000000000, rk=0000000000, gc=0
VPN ID=0058168568, DECR+ESP, UP, pk=0000299627, rk=0000000061, gc=2
VPN ID=0058161168, ENCR+ESP, UP, pk=0000305043, rk=0000000061, gc=1
VPN ID=0058153728, DECR+ESP, UP, pk=0000271432, rk=0000000061, gc=2
VPN ID=0058150440, ENCR+ESP, UP, pk=0000285328, rk=0000000061, gc=1
VPN ID=0058102088, DECR+ESP, UP, pk=0000268550, rk=0000000061, gc=2
VPN ID=0058134088, ENCR+ESP, UP, pk=0000274673, rk=0000000061, gc=1
VPN ID=0058103216, DECR+ESP, UP, pk=0000252854, rk=0000000061, gc=2
...

detail （任意）VPN コンテキスト テーブルの詳細を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、show asp table vpn-context detail コマンドの出力例を示します。

hostname# show asp table vpn-context detail

VPN Ctx  = 0058070576 [0x03761630]
State    = UP
Flags    = DECR+ESP
SA       = 0x037928F0
SPI      = 0xEA0F21F0
Group    = 0
Pkts     = 0
Bad Pkts = 0
Bad SPI  = 0
Spoof    = 0
Bad Crypto = 0
Rekey Pkt  = 0
Rekey Call = 0
 
VPN Ctx  = 0058193920 [0x0377F800]
State    = UP
Flags    = ENCR+ESP
SA       = 0x037B4B70
SPI      = 0x900FDC32
Group    = 0
Pkts     = 0
Bad Pkts = 0
Bad SPI  = 0
Spoof    = 0
Bad Crypto = 0
Rekey Pkt  = 0
Rekey Call = 0
...

関連コマンド コマンド 説明

show asp drop 廃棄されたパケット数を示す高速セキュリティ パスのカウンタを表示し 
ます。
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show asr
ASR グループのメンバーを表示するには、特権 EXEC モードで show asr コマンドを使用します。

show asr {group_id | all}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ASR グループにはメンバーを 8 つまで含めることができます。出力に [0]（ゼロ）が表示されてい    
る場合は、スロットが空です。

show asr コマンドの出力は、show np asr コマンドの出力と同じです。

例 次に、show asr コマンドの出力例を示します。ASR グループ 1 に属する VLAN に限定して表示し       
ます。

hostname# sh asr 1

ASR Group |    Vlan Entries in ASR Group (0 denotes empty slot)
----------|----------------------------------------------------
        1 |    10   20   0    0    0    0    0    0

group_id 指定した ASR グループに属する VLAN（仮想 LAN）を表示します。有効    
値は 1 ～ 32 です。

all 32 のすべての ASR グループのメンバーシップを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。



第 25章      show asp drop ～ show curpriv コマンド
show asr 

25-15
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

次に、show asr コマンドの出力例を示します。有効なすべての ASR グループの VLAN メンバーシッ      
プを表示します。この例では、ASR グループ 1 にのみメンバー VLAN が含まれています。

hostname# sh asr all
ASR Group |    Vlan Entries in ASR Group (0 denotes empty slot)
----------|----------------------------------------------------
        1 |    10   20   0    0    0    0    0    0
        2 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        3 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        4 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        5 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        6 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        7 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        8 |    0    0    0    0    0    0    0    0
        9 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       10 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       11 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       12 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       13 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       14 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       15 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       16 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       17 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       18 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       19 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       20 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       21 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       22 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       23 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       24 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       25 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       26 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       27 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       28 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       29 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       30 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       31 |    0    0    0    0    0    0    0    0
       32 |    0    0    0    0    0    0    0    0

関連コマンド コマンド 説明

asr-group ASR グループのメンバーとしてインターフェイスを指定します。
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show auto-update
Auto Update Server の設定を表示するには、特権 EXEC モードで show auto-update コマンドを使用        
します。

show auto-update

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show auto-update コマンドの出力例を示します。

hostname# show arp-inspection
Poll period: 1 minutes, retry count: 1, retry period: 5 minutes
Timeout: none
Device ID: host name [farscape]

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM のデバイス ID を設定しま       
す。

auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度を     
設定します。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
auto-update timeout タイムアウト期間内に Auto Update Server と通信しなかった場    

合、FWSM 内のトラフィック通過を停止します。
clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
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show blocks
パケット バッファ利用率を表示するには、特権 EXEC モードで show blocks コマンドを使用します。

show blocks [{address hex | all | assigned | free | old | pool size [summary]} [diagnostics | dump | header 
| packet] | queue history [detail]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show blocks コマンドは、FWSM が過負荷かどうかを判別する場合に役立ちます。このコマンドは、   
事前に割り当てられたシステム バッファの利用率を表示します。メモリが一杯になっていても、 
FWSM によってトラフィックが送受信されている場合は問題ありません。show conn コマンドを使   
用すると、トラフィックが送受信されているかどうかを確認できます。トラフィックが送受信され

ず、メモリが一杯の場合は、問題が発生することがあります。

address hex （任意）このアドレスに対応するブロックを 16 進数で表示します。
all （任意）すべてのブロックを表示します。

assigned （任意）割り当てられてアプリケーションで使用中のブロックを表示します。

detail （任意）一意のキュー タイプごとに、先頭ブロックの一部（128 バイト）を表  
示します。

dump （任意）ヘッダーやパケット情報を含めて、ブロックの内容全体を表示します。

packet との違いは、dump にはヘッダーとパケット間の追加情報が含まれる  
点です。

diagnostics （任意）ブロック診断情報を表示します。

free （任意）使用可能なブロック数を表示します。

header （任意）ブロックのヘッダーを表示します。

old （任意）1 分よりも前に割り当てられたブロック数を表示します。
packet （任意）ブロックのヘッダーおよびパケットの内容を表示します。

pool size （任意）特定のサイズのブロックを表示します。

queue history （任意）FWSM でブロックが不足した場合に、ブロックが割り当てられる場所 
を表示します。プール内のブロックが割り当てられることはありますが、ブ

ロックがキューに割り当てられることはありません。この場合は、ブロック

を割り当てたコードのアドレスが割り当て場所になります。

summary （任意）詳細なブロック使用情報を表示します。この情報は、このクラスにブ

ロックを割り当てたアプリケーションのプログラム アドレス、このクラス内 
のブロックを解放したアプリケーションのプログラム アドレス、およびこの 
クラス内の有効ブロックが属するキューを基準として並べ替えられます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) pool summary オプションが追加されました。
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SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用してこの情報を表示することもできます。

セキュリティ コンテキストで表示される情報には、システム全体の情報、使用中のブロックに関す 
るコンテキスト固有の情報、およびブロック使用率の上限値が含まれます。

出力の説明については、「例」を参照してください。

例 次に、シングル モードにおける show blocksコマンドの出力例を示します。

hostname# show blocks
SIZE    MAX    LOW    CNT
     4   1600   1598   1599
    80    400    398    399
   256   3600   3540   3542
  1550   4716   3177   3184
 16384     10     10     10
  2048   1000   1000   1000

表 25-1 に各フィールドの説明を示します。

表 25-1 show blocks のフィールド 

フィールド 説明

SIZE ブロック プールのサイズ（バイト）。各サイズは特定のタイプを表します。次に 
例を示します。

4 DNS、ISAKMP、URL フィルタリング、uauth、TFTP（簡易ファイル転送プロト 
コル）、および TCP モジュールなどのアプリケーションで、既存のブロックを複  
製します。

80 確認応答パケットを生成するため、およびフェールオーバー hello メッセージ用  
に、TCP 代行受信で使用されます。

256 ステートフル フェールオーバー更新、Syslog 作成、およびその他の TCP 機能に    
使用されます。

これらのブロックは、主にステートフル フェールオーバー メッセージに使用さ  
れます。アクティブ FWSM はパケットを生成し、スタンバイ FWSM に送信して、    
変換および接続テーブルを更新します。バースト トラフィックが発生し、大量の 
接続が作成または切断された場合は、使用可能なブロック数が 0 になることがあ  
ります。この状況は、スタンバイ FWSM に対して更新されなかった接続が 1 つ    
または複数あったことを示します。ステートフル フェールオーバー プロトコル  
は次回に、失われた変換または接続を捕捉します。256 バイト ブロックに関する  
CNT カラム値が 0 付近に長時間留まっている場合は、FWSM が 1 秒間に処理す      
る接続数がネックとなって、FWSM は変換および接続テーブルの同期を保つこと 
ができません。

FWSM から送信される Syslog メッセージにも 256 バイト ブロックが使用されま      
すが、通常は、256 バイト ブロック プールを枯渇させるほど、これらのメッセー   
ジが大量にリリースされることはありません。CNT カラムに表示された 256 バイ   
ト ブロック数が 0 付近の値である場合は、Syslog サーバに Debugging（レベル 7）      
でロギングしていないかを確認してください。ロギング レベルは、FWSM コン  
フィギュレーション内のロギング トラップ行で示されます。デバッグのための追 
加情報が必要な場合を除き、ロギング レベルを Notification（レベル 5）以下に設   
定することを推奨します。
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次に、show blocks all コマンドの出力例を示します。

hostname# show blocks all
Class 0, size 4
     Block   allocd_by    freed_by  data size    alloccnt     dup_cnt  oper location
0x01799940  0x00000000  0x00101603          0           0           0 alloc 
not_specified
0x01798e80  0x00000000  0x00101603          0           0           0 alloc 
not_specified
0x017983c0  0x00000000  0x00101603          0           0           0 alloc 
not_specified

...

    Found 1000 of 1000 blocks
    Displaying 1000 of 1000 blocks

表 25-2 に各フィールドの説明を示します。

1550 FWSM を介して処理するイーサネット パケットの保存に使用します。

FWSM のインターフェイスに着信したパケットは、入力インターフェイス 
キューに格納され、OS（オペレーティング システム）に送信されて、ブロック 
に格納されます。FWSM は、セキュリティ ポリシーに基づいてパケットが許可  
されるか、または拒否されるかを判別し、発信インターフェイスの出力キューに

パケットを送信します。FWSM がトラフィック負荷に対応できない場合は、使用 
可能なブロック数が 0 に近い値になります（コマンド出力の CNT カラムに表示）。    
CNT カラムが 0 の場合、FWSM はより多くのブロック（最大 8192）を割り当て     
ようとします。使用可能なブロックがない場合、FWSM はパケットを廃棄します。

16384 64 ビットの 66 MHz ギガビット イーサネット カード（i82543）専用です。

イーサネット パケットの詳細については、1550 の説明を参照してください。
2048 制御更新に使用されるコントロールまたはガイド付きフレーム

MAX 指定されたバイト数のブロック プールで使用可能な最大ブロック数。起動時に、 
最大限のブロック数がメモリから切り分けられます。通常、最大ブロック数は変

化しません。256 および 1550 バイト ブロックの場合は例外的に、FWSM は必要     
に応じて最大で 8192 のブロックを動的に作成できます。

LOW 下限値を示します。この値は、FWSM に電源を投入したあと、または（clear 
blocks コマンドを使用して）前回ブロックを削除したあとに、使用可能な該当サ 
イズの最小ブロック数を示します。LOW カラムが 0 の場合は、直前のイベント   
でメモリが一杯になったことを示します。

CNT 特定のサイズのブロック プールで現在使用可能なブロック数。CNT カラムが 0   
の場合は、現在メモリが一杯であることを示します。

表 25-1 show blocks のフィールド（続き）

フィールド 説明

表 25-2 show blocks all のフィールド

フィールド 説明

Block ブロックのアドレス

allocd_by 最後にブロックを使用したアプリケーションのプログラム アドレス（ブロック 
を使用しなかった場合は 0）

freed_by 最後にブロックを解放したアプリケーションのプログラム アドレス
data size ブロック内のアプリケーション バッファ /パケット データのサイズ
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次に、コンテキスト内の show blocksコマンドの出力例を示します。

hostname/contexta# show blocks
  SIZE    MAX    LOW    CNT  INUSE   HIGH
     4   1600   1599   1599      0      0
    80    400    400    400      0      0
   256   3600   3538   3540      0      1
  1550   4616   3077   3085      0      0

次に、show blocks queue history コマンドの出力例を示します。

hostname# show blocks queue history
Each Summary for User and Queue_type is followed its top 5 individual queues
Block Size: 4
Summary for User "http", Queue "tcp_unp_c_in", Blocks 1595, Queues 1396
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
    186     1 put                                 contexta
     15     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contextb
      1     1 put                                 contextc
Summary for User "aaa", Queue "tcp_unp_c_in", Blocks 220, Queues 200
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
     21     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contextb
      1     1 put                                 contextc
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
    200     1 alloc   ip_rx             tcp       contexta
    108     1 get     ip_rx             udp       contexta
     85     1 free    fixup             h323_ras  contextb
     42     1 put     fixup             skinny    contextb

Block Size: 1550
Summary for User "http", Queue "tcp_unp_c_in", Blocks 1595, Queues 1000
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
    186     1 put                                 contexta
     15     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contextb
      1     1 put                                 contextc
...

alloccnt ブロック存続後の該当ブロックの使用回数

dup_cnt 該当ブロックが使用されている場合は、このブロックの現在の参照数。0 は参照 
数が 1、1 は参照数が 2 です。

oper ブロックに最後に実行された処理（alloc、get、put、free の 4 つのうちのいずれか）。
location ブロックを使用しているアプリケーション、または最後にブロックを割り当てた

アプリケーションのプログラム アドレス（allocd_by フィールドと同じ）

表 25-2 show blocks all のフィールド

フィールド 説明
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次に、show blocks queue history detail コマンドの出力例を示します。

hostname# show blocks queue history detail
History buffer memory usage: 2136 bytes (default)
Each Summary for User and Queue type is followed its top 5 individual queues
Block Size: 4
Summary for User "http", Queue_Type "tcp_unp_c_in", Blocks 1595, Queues 1396
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
    186     1 put                                 contexta
     15     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contextb
      1     1 put                                 contextc
 First Block information for Block at 0x.....
  dup_count 0, flags 0x8000000, alloc_pc 0x43ea2a,
  start_addr 0xefb1074, read_addr 0xefb118c, write_addr 0xefb1193
  urgent_addr 0xefb118c, end_addr 0xefb17b2
  0efb1150: 00 00 00 03 47 c5 61 c5 00 05 9a 38 76 80 a3 00  |  ....G.a....8v...
  0efb1160: 00 0a 08 00 45 00 05 dc 9b c9 00 00 ff 06 f8 f3  |  ....E...........
  0efb1170: 0a 07 0d 01 0a 07 00 50 00 17 cb 3d c7 e5 60 62  |  .......P...=..`b
  0efb1180: 7e 73 55 82 50 18 10 00 45 ca 00 00 2d 2d 20 49  |  ~sU.P...E...-- I
  0efb1190: 50 20 2d 2d 0d 0a 31 30 2e 37 2e 31 33 2e 31 09  |  P --..10.7.13.1.
  0efb11a0: 3d 3d 3e 09 31 30 2e 37 2e 30 2e 38 30 0d 0a 0d  |  ==>.10.7.0.80...

Summary for User "aaa", Queue "tcp_unp_c_in", Blocks 220, Queues 200
Blk_cnt Q_cnt Last_Op Queue_Type        User      Context
     21     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contexta
      1     1 put                                 contextb
      1     1 put                                 contextc
 First Block information for Block at 0x.....
  dup_count 0, flags 0x8000000, alloc_pc 0x43ea2a,
  start_addr 0xefb1074, read_addr 0xefb118c, write_addr 0xefb1193
  urgent_addr 0xefb118c, end_addr 0xefb17b2
  0efb1150: 00 00 00 03 47 c5 61 c5 00 05 9a 38 76 80 a3 00  |  ....G.a....8v...
  0efb1160: 00 0a 08 00 45 00 05 dc 9b c9 00 00 ff 06 f8 f3  |  ....E...........
  0efb1170: 0a 07 0d 01 0a 07 00 50 00 17 cb 3d c7 e5 60 62  |  .......P...=..`b
  0efb1180: 7e 73 55 82 50 18 10 00 45 ca 00 00 2d 2d 20 49  |  ~sU.P...E...-- I
  0efb1190: 50 20 2d 2d 0d 0a 31 30 2e 37 2e 31 33 2e 31 09  |  P --..10.7.13.1.
  0efb11a0: 3d 3d 3e 09 31 30 2e 37 2e 30 2e 38 30 0d 0a 0d  |  ==>.10.7.0.80...
...

total_count: total buffers in this class
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次に、show blocks pool summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show blocks pool 1550 summary
Class 3, size 1550

=================================================
         total_count=1531    miss_count=0
Alloc_pc        valid_cnt       invalid_cnt
0x3b0a18        00000256        00000000
         0x01ad0760 0x01acfe00 0x01acf4a0 0x01aceb40 00000000 0x00000000
0x3a8f6b        00001275        00000012
         0x05006aa0 0x05006140 0x050057e0 0x05004520 00000000 
0x00000000

=================================================
         total_count=9716    miss_count=0
Freed_pc        valid_cnt       invalid_cnt
0x9a81f3        00000104        00000007
         0x05006140 0x05000380 0x04fffa20 0x04ffde00 00000000 0x00000000
0x9a0326        00000053        00000033
         0x05006aa0 0x050057e0 0x05004e80 0x05003260 00000000 0x00000000
0x4605a2        00000005        00000000
         0x04ff5ac0 0x01e8e2e0 0x01e2eac0 0x01e17d20 00000000 0x00000000
...
=================================================
         total_count=1531    miss_count=0
Queue   valid_cnt       invalid_cnt
0x3b0a18        00000256        00000000  Invalid Bad qtype
         0x01ad0760 0x01acfe00 0x01acf4a0 0x01aceb40 00000000 0x00000000
0x3a8f6b        00001275        00000000  Invalid Bad qtype
         0x05006aa0 0x05006140 0x050057e0 0x05004520 00000000 
0x00000000

=================================================
free_cnt=8185  fails=0  actual_free=8185  hash_miss=0
   03a8d3e0  03a8b7c0  03a7fc40  03a6ff20  03a6f5c0  03a6ec60 kao-f1#

表 25-3に各フィールドの説明を示します。

表 25-3 show blocks pool summary のフィールド

フィールド 説明

total_count 指定されたクラスのブロック数

miss_count 技術的な理由により、指定されたカテゴリ内で報告されなかったブロック

数

Freed_pc このクラス内のブロックを解放したアプリケーションのプログラム アド 
レス

Alloc_pc このクラス内のブロックを割り当てたアプリケーションのプログラム ア 
ドレス

Queue このクラス内の有効ブロックが属するキュー

valid_cnt 現在割り当てられているブロック数 
invalid_cnt 現在割り当てられていないブロック数

Invalid Bad qtype このキューが解放されて内容が無効であるか、またはこのキューが初期化

されていません。

Valid tcp_usr_conn_inp キューが有効です。
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関連コマンド

show capture
オプションを指定しない場合のキャプチャ設定を表示するには、show capture コマンドを使用しま  
す。

show capture [capture_name] [access-list access_list_name] [count number]  [detail] [dump] 
[packet-number number] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード セキュリティ コンテキスト モード：シングル コンテキスト モードおよびマルチ コンテキスト モー      
ド

アクセス場所：システムおよびコンテキスト コマンドライン

コマンド モード：特権モード

ファイアウォール モード：ルーテッド ファイアウォール モードおよびトランスペアレント ファイ    
アウォール モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン capture_name を指定した場合は、該当するキャプチャのキャプチャ バッファの内容が表示されま  
す。

dump キーワードを指定した場合、16 進ダンプ内の MAC（メディア アクセス制御）情報は表示さ    
れません。

パケットのデコード出力は、パケットのプロトコルによって異なります。表 25-4 のカッコで囲まれ 
た出力は、detail キーワードを指定した場合に表示されます。

コマンド 説明

blocks ブロック診断に割り当てるメモリを増加させます。

clear blocks システム バッファ統計情報を消去します。
show conn アクティブな接続を表示します。

capture_name （任意）パケット キャプチャの名前
access-list access_list_name （任意）特定のアクセス リスト ID の IP フィールドまたはその上位     

フィールドに基づいてパケット情報を表示します。

count number （任意）指定されたデータのパケット数を表示します。

detail （任意）各パケットの追加プロトコル情報を表示します。

dump （任意）データ リンク トランスポートを介して転送されるパケット  
の 16 進ダンプを表示します。

packet-number number 指定されたパケット番号から表示を開始します。

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、show capture コマンドの出力例を示します。このコマンドは、FWSM 上に設定されている   
キャプチャを表示します。

hostname(config)# sh capture

capture cap_out type raw-data access-list capture interface outside[Capturing - 504 
bytes]
capture cap_in type raw-data access-list capture interface inside[Capturing - 504 
bytes]

次に、特定のキャプチャに対する show capture コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# sh capture cap_in

6 packets seen, 6 packets captured
   1: 22:46:15.235410840 802.1Q vlan#3 P0 10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request
   2: 22:46:15.235410840 802.1Q vlan#3 P0 10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply
   3: 22:46:16.235411840 802.1Q vlan#3 P0 10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request
   4: 22:46:16.235411840 802.1Q vlan#3 P0 10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply
   5: 22:46:17.235412840 802.1Q vlan#3 P0 10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request
   6: 22:46:17.235412850 802.1Q vlan#3 P0 10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply
6 packets shown

次に、show capture コマンドに detail キーワードを指定した場合の出力例を示します。

hostname(config)# sh capture cap_out detail

6 packets seen, 6 packets captured
   1: 22:46:15.235410840 0016.c873.9300 0001.0310.f4c5 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request (DF) (ttl 64, id 0)
   2: 22:46:15.235410840 0001.0310.f4c5 0016.c873.9300 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply (ttl 64, id 26957)
   3: 22:46:16.235411840 0016.c873.9300 0001.0310.f4c5 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request (DF) (ttl 64, id 0)
   4: 22:46:16.235411840 0001.0310.f4c5 0016.c873.9300 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply (ttl 64, id 26958)
   5: 22:46:17.235412840 0016.c873.9300 0001.0310.f4c5 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.2.1.1 > 10.1.1.1: icmp: echo request (DF) (ttl 64, id 0)
   6: 22:46:17.235412850 0001.0310.f4c5 0016.c873.9300 0x8100 102: 802.1Q vlan#2 P0 
10.1.1.1 > 10.2.1.1: icmp: echo reply (ttl 64, id 26959)
6 packets shown
hostname(config)#

表 25-4 パケット キャプチャの出力形式 

パケット タイプ キャプチャ出力形式

IP/ICMP HH:MM:SS.ms [ether-hdr] ip-source > ip-destination: icmp:icmp-type icmp-code 
[checksum-failure]

IP/UDP HH:MM:SS.ms [ether-hdr] src-addr.src-port dest-addr.dst-port:[checksum-info] 
udp payload-len

IP/TCP HH:MM:SS.ms [ether-hdr] src-addr.src-port dest-addr.dst-port:tcp-flags 
[header-check] [checksum-info] sequence-number ack-number tcp-window 
urgent-info tcp-options

IP/その他 HH:MM:SS.ms [ether-hdr] src-addr dest-addr:ip-protocol ip-length

その他 HH:MM:SS.ms ether-hdr：hex-dump
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関連コマンド

show checkheaps
チェックヒープ統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show checkheaps コマンドを使用し     
ます。チェックヒープは、ヒープ メモリ バッファの妥当性（動的メモリはシステム ヒープ メモリ    
領域から割り当てられます）、およびコード領域の整合性を検証する定期的なプロセスです。

show checkheaps

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show checkheaps コマンドの出力例を示します。

hostname# show checkheaps

Checkheaps stats from buffer validation runs
--------------------------------------------
Time elapsed since last run     : 42 secs
Duration of last run            : 0 millisecs
Number of buffers created       : 8082
Number of buffers allocated     : 7808
Number of buffers free          : 274
Total memory in use             : 43570344 bytes
Total memory in free buffers    : 87000 bytes
Total number of runs            : 310

関連コマンド

コマンド 説明

capture パケット キャプチャ機能をイネーブルにして、パケット スニフィングお  
よびネットワーク障害検出を有効にします。

clear capture キャプチャ バッファを消去します。
copy capture キャプチャ ファイルをサーバにコピーします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

checkheaps チェックヒープの検証間隔を設定します。
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show checksum
設定のチェックサムを表示するには、特権 EXEC モードで show checksum コマンドを使用します。

show checksum

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show checksum コマンドを使用すると、設定内容のデジタル サマリーとして機能する、4 つの 16 進      
数のグループを表示できます。このチェックサムが計算されるのは、設定がフラッシュ メモリに保 
存されている場合のみです。

show config または show checksum コマンド出力のチェックサムの前にドット（[.]）が表示されてい     
る場合、この出力は通常のコンフィギュレーション読み込みまたは書き込みモードのインジゲータ

を示しています（FWSM フラッシュ パーティションからのロード、またはそこへの書き込みを行っ  
ている場合）。[.] は、FWSM が他の処理を実行中ではあるが、「ハングアップ」していないことを  
示しています。このメッセージは、[system processing, please wait] というメッセージと同じです。

例 次に、設定のチェックサムを表示する例を示します。

hostname(config)# show checksum
Cryptochecksum: 1a2833c0 129ac70b 1a88df85 650dbb81

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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show chunkstat
チャンク統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show chunkstat コマンドを使用します。

show chunkstat

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、チャンク統計情報を表示する例を示します。

hostname# show chunkstat
Global chunk statistics: created 181, destroyed 34, siblings created 94, siblings 
destroyed 34

Per-chunk statistics: siblings created 0, siblings trimmed 0
Dump of chunk at 01edb4cc, name "Managed Chunk Queue Elements", data start @ 01edbd24, 
end @ 01eddc54
next: 01eddc8c, next_sibling: 00000000, prev_sibling: 00000000
flags 00000001
maximum chunk elt's: 499, elt size: 16, index first free 498
# chunks in use: 1, HWM of total used: 1, alignment: 0
Per-chunk statistics: siblings created 0, siblings trimmed 0
Dump of chunk at 01eddc8c, name "Registry Function List", data start @ 01eddea4, end @ 
01ede348
next: 01ede37c, next_sibling: 00000000, prev_sibling: 00000000
flags 00000001
maximum chunk elt's: 99, elt size: 12, index first free 42
# chunks in use: 57, HWM of total used: 57, alignment: 0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show counters プロトコル スタック カウンタを表示します。
show cpu CPU 利用率情報を表示します。
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show class
クラスに割り当てられたコンテキストを表示するには、特権 EXEC モードで show class コマンドを     
使用します。

show class name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show class default コマンドの出力例を示します。

hostname# show class default

Class Name           Members    ID   Flags
default                All       1    0001

関連コマンド

name 名前を最大 20 文字の文字列で指定します。デフォルト クラスを表示する   
には、名前として default を入力します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC 該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class リソース クラスを設定します。
clear configure class クラス設定を消去します。

context セキュリティ コンテキストを設定します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

member リソース クラスにコンテキストを割り当てます。
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show conn
指定された接続タイプの接続状態を表示するには、特権 EXEC モードで show conn コマンドを使用     
します。このコマンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

show conn [all | count] [state state_type] | [{{foreign | local} ip [-ip2] netmask mask}] | [long | detail] |        
[{{lport | fport} port1} [-port2]] | [protocol {tcp | udp}]

シンタックスの説明

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show conn コマンドはアクティブな TCP 接続数、および各タイプの接続情報を表示します。接続情    
報全体を表示するには、show conn all コマンドを使用します。

all トラフィックが通過する接続およびデバイスとの接続を表示します。

count （任意）アクティブな接続数を表示します。

detail 変換タイプやインターフェイス情報など、接続の詳細を表示します。

foreign 指定された外部 IP アドレスを持つ接続を表示します。
fport 指定された外部ポートを持つ接続を表示します。

ip ドット付き 10 進表記の IP アドレス、または IP アドレス範囲の先頭アド      
レス

-ip2 （任意）IP アドレス範囲の終了 IP アドレス
local 指定されたローカル IP アドレスを持つ接続を表示します。
long （任意）接続をロング形式で表示します。

lport 指定されたローカル ポートを持つ接続を表示します。
netmask 指定された IP アドレスで使用するサブネット マスクを指定します。
mask ドット付き 10 進表記のサブネット マスク 
port1 ポート番号、またはポート番号範囲の先頭ポート番号

-port2 （任意）ポート番号範囲の終了ポート番号 
protocol （任意）接続プロトコルを指定します。

state （任意）指定された接続の状態を表示します。

state_type 接続状態のタイプを指定します。接続状態のタイプに使用できるキーワー

ドについては、表 25-5を参照してください。
tcp TCP プロトコル接続を表示します。
udp UDP プロトコル接続を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） FWSM によってピンホールが作成され、セカンダリ接続を確立できる場合、show conn コマンドの   
出力には不完全接続として表示されます。この不完全接続を消去するには、clear local コマンドを  
使用します。

show conn state コマンドを使用して指定できる接続タイプは、表 25-5 で定義されています。複数の    
接続タイプを指定する場合は、キーワードをカンマで区切ります。スペースは挿入しません。

detail オプションを使用すると、表 25-6 で定義された接続フラグを使用して、変換タイプおよびイ  
ンターフェイス情報が表示されます。

表 25-5 接続状態のタイプ 

キーワード 表示される接続タイプ

up アップ状態の接続 
conn_inbound 着信接続 
ctiqbe Computer Telephony Interface Quick Buffer Encoding（CTIQBE）接続
data_in 着信データ接続 
data_out 発信データ接続 
finin FIN 着信接続
finout FIN 発信接続
h225 H.225 接続
h323 H.323 接続
http_get HTTP get 接続
mgcp Media Gateway Control Protocol（MGCP）接続 
nojava Java アプレットへのアクセスを拒否する接続
rpc RPC 接続 
sip SIP 接続 
skinny Skinny Client Control Protocol（SCCP）接続 
smtp_data SMTP メール データ接続
sqlnet_fixup_data  SQL*Net データ インスペクション エンジン接続

表 25-6 接続フラグ 

フラグ 説明

a  SYN に対する待機中の外部 ACK（確認応答）
A  SYN に対する待機中の内部 ACK
B  外部からの初期 SYN
C  CTIQBE メディア接続
d  ダンプ
D  DNS

E 外部バック接続

f 内部 FIN
F 外部 FIN
g MGCP 接続
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（注） DNS サーバを使用する接続の場合、接続の送信元ポートは show conn コマンド出力の IP address of       
DNS server で置き換えることができます。

複数の DNS セッションが同じ 2 つのホスト間にあり、これらのセッションの 5 つのタプル（送信      
元 /宛先 IP アドレス、送信元 /宛先ポート、およびプロトコル）が同じである場合、これらのセッ  
ションに対応する接続が 1 つ作成されます。DNS の ID は app_id によって追跡され、各 app_id のア         
イドル タイマーはそれぞれ独立して作動します。

app_id は別々に期限切れになるため、正規の DNS 応答が FWSM を通過できるのは特定の期間に限     
定され、リソースは構築されません。ただし、show conn コマンドを入力すると、新しい DNS セッ    
ションによってリセットされた DNS 接続のアイドル タイマーが表示されます。これは、共有され   
た DNS 接続の性質によるものであり、設計上の仕様です。

G グループに属する接続1

h H.225

H H.323

i 不完全な TCP または UDP 接続
I 着信データ

k SCCP メディア接続
m SIP メディア接続
M SMTP データ
O 発信データ

p 複製済み（未使用）

P 内部バック接続

q SQL*Net データ
r 内部確認応答済み FIN
R 外部確認応答済み FIN（TCP 接続用）
R UDP RPC2

s 待機中の外部 SYN
S 待機中の内部 SYN
t SIP の過渡的接続3

T SIP 接続4

U アップ

1. G フラグは、接続がグループの一部であることを示します。制御接続および関連するすべてのセカンダリ接続を 
指定するために、GRE および FTP Strict フィックスアップによって設定されます。制御接続が終了すると、関連    
するすべてのセカンダリ接続も終了します。

2. show conn コマンド出力の各行は 1 つの接続（TCP または UDP）を表すため、各行に表示される R フラグは 1 つ          
のみです。

3. UDP 接続の場合、値 t は 1 分後に接続がタイムアウトすることを示します。
4. UDP 接続の場合、値 T は timeout sip コマンドで指定された値に従って接続がタイムアウトすることを示します。

表 25-6 接続フラグ（続き）

フラグ 説明
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（注） conn timeout コマンドで定義された非アクティビティ期間（デフォルトでは 1:00:00）中に TCP ト     
ラフィックが発生しなかった場合、接続は終了し、対応する接続フラグ エントリは表示されなく 
なります。

例 複数の接続タイプを指定する場合は、キーワードをカンマで区切ります。スペースは挿入しません。

次に、アップ状態の RPC、H.323、および SIP 接続情報を含む show conn コマンドの出力例を示し      
ます。

hostname# show conn state up,rpc,h323,sip

次に、内部ホスト 10.1.1.15 から外部 Telnet サーバ 192.168.49.10 への TCP セッション接続の出力例        
を示します。B フラグがないので、この接続は内部から開始されています。[U]、[I]、および [O]フ 
ラグは、この接続がアクティブであり、着信および発信データを受信したことを示します。

hostname# show conn
2 in use, 2 most used
TCP out 192.168.49.10:23 in 10.1.1.15:1026 idle 0:00:22
Bytes 1774 flags UIO
UDP out 192.168.49.10:31649 in 10.1.1.15:1028 idle 0:00:14
flags D-

次に、外部ホスト 192.168.49.10 から内部ホスト 10.1.1.15 への UDP 接続の出力例を示します。D フ       
ラグは、これが DNS 接続であることを示します。値 1028 は、接続上の DNS ID です。

hostname(config)# show conn detail
2 in use, 2 most used
Flags: A - awaiting inside ACK to SYN, a - awaiting outside ACK to SYN,
       B - initial SYN from outside, C - CTIBQE media, D - DNS, d - dump,
       E - outside back connection, f - inside FIN, F - outside FIN,
       G - group, g - MGCP, H - H.323, h - H.255.0, I - inbound data, i - incomplete,

k - Skinny media, M - SMTP data, m - SIP media
       O - outbound data, P - inside back connection,
       q - SQL*Net data, R - outside acknowledged FIN,
       R - UDP RPC, r - inside acknowledged FIN, S - awaiting inside SYN,

s - awaiting outside SYN, T - SIP, t - SIP transient, U - up
TCP outside:192.168.49.10/23 inside:10.1.1.15/1026 flags UIO
UDP outside:192.168.49.10/31649 inside:10.1.1.15/1028 flags dD

次に、ホスト 172.16.2.1 からホスト 172.16.112.2 への GRE セッション接続（PROT:47）の出力例を      
示します。この接続は TCP 接続でないため、単一方向であり、フラグは設定されていません。

hostname# show conn
2 in use, 2 most used
Network Processor 1 connections
PROT:47 out 172.16.112.2 in 172.16.2.1 idle 0:00:08
Bytes 18
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次に、show conn all コマンドの出力例を示します。

hostname# show conn all
6 in use, 6 most used
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1404 idle 0:00:00 Bytes 11391 
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1405 idle 0:00:00 Bytes 3709 
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1406 idle 0:00:01 Bytes 2685 
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1407 idle 0:00:01 Bytes 2683 
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1403 idle 0:00:00 Bytes 15199 
             TCP out 209.165.201.1:80 in 10.3.3.4:1408 idle 0:00:00 Bytes 2688 
             UDP out 209.165.201.7:24 in 10.3.3.4:1402 idle 0:01:30 
             UDP out 209.165.201.7:23 in 10.3.3.4:1397 idle 0:01:30 
             UDP out 209.165.201.7:22 in 10.3.3.4:1395 idle 0:01:30 

この例では、内部のホスト 10.3.3.4 は、Web サイト 209.165.201.1 にアクセスしました。外部イン     
ターフェイスのグローバル アドレスは 209.165.201.7 です。

関連コマンド コマンド 説明

inspect ctiqbe CTIQBE アプリケーション検査をイネーブルにします。
inspect h323 H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。
inspect mgcp MGCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
inspect sip HTTP トラフィックから Java アプレットを削除します。
inspect skinny SCCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
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show console-output
現在キャプチャされているコンソール出力を表示するには、特権 EXEC モードで  
show console-output コマンドを使用します。FWSM は内部コンソール ポート宛の出力を自動的に    
キャプチャします。シスコ TAC からの指示がないかぎり、内部コンソール ポートは使用しないで   
ください。このコマンドを使用すると、Telnet または SSH セッションに関するコンソール出力を表   
示できます。

show console-output

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンソール ポートにのみ表示される情報は、perfmon コマンドの出力、起動メッセージ、および一  
部のデバッグ メッセージなどです。コンソール バッファのサイズは最大で 1 K です。ユーザは設     
定できません。

例 次に、コンソール出力がない場合に表示されるメッセージの例を示します。

hostname# show console-output
Sorry, there are no messages to display

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure console コンソール接続の設定をデフォルトに戻します。
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show context
割り当てられたインターフェイスやコンフィギュレーション ファイルの URL などのコンテキスト   
情報や、設定されたコンテキスト数を表示したり、システム実行スペースからすべてのコンテキス

トのリストを表示するには、特権 EXEC モードで show context コマンドを使用します。

show context [name | detail | count]

シンタックスの説明

デフォルト システム実行スペースの場合は、名前を指定しないと、すべてのコンテキストが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 出力の説明については、例を参照してください。

例 次に、show context コマンドの出力例を示します。3 つのコンテキストを表示しています。

Context Name      Class       Interfaces         Mode          URL
*admin            default     Vlan100,101        Routed        disk:/admin.cfg
contexta          Gold        Vlan200,201        Transparent   disk:/contexta.cfg
contextb          Silver      Vlan300,301        Routed        disk:/contextb.cfg
Total active Security Contexts: 3

表 25-7 に各フィールドの説明を示します。

count （任意）設定されたコンテキスト数を表示します。

detail （任意）実行状態や内部使用情報など、コンテキストに関する詳細情報を

表示します。

name （任意）コンテキスト名を設定します。名前を指定しない場合は、すべて

のコンテキストが表示されます。コンテキスト内で入力できるのは、現在

のコンテキスト名のみです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

表 25-7 show context のフィールド

フィールド 内容

Context Name すべてのコンテキストの名前を表示します。アスタリスク（*）が付いたコン
テキスト名は管理コンテキストです。

Class コンテキストが属するリソース クラスを表示します。
Interfaces コンテキストに割り当てられたインターフェイスを表示します。



第 25章      show asp drop ～ show curpriv コマンド            
show context

25-36
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

次に、show context detail コマンドの出力例を示します。

hostname# show context detail

Context "admin", has been created, but initial ACL rules not complete
  Config URL: disk:/admin.cfg
  Real Interfaces: Vlan100
  Mapped Interfaces: Vlan100
  Class: default, Flags: 0x00000013, ID: 1

Context "ctx", has been created, but initial ACL rules not complete
  Config URL: disk:/ctx.cfg
  Real Interfaces: Vlan10,20,30
  Mapped Interfaces: int1, int2, int3
  Class: default, Flags: 0x00000011, ID: 2

Context "system", is a system resource
  Config URL: startup-config
  Real Interfaces:
  Mapped Interfaces: Vlan100,10,20,30
  Class: default, Flags: 0x00000019, ID: 257

Context "null", is a system resource
  Config URL: ... null ...
  Real Interfaces:
  Mapped Interfaces:
  Class: default, Flags: 0x00000009, ID: 258

表 25-8 に各フィールドの説明を示します。

Mode 各コンテキストのファイアウォール モード（ルーテッドまたはトランスペア 
レント）を表示します。

URL FWSM がコンテキスト設定をロードする場合のロード元 URL を表示します。

表 25-7 show context のフィールド

フィールド 内容

表 25-8 コンテキストの状態 

フィールド 説明

Context コンテキストの名前。ヌル コンテキスト情報は内部専用です。シ 
ステム コンテキストはシステム実行スペースを表します。

State Message: コンテキストの状態。以下の有効なメッセージを参照してくださ

い。

Has been created, but initial 
ACL rules not complete

FWSM は設定を解析しましたが、デフォルト セキュリティ ポリ   
シーを確立するためのデフォルト ACL（アクセス コントロール リ   
スト）をダウンロードしていません。デフォルト セキュリティ ポ  
リシーは、すべてのコンテキストに最初に適用されます。このポリ

シーは、下位セキュリティ レベルから上位セキュリティ レベルへ  
のトラフィック送信を禁止したり、アプリケーション検査やその他

のパラメータをイネーブルにします。このセキュリティ ポリシー 
により、設定が解析されてから、設定 ACL がコンパイルされるま  
で、トラフィックは FWSM を通過できなくなります。通常、設定  
ACL は短時間でコンパイルされるため、この状態は表示されませ 
ん。

Has been created, but not 
initialized

context name コマンドを入力しましたが、config-url コマンドを入   
力していません。
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次に、show context count コマンドの出力例を示します。

hostname# show context count
Total active contexts: 2

関連コマンド

Has been created, but the    
config hasn’t been parsed

デフォルト ACL をダウンロードしましたが、FWSM が設定を解析   
していません。この状態は、ネットワーク接続問題が原因で設定の

ダウンロードに失敗したか、config-url コマンドをまだ入力してい 
ないことなどが考えられます。設定をリロードするには、コンテキ

スト内から copy startup-config running-config と入力します。シス    
テムから、config-url コマンドを再入力します。ブランクの実行コ 
ンフィギュレーションを設定することもできます。

Is a system resource この状態が適用されるのは、システム実行スペースおよびヌル コ 
ンテキストのみです。ヌル コンテキストはシステムで使用され、情 
報は内部専用です。

Is a zombie no context または clear context コマンドを使用してコンテキストを     
削除しましたが、FWSM がこのコンテキスト ID を新しいコンテキ   
ストに再使用するか、またはユーザが再起動するまで、メモリ内に

コンテキスト情報が存続します。

Is active このコンテキストは現在実行中であり、コンテキスト設定セキュリ

ティ ポリシーに従ってトラフィックを送信できます。
Is ADMIN and active このコンテキストは管理コンテキストであり、現在実行中です。

Was a former ADMIN, but    
is now a zombie

clear configure context コマンドを使用して管理コンテキストを削   
除しましたが、FWSM がこのコンテキスト ID を新しいコンテキス   
トに再使用するか、またはユーザが再起動するまで、メモリ内にコ

ンテキスト情報が存続します。

Real Interfaces コンテキストに割り当てられたインターフェイス。 

allocate-interface コマンドでインターフェイス ID をマッピングし   
た場合は、インターフェイスの実際の名前が表示されます。システ

ム実行スペースにはすべてのインターフェイスが含まれます。

Mapped Interfaces allocate-interface コマンドでインターフェイス ID をマッピングし   
た場合は、マッピング名が表示されます。インターフェイスをマッ

ピングしなかった場合は、実際の名前が再表示されます。

Class コンテキストが属するリソース クラス

フラグ 内部専用です。

ID このコンテキストの内部 ID

表 25-8 コンテキストの状態（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

admin-context 管理コンテキストを設定します。

allocate-interface コンテキストにインターフェイスを割り当てます。

changeto コンテキストとシステム実行スペースを切り替えます。

config-url コンテキスト設定の場所を指定します。

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。
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show counters
プロトコル スタック カウンタを表示するには、特権 EXEC モードで show counters コマンドを使用       
します。

show counters [all | context context-name | summary | top n ] [detail] 
[protocol protocol_name[:counter_name]] [threshold n]

シンタックスの説明

デフォルト マルチ コンテキスト モードの場合、デフォルト コンテキストは、各コンテキストのカウンタがま   
とめて表示される summary です。シングル モードの場合、コンテキスト名は無視され、出力の   
[context] には [single_vf] と表示されます。

デフォルトのカウンタしきい値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、すべてのカウンタを表示する例を示します。

hostname# show counters all
Protocol     Counter           Value   Context
IOS_IPC      IN_PKTS               2   admin
IOS_IPC      OUT_PKTS              2   admin
IOS_IPC      IN_PKTS               15  customera
IOS_IPC      OUT_PKTS              6   customera

all （マルチ モードのみ）すべてのコンテキストのカウンタを表示します。
context context-name （マルチ モードのみ）カウンタを表示するコンテキスト名を指定しま 

す。

:counter_name カウンタを名前で指定します。

detail カウンタの詳細情報を表示します。

protocol protocol_name 指定されたプロトコルのカウンタを表示します。

summary （マルチ モードのみ）すべてのコンテキスト カウンタをまとめて表示し  
ます。

threshold n 指定されたしきい値以上のカウンタのみを表示します。指定できる範囲

は 1 ～ 4294967295 です。
top n （マルチ モードのみ）指定されたカウンタの上位 n 名のユーザのコンテ   

キストを表示します。このオプションでは、カウンタ名を指定する必要

があります。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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次に、複数のカウンタのサマリーを表示する例を示します。

hostname# show counters
Protocol     Counter           Value   Context
NPCP         IN_PKTS            7195   Summary
NPCP         OUT_PKTS           7603   Summary
IOS_IPC      IN_PKTS             869   Summary
IOS_IPC      OUT_PKTS            865   Summary
IP           IN_PKTS             380   Summary
IP           OUT_PKTS            411   Summary
IP           TO_ARP              105   Summary
IP           TO_UDP                9   Summary
UDP          IN_PKTS               9   Summary
UDP          DROP_NO_APP           9   Summary
FIXUP        IN_PKTS             202   Summary

次に、特定のコンテキストのカウンタを表示する例を示します。

hostname# show counters context admin
Protocol     Counter           Value   Context
IOS_IPC      IN_PKTS               4   admin
IOS_IPC      OUT_PKTS              4   admin

関連コマンド コマンド 説明

clear counters プロトコル スタック カウンタをクリアします。
show counters description プロトコル カウンタのリストを表示します。
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show counters description
プロトコル スタック カウンタの説明を表示するには、特権 EXEC モードで show counters 
description コマンドを使用します。

show counters description

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show counters descriptionコマンドの出力例を示します。

hostname# show counters description
Protocol     Counter              Description
NPCP         IN_PKTS              Packets from network processors
NPCP         OUT_PKTS             Packets to network processors
NPCP         DROP_LIMIT1          Gigamac packets dropped due to IP protocol que
ue limiter
NPCP         DROP_LIMIT2          Gigamac packets dropped due to ARP protocol qu
eue limiter
NPCP         DROP_LIMIT3          Gigamac packets dropped due to Fixup queue lim
iter
...

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear counters プロトコル スタック カウンタをクリアします。
show counters プロトコル スタック カウンタを表示します。
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show cpu
CPU の使用状況に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cpu usage コマンドを使      
用します。

show cpu [usage]

マルチ コンテキスト モードで、システム コンフィギュレーションから次のように入力します。

show cpu [usage] [context {all | context_name}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン CPU 使用率は 5 秒ごとの負荷の近似値を使用し、さらに、以降の 2 つの移動平均にこの近似値を適     
用して計算されます。

show cpu コマンドを使用すると、プロセスに関連する負荷を検出できます（シングルモードで、お  
よびシステム コンフィギュレーションからマルチ コンテキスト モードで、show process コマンド     
を実行した場合に表示される項目の代わりに、アクティビティが表示されます）。

さらに、マルチ コンテキスト モードの場合は、プロセス関連負荷を分散するよう、設定されたす  
べてのコンテキストで消費される CPU に要求できます。そのためには、各コンテキストに切り替  
えて show cpu コマンドを入力するか、このコマンドの show cpu context 形式を入力します。

プロセス関連負荷は最も近い整数に丸められますが、コンテキスト関連負荷には精度を表す 10 進  
数が 1 つ追加されます。たとえば、システム コンテキストから show cpu を入力すると、show cpu       
context system コマンドを入力した場合と異なる値が生成されます。show cpu は show cpu context all        
のサマリーとほぼ同じですが、show cpu context system はこのサマリーの一部にすぎません。

例 次に、CPU 使用率を表示する例を示します。

hostname# show cpu usage
CPU utilization for 5 seconds = 18%; 1 minute: 18%; 5 minutes: 18%

all すべてのコンテキストを表示するように指定します。

context 特定のコンテキストを表示するように指定します。

context_name 表示するコンテキスト名を指定します。

usage （任意）CPU 使用率を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、マルチ モードでシステム コンテキストの CPU 使用率を表示する例を示します。

hostname# show cpu context system
CPU utilization for 5 seconds = 9.1%; 1 minute: 9.2%; 5 minutes: 9.1%

次に、すべてのコンテキストの CPU 使用率を表示する例を示します。

hostname# show cpu usage context all
5 sec  1 min  5 min  Context Name
9.1%   9.2%   9.1%  system
0.0%   0.0%   0.0%  admin
5.0%   5.0%   5.0%  one
4.2%   4.3%   4.2%  two

次に、コンテキスト [one] の CPU 使用率を表示する例を示します。

hostname/one# show cpu usage
CPU utilization for 5 seconds = 5.0%; 1 minute: 5.0%; 5 minutes: 5.0%

関連コマンド コマンド 説明

show counters プロトコル スタック カウンタを表示します。
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show crashinfo
フラッシュ メモリに格納されたクラッシュ ファイルの内容を表示するには、特権 EXEC モードで    
show crashinfo コマンドを入力します。

show crashinfo [save]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン クラッシュ ファイルがテスト クラッシュ（crashinfo test コマンド）によって生成された場合、ク    
ラッシュ ファイルの最初の文字列は [: Saved_Test_Crash]、最後の文字列は [: End_Test_Crash]     
です。クラッシュ ファイルが実際のクラッシュによって生成された場合、クラッシュ ファイルの  
最初の文字列は [: Saved_Crash]、最後の文字列は [: End_Crash] です（このファイルには、crashinfo     
force page-fault または crashinfo force watchdog コマンドを使用した場合のクラッシュも含まれま      
す）。

フラッシュ内にクラッシュ データが保存されていない場合、または clear crashinfo コマンドを入力    
してクラッシュ データを消去した場合は、show crashinfo コマンドを実行すると、エラー メッセー    
ジが表示されます。

例 次に、現在のクラッシュ情報設定を表示する例を示します。

hostname# show crashinfo save
crashinfo save enable

save （任意）フラッシュ メモリにクラッシュ情報を保存するように FWSM が設  
定されているかどうかを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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次に、クラッシュ ファイル test の出力例を示します（ただし、このテストでは FWSM を実際にク     
ラッシュしません。シミュレートされたサンプル ファイルが作成されます）。

hostname(config)# crashinfo test
hostname(config)# exit
hostname# show crashinfo
: Saved_Test_Crash

Thread Name: ci/console (Old pc 0x001a6ff5 ebp 0x00e88920)

Traceback:
0: 00323143
1: 0032321b
2: 0010885c
3: 0010763c
4: 001078db
5: 00103585
6: 00000000
    vector 0x000000ff (user defined)
       edi 0x004f20c4
       esi 0x00000000
       ebp 0x00e88c20
       esp 0x00e88bd8
       ebx 0x00000001
       edx 0x00000074
       ecx 0x00322f8b
       eax 0x00322f8b
error code n/a
       eip 0x0010318c
        cs 0x00000008
    eflags 0x00000000
       CR2 0x00000000
Stack dump: base:0x00e8511c size:16384, active:1476
0x00e89118: 0x004f1bb4
0x00e89114: 0x001078b4
0x00e89110-0x00e8910c: 0x00000000
0x00e89108-0x00e890ec: 0x12345678
0x00e890e8: 0x004f1bb4
0x00e890e4: 0x00103585
0x00e890e0: 0x00e8910c
0x00e890dc-0x00e890cc: 0x12345678
0x00e890c8: 0x00000000
0x00e890c4-0x00e890bc: 0x12345678
0x00e890b8: 0x004f1bb4
0x00e890b4: 0x001078db
0x00e890b0: 0x00e890e0
0x00e890ac-0x00e890a8: 0x12345678
0x00e890a4: 0x001179b3
0x00e890a0: 0x00e890b0
0x00e8909c-0x00e89064: 0x12345678
0x00e89060: 0x12345600
0x00e8905c: 0x20232970
0x00e89058: 0x616d2d65
0x00e89054: 0x74002023
0x00e89050: 0x29676966
0x00e8904c: 0x6e6f6328
0x00e89048: 0x31636573
0x00e89044: 0x7069636f
0x00e89040: 0x64786970
0x00e8903c-0x00e88e50: 0x00000000
0x00e88e4c: 0x000a7473
0x00e88e48: 0x6574206f
0x00e88e44: 0x666e6968
0x00e88e40: 0x73617263
0x00e88e3c-0x00e88e38: 0x00000000
0x00e88e34: 0x12345600
0x00e88e30-0x00e88dfc: 0x00000000
0x00e88df8: 0x00316761
0x00e88df4: 0x74706100
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0x00e88df0: 0x12345600
0x00e88dec-0x00e88ddc: 0x00000000
0x00e88dd8: 0x00000070
0x00e88dd4: 0x616d2d65
0x00e88dd0: 0x74756f00
0x00e88dcc: 0x00000000
0x00e88dc8: 0x00e88e40
0x00e88dc4: 0x004f20c4
0x00e88dc0: 0x12345600
0x00e88dbc: 0x00000000
0x00e88db8: 0x00000035
0x00e88db4: 0x315f656c
0x00e88db0: 0x62616e65
0x00e88dac: 0x0030fcf0
0x00e88da8: 0x3011111f
0x00e88da4: 0x004df43c
0x00e88da0: 0x0053fef0
0x00e88d9c: 0x004f1bb4
0x00e88d98: 0x12345600
0x00e88d94: 0x00000000
0x00e88d90: 0x00000035
0x00e88d8c: 0x315f656c
0x00e88d88: 0x62616e65
0x00e88d84: 0x00000000
0x00e88d80: 0x004f20c4
0x00e88d7c: 0x00000001
0x00e88d78: 0x01345678
0x00e88d74: 0x00f53854
0x00e88d70: 0x00f7f754
0x00e88d6c: 0x00e88db0
0x00e88d68: 0x00e88d7b
0x00e88d64: 0x00f53874
0x00e88d60: 0x00e89040
0x00e88d5c-0x00e88d54: 0x12345678
0x00e88d50-0x00e88d4c: 0x00000000
0x00e88d48: 0x004f1bb4
0x00e88d44: 0x00e88d7c
0x00e88d40: 0x00e88e40
0x00e88d3c: 0x00f53874
0x00e88d38: 0x004f1bb4
0x00e88d34: 0x0010763c
0x00e88d30: 0x00e890b0
0x00e88d2c: 0x00e88db0
0x00e88d28: 0x00e88d88
0x00e88d24: 0x0010761a
0x00e88d20: 0x00e890b0
0x00e88d1c: 0x00e88e40
0x00e88d18: 0x00f53874
0x00e88d14: 0x0010166d
0x00e88d10: 0x0000000e
0x00e88d0c: 0x00f53874
0x00e88d08: 0x00f53854
0x00e88d04: 0x0048b301
0x00e88d00: 0x00e88d30
0x00e88cfc: 0x0000000e
0x00e88cf8: 0x00f53854
0x00e88cf4: 0x0048a401
0x00e88cf0: 0x00f53854
0x00e88cec: 0x00f53874
0x00e88ce8: 0x0000000e
0x00e88ce4: 0x0048a64b
0x00e88ce0: 0x0000000e
0x00e88cdc: 0x00f53874
0x00e88cd8: 0x00f7f96c
0x00e88cd4: 0x0048b4f8
0x00e88cd0: 0x00e88d00
0x00e88ccc: 0x0000000f
0x00e88cc8: 0x00f7f96c
0x00e88cc4-0x00e88cc0: 0x0000000e
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0x00e88cbc: 0x00e89040
0x00e88cb8: 0x00000000
0x00e88cb4: 0x00f5387e
0x00e88cb0: 0x00f53874
0x00e88cac: 0x00000002
0x00e88ca8: 0x00000001
0x00e88ca4: 0x00000009
0x00e88ca0-0x00e88c9c: 0x00000001
0x00e88c98: 0x00e88cb0
0x00e88c94: 0x004f20c4
0x00e88c90: 0x0000003a
0x00e88c8c: 0x00000000
0x00e88c88: 0x0000000a
0x00e88c84: 0x00489f3a
0x00e88c80: 0x00e88d88
0x00e88c7c: 0x00e88e40
0x00e88c78: 0x00e88d7c
0x00e88c74: 0x001087ed
0x00e88c70: 0x00000001
0x00e88c6c: 0x00e88cb0
0x00e88c68: 0x00000002
0x00e88c64: 0x0010885c
0x00e88c60: 0x00e88d30
0x00e88c5c: 0x00727334
0x00e88c58: 0xa0ffffff
0x00e88c54: 0x00e88cb0
0x00e88c50: 0x00000001
0x00e88c4c: 0x00e88cb0
0x00e88c48: 0x00000002
0x00e88c44: 0x0032321b
0x00e88c40: 0x00e88c60
0x00e88c3c: 0x00e88c7f
0x00e88c38: 0x00e88c5c
0x00e88c34: 0x004b1ad5
0x00e88c30: 0x00e88c60
0x00e88c2c: 0x00e88e40
0x00e88c28: 0xa0ffffff
0x00e88c24: 0x00323143
0x00e88c20: 0x00e88c40
0x00e88c1c: 0x00000000
0x00e88c18: 0x00000008
0x00e88c14: 0x0010318c
0x00e88c10-0x00e88c0c: 0x00322f8b
0x00e88c08: 0x00000074
0x00e88c04: 0x00000001
0x00e88c00: 0x00e88bd8
0x00e88bfc: 0x00e88c20
0x00e88bf8: 0x00000000
0x00e88bf4: 0x004f20c4
0x00e88bf0: 0x000000ff
0x00e88bec: 0x00322f87
0x00e88be8: 0x00f5387e
0x00e88be4: 0x00323021
0x00e88be0: 0x00e88c10
0x00e88bdc: 0x004f20c4
0x00e88bd8: 0x00000000 *
0x00e88bd4: 0x004eabb0
0x00e88bd0: 0x00000001
0x00e88bcc: 0x00f5387e
0x00e88bc8-0x00e88bc4: 0x00000000
0x00e88bc0: 0x00000008
0x00e88bbc: 0x0010318c
0x00e88bb8-0x00e88bb4: 0x00322f8b
0x00e88bb0: 0x00000074
0x00e88bac: 0x00000001
0x00e88ba8: 0x00e88bd8
0x00e88ba4: 0x00e88c20
0x00e88ba0: 0x00000000
0x00e88b9c: 0x004f20c4
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0x00e88b98: 0x000000ff
0x00e88b94: 0x001031f2
0x00e88b90: 0x00e88c20
0x00e88b8c: 0xffffffff
0x00e88b88: 0x00e88cb0
0x00e88b84: 0x00320032
0x00e88b80: 0x37303133
0x00e88b7c: 0x312f6574
0x00e88b78: 0x6972772f
0x00e88b74: 0x342f7665
0x00e88b70: 0x64736666
0x00e88b6c: 0x00020000
0x00e88b68: 0x00000010
0x00e88b64: 0x00000001
0x00e88b60: 0x123456cd
0x00e88b5c: 0x00000000
0x00e88b58: 0x00000008

Cisco XXX Firewall Version X.X
Cisco XXX Device Manager Version X.X

Compiled on Fri 15-Nov-04 14:35 by root

hostname up 10 days 0 hours

Hardware:   XXX-XXX, 64 MB RAM, CPU Pentium 200 MHz
Flash i28F640J5 @ 0x300, 16MB
BIOS Flash AT29C257 @ 0xfffd8000, 32KB

0: ethernet0: address is 0003.e300.73fd, irq 10
1: ethernet1: address is 0003.e300.73fe, irq 7
2: ethernet2: address is 00d0.b7c8.139e, irq 9
Licensed Features:
Failover:           Disabled
VPN-DES:            Enabled
VPN-3DES-AES:       Disabled
Maximum Interfaces: 3
Cut-through Proxy:  Enabled
Guards:             Enabled
URL-filtering:      Enabled
Inside Hosts:       Unlimited
Throughput:         Unlimited
IKE peers:          Unlimited

This XXX has a Restricted (R) license.

Serial Number: 480430455 (0x1ca2c977)
Running Activation Key: 0xc2e94182 0xc21d8206 0x15353200 0x633f6734 
Configuration last modified by enable_15 at 13:49:42.148 UTC Wed Nov 20 2004

------------------ show clock ------------------

15:34:28.129 UTC Sun Nov 24 2004

------------------ show memory ------------------

Free memory:        50444824 bytes
Used memory:        16664040 bytes
-------------     ----------------
Total memory:       67108864 bytes

------------------ show conn count ------------------

0 in use, 0 most used

------------------ show xlate count ------------------

0 in use, 0 most used
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------------------ show blocks ------------------

  SIZE    MAX    LOW    CNT
     4   1600   1600   1600
    80    400    400    400
   256    500    499    500
  1550   1188    795    927

------------------ show interface ------------------

interface ethernet0 "outside" is up, line protocol is up
  Hardware is i82559 ethernet, address is 0003.e300.73fd
  IP address 172.23.59.232, subnet mask 255.255.0.0
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        6139 packets input, 830375 bytes, 0 no buffer
        Received 5990 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        90 packets output, 6160 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 13 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 47 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (5/128) software (0/2)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/1) software (0/1)
interface ethernet1 "inside" is up, line protocol is down
  Hardware is i82559 ethernet, address is 0003.e300.73fe
  IP address 10.1.1.1, subnet mask 255.255.255.0
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        1 packets output, 60 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred
        1 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (128/128) software (0/0)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/1) software (0/1)
interface ethernet2 "intf2" is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82559 ethernet, address is 00d0.b7c8.139e
  IP address 127.0.0.1, subnet mask 255.255.255.255
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (128/128) software (0/0)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/0) software (0/0)

------------------ show cpu usage ------------------

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

------------------ show process ------------------

    PC       SP       STATE       Runtime    SBASE     Stack Process
Hsi 001e3329 00763e7c 0053e5c8          0 00762ef4 3784/4096 arp_timer
Lsi 001e80e9 00807074 0053e5c8          0 008060fc 3792/4096 FragDBGC
Lwe 00117e3a 009dc2e4 00541d18          0 009db46c 3704/4096 dbgtrace
Lwe 003cee95 009de464 00537718          0 009dc51c 8008/8192 Logger
Hwe 003d2d18 009e155c 005379c8          0 009df5e4 8008/8192 tcp_fast
Hwe 003d2c91 009e360c 005379c8          0 009e1694 8008/8192 tcp_slow
Lsi 002ec97d 00b1a464 0053e5c8          0 00b194dc 3928/4096 xlate clean
Lsi 002ec88b 00b1b504 0053e5c8          0 00b1a58c 3888/4096 uxlate clean
Mrd 002e3a17 00c8f8d4 0053e600          0 00c8d93c 7908/8192 tcp_intercept_times
Lsi 00423dd5 00d3a22c 0053e5c8          0 00d392a4 3900/4096 route_process
Hsi 002d59fc 00d3b2bc 0053e5c8          0 00d3a354 3780/4096 PIX Garbage Collecr
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Hwe 0020e301 00d5957c 0053e5c8          0 00d55614 16048/16384 isakmp_time_keepr
Lsi 002d377c 00d7292c 0053e5c8          0 00d719a4 3928/4096 perfmon
Hwe 0020bd07 00d9c12c 0050bb90          0 00d9b1c4 3944/4096 IPSec
Mwe 00205e25 00d9e1ec 0053e5c8          0 00d9c274 7860/8192 IPsec timer handler
Hwe 003864e3 00db26bc 00557920          0 00db0764 6904/8192 qos_metric_daemon
Mwe 00255a65 00dc9244 0053e5c8          0 00dc8adc 1436/2048 IP Background
Lwe 002e450e 00e7bb94 00552c30          0 00e7ad1c 3704/4096 pix/trace
Lwe 002e471e 00e7cc44 00553368          0 00e7bdcc 3704/4096 pix/tconsole
Hwe 001e5368 00e7ed44 00730674          0 00e7ce9c 7228/8192 pix/intf0
Hwe 001e5368 00e80e14 007305d4          0 00e7ef6c 7228/8192 pix/intf1
Hwe 001e5368 00e82ee4 00730534       2470 00e8103c 4892/8192 pix/intf2
H*  001a6ff5 0009ff2c 0053e5b0       4820 00e8511c 12860/16384 ci/console
Csi 002dd8ab 00e8a124 0053e5c8          0 00e891cc 3396/4096 update_cpu_usage
Hwe 002cb4d1 00f2bfbc 0051e360          0 00f2a134 7692/8192 uauth_in
Hwe 003d17d1 00f2e0bc 00828cf0          0 00f2c1e4 7896/8192 uauth_thread
Hwe 003e71d4 00f2f20c 00537d20          0 00f2e294 3960/4096 udp_timer
Hsi 001db3ca 00f30fc4 0053e5c8          0 00f3004c 3784/4096 557mcfix
Crd 001db37f 00f32084 0053ea40  508286220 00f310fc 3688/4096 557poll
Lsi 001db435 00f33124 0053e5c8          0 00f321ac 3700/4096 557timer
Hwe 001e5398 00f441dc 008121e0          0 00f43294 3912/4096 fover_ip0
Cwe 001dcdad 00f4523c 00872b48        120 00f44344 3528/4096 ip/0:0
Hwe 001e5398 00f4633c 008121bc         10 00f453f4 3532/4096 icmp0
Hwe 001e5398 00f47404 00812198          0 00f464cc 3896/4096 udp_thread/0
Hwe 001e5398 00f4849c 00812174          0 00f475a4 3456/4096 tcp_thread/0
Hwe 001e5398 00f495bc 00812150          0 00f48674 3912/4096 fover_ip1
Cwe 001dcdad 00f4a61c 008ea850          0 00f49724 3832/4096 ip/1:1
Hwe 001e5398 00f4b71c 0081212c          0 00f4a7d4 3912/4096 icmp1
Hwe 001e5398 00f4c7e4 00812108          0 00f4b8ac 3896/4096 udp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4d87c 008120e4          0 00f4c984 3832/4096 tcp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4e99c 008120c0          0 00f4da54 3912/4096 fover_ip2
Cwe 001e542d 00f4fa6c 00730534          0 00f4eb04 3944/4096 ip/2:2
Hwe 001e5398 00f50afc 0081209c          0 00f4fbb4 3912/4096 icmp2
Hwe 001e5398 00f51bc4 00812078          0 00f50c8c 3896/4096 udp_thread/2
Hwe 001e5398 00f52c5c 00812054          0 00f51d64 3832/4096 tcp_thread/2
Hwe 003d1a65 00f78284 008140f8          0 00f77fdc  300/1024 listen/http1
Mwe 0035cafa 00f7a63c 0053e5c8          0 00f786c4 7640/8192 Crypto CA

------------------ show failover ------------------

No license for Failover

------------------ show traffic ------------------

outside:
        received (in 865565.090 secs):
                6139 packets    830375 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                90 packets      6160 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
inside:
        received (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                1 packets       60 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
intf2:
        received (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec

------------------ show perfmon ------------------

PERFMON STATS:    Current      Average
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Xlates               0/s          0/s
Connections          0/s          0/s
TCP Conns            0/s          0/s
UDP Conns            0/s          0/s
URL Access           0/s          0/s
URL Server Req       0/s          0/s
TCP Fixup            0/s          0/s
TCPIntercept         0/s          0/s
HTTP Fixup           0/s          0/s
FTP Fixup            0/s          0/s
AAA Authen           0/s          0/s
AAA Author           0/s          0/s
AAA Account          0/s          0/s
: End_Test_Crash

関連コマンド コマンド 説明

clear crashinfo クラッシュ ファイルの内容を削除します。
crashinfo force FWSM を強制的にクラッシュさせます。
crashinfo save disable フラッシュ メモリへのクラッシュ情報の書き込みを禁止します。
crashinfo test フラッシュ メモリ内のファイルにクラッシュ情報を保存する FWSM の   

機能をテストします。
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show crypto accelerator statistics
ハードウェアの暗号アクセラレータ MIB（管理情報ベース）から、グローバル統計情報およびアク 
セラレータ固有の統計情報を表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特  
権 EXEC モードで show crypto accelerator statistics コマンドを使用します。

show crypto accelerator statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、キーワードまたは変数はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、暗号アクセラレータのグ  
ローバル統計情報を表示する例を示します。

hostname # show crypto accelerator statistics

Crypto Accelerator Status
-------------------------
[Capacity]
   Supports hardware crypto: True
   Supports modular hardware crypto: False
   Max accelerators: 1
   Max crypto throughput: 100 Mbps
   Max crypto connections: 750
[Global Statistics]
   Number of active accelerators: 1
   Number of non-operational accelerators: 0
   Input packets: 700
   Input bytes: 753488
   Output packets: 700
   Output error packets: 0
   Output bytes: 767496
[Accelerator 0]
   Status: Active
   Software crypto engine
   Slot: 0
   Active time: 167 seconds
   Total crypto transforms: 7
   Total dropped packets: 0
   [Input statistics]
      Input packets: 0
      Input bytes: 0
      Input hashed packets: 0

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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      Input hashed bytes: 0
      Decrypted packets: 0
      Decrypted bytes: 0
   [Output statistics]
      Output packets: 0
      Output bad packets: 0
      Output bytes: 0
      Output hashed packets: 0
      Output hashed bytes: 0
      Encrypted packets: 0
      Encrypted bytes: 0
   [Diffie-Hellman statistics]
      Keys generated: 0
      Secret keys derived: 0
   [RSA statistics]
      Keys generated: 0
      Signatures: 0
      Verifications: 0
      Encrypted packets: 0
      Encrypted bytes: 0
      Decrypted packets: 0
      Decrypted bytes: 0
   [DSA statistics]
      Keys generated: 0
      Signatures: 0
      Verifications: 0
   [SSL statistics]
      Outbound records: 0
      Inbound records: 0
   [RNG statistics]
      Random number requests: 98
      Random number request failures: 0
[Accelerator 1]
   Status: Active
   Encryption hardware device : Cisco ASA-55x0 on-board accelerator 
(revision 0x0)
                             Boot microcode   : CNlite-MC-Boot-Cisco-1.2
                             SSL/IKE microcode: CNlite-MC-IPSEC-Admin-3.03
                             IPSec microcode  : CNlite-MC-IPSECm-MAIN-2.03
   Slot: 1
   Active time: 170 seconds
   Total crypto transforms: 1534
   Total dropped packets: 0
   [Input statistics]
      Input packets: 700
      Input bytes: 753544
      Input hashed packets: 700
      Input hashed bytes: 736400
      Decrypted packets: 700
      Decrypted bytes: 719944
   [Output statistics]
      Output packets: 700
      Output bad packets: 0
      Output bytes: 767552
      Output hashed packets: 700
      Output hashed bytes: 744800
      Encrypted packets: 700
      Encrypted bytes: 728352
   [Diffie-Hellman statistics]
      Keys generated: 97
      Secret keys derived: 1
   [RSA statistics]
      Keys generated: 0
      Signatures: 0
      Verifications: 0
      Encrypted packets: 0
      Encrypted bytes: 0
      Decrypted packets: 0
      Decrypted bytes: 0
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   [DSA statistics]
      Keys generated: 0
      Signatures: 0
      Verifications: 0
   [SSL statistics]
      Outbound records: 0
      Inbound records: 0
   [RNG statistics]
      Random number requests: 1
      Random number request failures: 0
hostname # 

関連コマンド コマンド 説明

clear crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB のグローバル統計情報およびアク  
セラレータ固有の統計情報を消去します。

clear crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB のプロトコル固有の統計情報を消  
去します。

show crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB のプロトコル固有の統計情報を表  
示します。



第 25章      show asp drop ～ show curpriv コマンド            
show crypto ca certificates

25-54
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

show crypto ca certificates
特定のトラストポイントに対応付けられた証明書、またはシステムに導入されたすべての証明書を

表示するには、特権 EXEC モードで show crypto ca certificates コマンドを使用します。

show crypto ca certificates [trustpointname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、トラストポイント tp1 の 
CA 証明書を表示する例を示します。

hostname# show crypto ca certificates tp1
CA Certificate

Status: Available
Certificate Serial Number 2957A3FF296EF854FD0D6732FE25B45
Certificate Usage: Signature
Issuer:

CN = ms-root-sha-06-2004
OU = rootou
O = cisco
L = franklin
ST - massachusetts
C = US
EA = a@b.con

Subject: 
CN = ms-root-sha-06-2004
OU = rootou
O = cisco
L = franklin
ST = massachusetts
C = US
EA = a@b.com

CRL Distribution Point
ldap://w2kadvancedsrv/CertEnroll/ms-root-sha-06-2004.crl

Validity Date:
start date: 14:11:40 UTC Jun 26 2004
end date: 14:01:30 UTC Jun 4 2022

Associated Trustpoints: tp2 tp1
hostname# 

trustpointname （任意）トラストポイントの名前を指定します。名前を指定しない場合は、

システムに導入されたすべての証明書が表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

crypto ca authenticate 指定したトラストポイントの CA 証明書を取得します。
crypto ca crl request 指定したトラストポイントの設定パラメータに基づいて CRL を要  

求します。

crypto ca enroll CA による登録プロセスを開始します。
crypto ca import 指定したトラストポイントに証明書をインポートします。

crypto ca trustpoint 指定したトランスポートでトラストポイント モードを開始します。
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show crypto ca crls
キャッシュ内のすべての CRL を表示するか、または指定したトラストポイントに対応するキャッ  
シュ内のすべての CRL を表示するには、特権 EXEC モードで show crypto ca crls コマンドを使用し        
ます。

show crypto ca crls [trustpointname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、トラストポイント tp1 の    
CRL を表示する例を示します。

hostname# show crypto ca crls tp1
CRL Issuer Name:
    cn=ms-sub1-ca-5-2004,ou=Franklin DevTest,o=Cisco
Systems,l=Franklin,st=MA,c=US,ea=user@cisco.com
    LastUpdate: 19:45:53 UTC Dec 24 2004
    NextUpdate: 08:05:53 UTC Jan 1 2005
    Retrieved from CRL Distribution Point:
      http://win2k-ad2.frk-ms-pki.cisco.com/CertEnroll/ms-sub1-ca-5-2004.crl
    Associated Trustpoints: tp1

関連コマンド

trustpointname （任意）トラストポイントの名前を指定します。名前を指定しない場合は、

システムのキャッシュ内にあるすべての CRL が表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca authenticate 指定したトラストポイントの CA 証明書を取得します。
crypto ca crl request 指定したトラストポイントの設定パラメータに基づいて CRL を要  

求します。

crypto ca enroll CA による登録プロセスを開始します。
crypto ca import 指定したトラストポイントに証明書をインポートします。

crypto ca trustpoint 指定したトランスポートでトラストポイント モードを開始します。
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show crypto ipsec df-bit
指定したインターフェイスの IPSec パケットに対する IPSec DF ビット ポリシーを表示するには、グ      
ローバル コンフィギュレーション モードおよび特権 EXEC モードで show crypto ipsec df-bit コマン        
ドを使用します。

show crypto ipsec df-bit interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、インターフェイス inside の IPSec DF ビット ポリシーを表示する例を示します。

hostname(config)# show crypto ipsec df-bit inside
df-bit inside copy
hostname(config)#

関連コマンド

interface インターフェイス名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show crypto ipsec から変更されました。

コマンド 説明

crypto ipsec df-bit IPSec パケットの IPSec DF ビット ポリシーを設定します。
crypto ipsec fragmentation IPSec パケットのフラグメンテーション ポリシーを設定し  

ます。

show crypto ipsec fragmentation IPSec パケットのフラグメンテーション ポリシーを表示し  
ます。



第 25章      show asp drop ～ show curpriv コマンド            
show crypto ipsec fragmentation

25-58
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

show crypto ipsec fragmentation
IPSec パケットのフラグメンテーション  ポリシーを表示するには、グローバル コンフィギュレー    
ション モードまたは特権 EXEC モードで show crypto ipsec fragmentation コマンドを使用します。

show crypto ipsec fragmentation interface

シンタックスの説明

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、インターフェイス inside の    
IPSec フラグメンテーション ポリシーを表示する例を示します。

hostname(config)# show crypto ipsec fragmentation inside
fragmentation inside before-encryption
hostname(config)#

関連コマンド

interface インターフェイス名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show crypto ipsec から変更されました。

コマンド 説明

crypto ipsec fragmentation IPSec パケットのフラグメンテーション ポリシーを設定します。
crypto ipsec df-bit IPSec パケットの DF ビット ポリシーを設定します。
show crypto ipsec df-bit 指定したインターフェイスの DF ビット ポリシーを表示します。
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show crypto key mypubkey
指定したタイプの鍵ペアを表示するには、特権 EXEC モードで show crypto key mypubkey コマンド       
を使用します。

show crypto key mypubkey {rsa | dsa}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、RSA 鍵ペアを表示する例   
を示します。

hostname(config)# show crypto key mypubkey rsa
...

関連コマンド

dsa DSA 鍵ペアを表示します。
rsa RSA 鍵ペアを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto key generate dsa DSA 鍵ペアを生成します。
crypto key generate rsa RSA 鍵ペアを生成します。
crypto key zeroize 指定したタイプの鍵ペアをすべて削除します。
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show crypto protocol statistics
暗号アクセラレータ MIB（管理情報ベース）にあるプロトコル固有の統計情報を表示するには、グ 
ローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC モードで show crypto protocol statistics        
コマンドを使用します。

show crypto protocol statistics protocol

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、指定したプロトコルの暗  
号アクセラレータ統計情報を表示する例を示します。

hostname # show crypto protocol statistics ikev1
[IKEv1 statistics]
   Encrypt packet requests: 39
   Encapsulate packet requests: 39
   Decrypt packet requests: 35
   Decapsulate packet requests: 35
   HMAC calculation requests: 84
   SA creation requests: 1
   SA rekey requests: 3
   SA deletion requests: 2
   Next phase key allocation requests: 2
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0

protocol 統計情報を表示するプロトコルの名前を指定します。選択できるプロトコ

ルは、次のとおりです。

ikev1 ― Internet Key Exchange バージョン 1

ipsec ― IP Security Phase-2 プロトコル

ssl ― Secure Socket Layer

other ― 新しいプロトコル用

all ― 現在サポートされているすべてのプロトコル

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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hostname # show crypto protocol statistics ipsec
[IPsec statistics]
   Encrypt packet requests: 700
   Encapsulate packet requests: 700
   Decrypt packet requests: 700
   Decapsulate packet requests: 700
   HMAC calculation requests: 1400
   SA creation requests: 2
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0

hostname # show crypto protocol statistics ssl 
[SSL statistics]
   Encrypt packet requests: 0
   Encapsulate packet requests: 0
   Decrypt packet requests: 0
   Decapsulate packet requests: 0
   HMAC calculation requests: 0
   SA creation requests: 0
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0

hostname # show crypto protocol statistics other
[Other statistics]
   Encrypt packet requests: 0
   Encapsulate packet requests: 0
   Decrypt packet requests: 0
   Decapsulate packet requests: 0
   HMAC calculation requests: 0
   SA creation requests: 0
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 99
   Failed requests: 0

hostname # show crypto protocol statistics all 
[IKEv1 statistics]
   Encrypt packet requests: 46
   Encapsulate packet requests: 46
   Decrypt packet requests: 40
   Decapsulate packet requests: 40
   HMAC calculation requests: 91
   SA creation requests: 1
   SA rekey requests: 3
   SA deletion requests: 3
   Next phase key allocation requests: 2
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0
[IKEv2 statistics]
   Encrypt packet requests: 0
   Encapsulate packet requests: 0
   Decrypt packet requests: 0
   Decapsulate packet requests: 0
   HMAC calculation requests: 0
   SA creation requests: 0
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0
[IPsec statistics]
   Encrypt packet requests: 700
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   Encapsulate packet requests: 700
   Decrypt packet requests: 700
   Decapsulate packet requests: 700
   HMAC calculation requests: 1400
   SA creation requests: 2
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0
[SSL statistics]
   Encrypt packet requests: 0
   Encapsulate packet requests: 0
   Decrypt packet requests: 0
   Decapsulate packet requests: 0
   HMAC calculation requests: 0
   SA creation requests: 0
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 0
   Failed requests: 0
[SSH statistics are not supported]
[SRTP statistics are not supported]
[Other statistics]
   Encrypt packet requests: 0
   Encapsulate packet requests: 0
   Decrypt packet requests: 0
   Decapsulate packet requests: 0
   HMAC calculation requests: 0
   SA creation requests: 0
   SA rekey requests: 0
   SA deletion requests: 0
   Next phase key allocation requests: 0
   Random number generation requests: 99
   Failed requests: 0
hostname # 

関連コマンド コマンド 説明

clear crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB のグローバル統計情報およびアク  
セラレータ固有の統計情報を消去します。

clear crypto protocol statistics 暗号アクセラレータ MIB のプロトコル固有の統計情報を消  
去します。

show crypto accelerator statistics 暗号アクセラレータ MIB のグローバル統計情報およびアク  
セラレータ固有の統計情報を表示します。
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show ctiqbe
FWSM に確立された CTIQBE セッションに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show      
ctiqbe コマンドを使用します。

show ctiqbe

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ctiqbe コマンドは、FWSM に確立された CTIQBE セッションの情報を表示します。CTIQBE イ      
ンスペクション エンジンに関する問題のトラブルシューティングを行う場合は、このコマンドと 
debug ctiqbe および show local-host コマンドを組み合わせて使用します。

（注） pager コマンドを設定してから、show ctiqbe コマンドを使用することを推奨します。多数の CTIQBE    
セッションが存在する場合に pager コマンドが設定されていないと、show ctiqbe コマンド出力が    
終了するまでに時間がかかることがあります。

例 次に、以下の条件における show ctiqbe コマンドの出力例を示します。FWSM にアクティブな    
CTIQBE セッションが 1 つだけ設定されています。このセッションは、ローカル アドレスが 10.0.0.99     
の内部 CTI デバイス（Cisco IP SoftPhone など）とアドレスが 172.29.1.77 の外部 Cisco CallManager         
との間に確立されています。TCP ポート 2748 は Cisco CallManager です。セッションのハートビー      
ト インターバルは 120 秒です。

hostname# show ctiqbe

Total: 1
LOCAL          FOREIGN          STATE HEARTBEAT
---------------------------------------------------------------
1 10.0.0.99/1117 172.29.1.77/2748 1     120
  RTP/RTCP: PAT xlates: mapped to 172.29.1.99(1028 1029)
  MEDIA: Device ID 27   Call ID 0
  Foreign 172.29.1.99   (1028 1029)
  Local   172.29.1.88   (26822 26823)
  ----------------------------------------------

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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CallManager には CTI デバイスがすでに登録されています。デバイス内部アドレスおよび RTP 待ち     
受けポートは 172.29.1.99 の UDP ポート 1028 に PAT（ポート アドレス変換）されます。RTCP 待         
ち受けポートは UDP 1029 に PAT されます。

RTP/RTCP:PAT xlates:で開始する行が表示されるのは、外部 CallManager に内部 CTI デバイスが登     
録されていて、CTI デバイスのアドレスおよびポートがこの外部インターフェイスに PAT される場   
合のみです。CallManager が内部インターフェイス上にある場合、または内部 CTI デバイスのアド   
レスおよびポートが CallManager で使用されるのと同じ外部インターフェイスに NAT（ネットワー   
ク アドレス変換）される場合は、この行が表示されません。

出力は、この CTI デバイスと 172.29.1.88 にある別の Phone との間にコールが確立されたことを示し      
ます。その他の Phone の RTP および RTCP 待ち受けポートは UDP 26822 および 26823 です。FWSM           
には別の Phone や CallManager に関連した CTIQBE セッション レコードが保持されないため、その       
他の Phone は CallManager と同じインターフェイスに接続されます。CTI デバイス側のアクティブ     
なコール レッグは、Device ID 27 および Call ID 0 で識別できます。

次に、これらの CTIQBE 接続の xlate 情報を示します。

hostname# show xlate debug
3 in use, 3 most used
Flags: D | DNS, d | dump, I | identity, i | inside, n | no random,
 | o | outside, r | portmap, s | static
TCP PAT from inside:10.0.0.99/1117 to outside:172.29.1.99/1025 flags ri idle 0:00:22 
timeout 0:00:30
UDP PAT from inside:10.0.0.99/16908 to outside:172.29.1.99/1028 flags ri idle 0:00:00 
timeout 0:04:10
UDP PAT from inside:10.0.0.99/16909 to outside:172.29.1.99/1029 flags ri idle 0:00:23 
timeout 0:04:10

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
inspect ctiqbe CTIQBE アプリケーション検査をイネーブルにします。
service-policy 1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー マップを適用します。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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show curpriv
現在のユーザ権限を表示するには、show curpriv コマンドを使用します。

show curpriv

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show curpriv コマンドは、現在の特権レベルを表示します。特権レベルは値が小さいほど、レベル  
が低くなります。

例 次に、enable_15 という名のユーザに複数の特権レベルが設定されている場合の show curpriv コマ    
ンドの出力例を示します。ユーザ名はユーザがログインするときに入力した名前、P_PRIV はユー 
ザが enable コマンドを入力したこと、P_CONF はユーザが config terminal コマンドを入力したこと      
を示します。

hostname(config)# show curpriv
Username : enable_15
Current privilege level : 15
Current Mode/s : P_PRIV P_CONF
hostname(config)# exit

hostname(config)# show curpriv
Username : enable_15
Current privilege level : 15
Current Mode/s : P_PRIV
hostname(config)# exit

hostname(config)# show curpriv
Username : enable_1
Current privilege level : 1
Current Mode/s : P_UNPR
hostname(config)# 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

特権 EXEC  •  • — —  •

ユーザ  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure privilege コンフィギュレーションから privilege コマンド ステートメン   
トを削除します。

show running-config privilege コマンドの特権レベルを表示します。
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26

show debug ～ show ipv6 traffic  
コマンド

show debug
特権 EXEC モードで現在のデバッギング設定を表示するには、show debug コマンドを使用します。

show debug [command [keywords]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 有効な command 値は、次のとおりです。command のあとに続く有効な構文については、状況に応   
じて debug command のエントリを参照してください。

command [keywords] （任意）現在の設定を表示するデバッグ コマンドを指定します。各 command  
のあとに続く構文は、対応する debug コマンドでサポートされている構文  
と同じです。たとえば、show debug aaa に続く有効な keywords は、debug     
aaa コマンドの有効なキーワードと同じです。したがって、show debug aaa   
は accounting キーワードをサポートし、AAA（認証、認可、アカウンティ  
ング）デバッギングのアカウンティング部分のデバッギング設定を表示す

るように指定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） 各 command 値を使用できるかどうかは、対応する debug コマンドをサポートするコマンド モード     
ごとに異なります。

 • aaa

 • appfw

 • arp

 • asdm

 • context

 • crypto

 • ctiqbe

 • ctm

 • dhcpc

 • dhcpd

 • dhcprelay

 • disk

 • dns

 • email

 • entity

 • fixup

 • fover

 • fsm

 • ftp

 • generic

 • gtp

 • h323

 • http

 • http-map

 • icmp

 • igmp

 • ils

 • imagemgr

 • ipsec-over-tcp

 • ipv6

 • iua-proxy

 • kerberos

 • ldap

 • mfib

 • mgcp

 • mrib

 • ntdomain

 • ntp

 • ospf
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 • parser

 • pim

 • pix

 • pptp

 • radius

 • rip

 • rtsp

 • sdi

 • sequence

 • sip

 • skinny

 • smtp

 • sqlnet

 • ssh

 • ssl

 • sunrpc

 • tacacs

 • timestamps

 • vpn-sessiondb

 • xdmcp

例 次に示すコマンドは、認証、アカウンティング、およびフラッシュ メモリのデバッギングをイネー 
ブルにします。show debug コマンドを使用すると、デバッギング設定を 3 つの方法（すべてのデ    
バッギング設定、特定の機能のデバッギング設定、および機能の一部のデバッギング設定）で表示

することができます。

hostname# debug aaa authentication 
debug aaa authentication enabled at level 1
hostname# debug aaa accounting
debug aaa accounting enabled at level 1
hostname# debug disk filesystem
debug disk filesystem enabled at level 1
hostname# show debug
debug aaa authentication enabled at level 1
debug aaa accounting enabled at level 1
debug disk filesystem enabled at level 1
hostname# show debug aaa
debug aaa authentication enabled at level 1
debug aaa authorization is disabled.
debug aaa accounting enabled at level 1
debug aaa internal is disabled.
debug aaa vpn is disabled.
hostname# show debug aaa accounting
debug aaa accounting enabled at level 1
hostname# 

関連コマンド コマンド 説明

debug すべての debug コマンドを参照してください。
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show dhcprelay state
DHCP リレー エージェントの状態を表示するには、特権 EXEC モードまたはグローバル コンフィ     
ギュレーション モードで show dhcprelay state コマンドを使用します。

show dhcprelay state

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、現在のコンテキストおよび各インターフェイスの DHCP リレー エージェント ス    
テート情報を表示します。

例 次に、show dhcprelay stateコマンドの出力例を示します。

hostname# show dhcprelay state

Context Configured as DHCP Relay
Interface outside, Not Configured for DHCP
Interface infrastructure, Configured for DHCP RELAY SERVER
Interface inside, Configured for DHCP RELAY

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC またはグローバル  
コンフィギュレーション

 • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show dhcprelay から変更されました。

コマンド 説明

show dhcpd DHCP サーバの統計情報およびステート情報を表示します。
show dhcprelay statistics DHCP リレー統計情報を表示します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。
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show dhcprelay statistics
DHCP リレー統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show dhcprelay statistics コマンドを使       
用します。

show dhcprelay statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show dhcprelay statistics コマンドの出力は、clear dhcprelay statistics コマンドを入力するまで増加      
します。

例 次に、show dhcprelay statistics コマンドの出力例を示します。

hostname# show dhcprelay statistics

DHCP UDP Unreachable Errors: 0
DHCP Other UDP Errors: 0

Packets Relayed
BOOTREQUEST          0
DHCPDISCOVER         7
DHCPREQUEST          3
DHCPDECLINE          0
DHCPRELEASE          0
DHCPINFORM           0

BOOTREPLY            0
DHCPOFFER            7
DHCPACK              3
DHCPNAK              0
FeralPix(config)# 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show dhcprelay から変更されました。
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関連コマンド

show disk
フラッシュ メモリの内容を表示するには、特権 EXEC モードで show disk コマンドを使用します。

show disk [filesys | all]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェントの設定をすべて削除します。
clear dhcprelay statistics DHCP リレー エージェント統計情報カウンタをクリアします。
debug dhcprelay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
show dhcprelay state DHCP リレー エージェントの状態を表示します。
show running-config dhcprelay DHCP リレー エージェントの現在の設定を表示します。

filesys コンパクト フラッシュ カードの情報を表示します。
all フラッシュ メモリの内容およびファイル システム情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show disk コマンドの出力例を示します。

hostname# show disk
-#- --length-- -----date/time------ path
 11 1301       Feb 21 2005 18:01:34 test.cfg
 12 1949       Feb 21 2005 20:13:36 test1.cfg
 13 2551       Jan 06 2005 10:07:36 test2.cfg
 14 609223     Jan 21 2005 07:14:18 test3.cfg
 15 1619       Jul 16 2004 16:06:48 test4.cfg
 16 3184       Aug 03 2004 07:07:00 old_running.cfg
 17 4787       Mar 04 2005 12:32:18 test5.cfg
 20 1792       Jan 21 2005 07:29:24 test6.cfg
 21 7765184    Mar 07 2005 19:38:30 test7.cfg
 22 1674       Nov 11 2004 02:47:52 test8.cfg
 23 1863       Jan 21 2005 07:29:18 test9.cfg
 24 1197       Jan 19 2005 08:17:48 test10.cfg
 25 608554     Jan 13 2005 06:20:54 backupconfig.cfg
 26 5124096    Feb 20 2005 08:49:28 cdisk1
 27 5124096    Mar 01 2005 17:59:56 cdisk2
 28 2074       Jan 13 2005 08:13:26 test11.cfg
 29 5124096    Mar 07 2005 19:56:58 cdisk3
 30 1276       Jan 28 2005 08:31:58 lead
 31 7756788    Feb 24 2005 12:59:46 asdmfile.dbg
 32 7579792    Mar 08 2005 11:06:56 asdmfile1.dbg
 33 7764344    Mar 04 2005 12:17:46 asdmfile2.dbg
 34 5124096    Feb 24 2005 11:50:50 cdisk4
 35 15322      Mar 04 2005 12:30:24 hs_err.log

10170368 bytes available (52711424 bytes used)

次に、show disk filesys コマンドの出力例を示します。

hostname# show disk filesys
******** Flash Card Geometry/Format Info ********

COMPACT FLASH CARD GEOMETRY
   Number of Heads:            4
   Number of Cylinders       978
   Sectors per Cylinder       32
   Sector Size               512
   Total Sectors          125184

COMPACT FLASH CARD FORMAT
   Number of FAT Sectors      61
   Sectors Per Cluster         8
   Number of Clusters      15352
   Number of Data Sectors 122976
   Base Root Sector          123
   Base FAT Sector             1
   Base Data Sector          155

関連コマンド コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。



第 26章      show debug ～ show ipv6 traffic コマンド            
show dns-hosts

26-8
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

show dns-hosts
DNS キャッシュを表示するには、特権 EXEC モードで show dns-hosts コマンドを使用します。DNS      
キャッシュには DNS から動的に学習されたエントリ、および name コマンドを使用して手動で入力    
された名前や IP アドレスが格納されます。

show dns-hosts

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 出力の説明については、「例」を参照してください。

例 次に、show dns-hosts コマンドの出力例を示します。

hostname# show dns-hosts
Host                       Flags      Age Type   Address(es)
ns2.example.com            (temp, OK) 0    IP    10.102.255.44
ns1.example.com            (temp, OK) 0    IP    192.168.241.185
snowmass.example.com       (temp, OK) 0    IP    10.94.146.101
server.example.com         (temp, OK) 0    IP    10.94.146.80

次に、show dns-hosts フィールドの説明を示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

フィールド 説明

Host ホスト名を表示します。

Flags エントリのステータスを、次の項目を組み合わせて表示します。

 • temp ― このエントリは DNS サーバから取得された一時的なエントリです。    
非アクティブ期間が 72 時間に達したエントリは、FWSM によって削除され   
ます。

 • perm ― このエントリは name コマンドを使用して追加された永続的なエン    
トリです。

 • OK ― このエントリは有効です。

 • ?? ― このエントリは問題のある可能性があり、再検証が必要です。

 • EX ― このエントリは期限切れです。
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関連コマンド

Age このエントリが最後に参照されてからの時間数を表示します。

タイプ DNS レコードのタイプを表示します。この値は常に IP です。
Address(es) IP アドレスです。

フィールド 説明

コマンド 説明

clear dns-hosts cache DNS キャッシュを消去します。
dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行する   

回数を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
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show failover
装置のフェールオーバー ステータス情報を表示するには、特権 EXEC モードで show failover コマ      
ンドを使用します。

show failover [group num | history | interface | state | statistics]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

group 指定されたフェールオーバー グループの動作状態を表示します。
history フェールオーバー履歴を表示します。フェールオーバー履歴には過去の

フェールオーバー状態の変更内容、および変更理由が表示されます。

interface フェールオーバー コマンドおよびステートフル リンク情報を表示します。
num フェールオーバー グループ番号です。
state 両方のフェールオーバー装置のフェールオーバー状態を表示します。表示さ

れる情報には、装置のプライマリまたはセカンダリ ステータス、装置のアク 
ティブ / スタンバイ ステータス、および装置が障害状態の場合は障害の理由 
が含まれます。

statistics フェールオーバー コマンド インターフェイスの送受信パケット数を表示し  
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.1(1) Autostart 機能のサポートおよび中断した設定の同期機能が追加されまし 
た。

3.1(1) フェールオーバー グループが追加されるように、このコマンドが変更され 
ました。出力には追加情報が含まれます。
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使用上のガイドライン show failover コマンドは、ダイナミック フェールオーバー情報、インターフェイスのステータス、   
およびステートフル フェールオーバー統計情報を表示します。[Stateful Failover Logical Update    
Statistics] が出力されるのは、ステートフル フェールオーバーがイネーブルな場合のみです。[xerrs]  
および [rerr] 値は、フェールオーバーのエラー数でなく、パケット送受信エラー数を示します。

show failover コマンド出力の各フィールドの値は、次のとおりです。

 • Stateful Obj の値は、次のとおりです。

－ xmit ― 送信されたパケット数

－ xerr ― 送信エラー数

－ rcv ―  受信されたパケット数

－ rerr ― 受信エラー数

 • 各行は、次のように、特定のオブジェクトのスタティック カウントに対応します。

－ General ― すべてのステートフル オブジェクトの合計

－ sys cmd ― login または stay alive など、論理的なアップデート システム コマンド

－ up time ― FWSM の起動時間を表す値（アクティブ FWSM がスタンバイ FWSM に渡す値）

－ RPC services ― Remote Procedure Call 接続情報

－ TCP conn ― 動的な TCP 接続の情報

－ UDP conn ― 動的な UDP 接続の情報

－ ARP tbl ― 動的な ARP テーブルの情報

－ Xlate_Timeout ― 接続変換タイムアウト情報

－ VPN IKE upd ― IKE 接続情報

－ VPN IPSEC upd ― IPSec 接続情報 

－ VPN CTCP upd ― cTCP トンネル接続情報 

－ VPN SDI upd ― SDI AAA 接続情報

－ VPN DHCP upd ― トンネリング DHCP 接続情報 

フェールオーバー IP アドレスを入力しない場合、show failover コマンドは IP アドレスとして 0.0.0.0       
を表示し、インターフェイスのモニタリングは「待機」状態のままです。フェールオーバーが機能

するようにフェールオーバー IP アドレスを設定する必要があります。

マルチ コンフィギュレーション モードの場合、セキュリティ コンテキストでは、show failover コ     
マンドのみを使用できます。オプション キーワードは入力できません。



第 26章      show debug ～ show ipv6 traffic コマンド            
show failover

26-12
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

例 次に、アクティブ /スタンバイ フェールオーバーに関する show failover コマンドの出力例を示しま    
す。

hostname# show failover

Failover On
Failover unit Primary 
Failover LAN Interface: fover Vlan 101 (up) 
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 3 seconds 
Interface Poll frequency 15 seconds 
Interface Policy 1 
Monitored Interfaces 2 of 250 maximum 
failover replication http 
Last Failover at: 22:44:03 UTC Dec 8 2004
        This host: Primary - Active 
                Active time: 13434 (sec)
                Interface inside (10.130.9.3): Normal 
                Interface outside (10.132.9.3): Normal 
        Other host: Secondary - Standby Ready 
                Active time: 0 (sec)
                Interface inside (10.130.9.4): Normal 
                Interface outside (10.132.9.4): Normal 

Stateful Failover Logical Update Statistics
        Link : fover Vlan 101 (up)
        Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr      
        General         0          0          0          0         
        sys cmd         1733       0          1733       0         
        up time         0          0          0          0         
        RPC services    0          0          0          0         
        TCP conn        6          0          0          0         
        UDP conn        0          0          0          0         
        ARP tbl         106        0          0          0         
        Xlate_Timeout   0          0          0          0
        VPN IKE upd     15         0          0          0
        VPN IPSEC upd   90         0          0          0
        VPN CTCP upd    0          0          0          0
        VPN SDI upd     0          0          0          0
        VPN DHCP upd    0          0          0          0

        Logical Update Queue Information
                        Cur     Max     Total
        Recv Q:         0       2       1733
        Xmit Q:         0       2       15225
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次に、アクティブ /アクティブ フェールオーバーに関する show failover コマンドの出力例を示しま    
す。

hostname# show failover

Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: third Vlan 101(up) 
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds 
Interface Poll frequency 4 seconds 
Interface Policy 1 
Monitored Interfaces 8 of 250 maximum 
failover replication http 
Group 1 last failover at: 13:40:18 UTC Dec 9 2004 
Group 2 last failover at: 13:40:06 UTC Dec 9 2004

  This host:    Primary
  Group 1       State:          Active
                Active time:    2896 (sec)
  Group 2       State:          Standby Ready
                Active time:    0 (sec)

                admin Interface outside (10.132.8.5): Normal 
                admin Interface third (10.132.9.5): Normal 
                admin Interface inside (10.130.8.5): Normal 
                admin Interface fourth (10.130.9.5): Normal 
                ctx1 Interface outside (10.1.1.1): Normal 
                ctx1 Interface inside (10.2.2.1): Normal 
                ctx2 Interface outside (10.3.3.2): Normal 
                ctx2 Interface inside (10.4.4.2): Normal 

  Other host:   Secondary
  Group 1       State:          Standby Ready
                Active time:    190 (sec)
  Group 2       State:          Active
                Active time:    3322 (sec)

                admin Interface outside (10.132.8.6): Normal 
                admin Interface third (10.132.9.6): Normal 
                admin Interface inside (10.130.8.6): Normal 
                admin Interface fourth (10.130.9.6): Normal 
                ctx1 Interface outside (10.1.1.2): Normal 
                ctx1 Interface inside (10.2.2.2): Normal 
                ctx2 Interface outside (10.3.3.1): Normal 
                ctx2 Interface inside (10.4.4.1): Normal 

Stateful Failover Logical Update Statistics
        Link : third Vlan 101 (up)
        Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr      
        General         0          0          0          0         
        sys cmd         380        0          380        0         
        up time         0          0          0          0         
        RPC services    0          0          0          0         
        TCP conn        1435       0          1450       0         
        UDP conn        0          0          0          0         
        ARP tbl         124        0          65         0         
        Xlate_Timeout   0          0          0          0 
        VPN IKE upd     15         0          0          0
        VPN IPSEC upd   90         0          0          0
        VPN CTCP upd    0          0          0          0
        VPN SDI upd     0          0          0          0
        VPN DHCP upd    0          0          0          0

        Logical Update Queue Information
                        Cur     Max     Total
        Recv Q:         0       1       1895
        Xmit Q:         0       0       1940
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関連コマンド

show file
ファイル システムに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show fileコマンドを使用し     
ます。

show file descriptors | system | information filename

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ファイル システム情報を表示する例を示します。

hostname# show file descriptors
No open file descriptors
hostname# show file system
File Systems:
   Size(b)     Free(b)    Type  Flags  Prefixes
* 60985344    60973056    disk    rw     disk:

関連コマンド

コマンド 説明

show running-config failover 現在のコンフィギュレーション内の failover コマンドを表示し  
ます。

descriptors 開いているすべてのファイルの記述子を表示します。

information 特定のファイルに関する情報を表示します。

filename ファイル名を指定します。

system ディスク ファイル システムのサイズ、使用可能バイト数、メディア タイ   
プ、フラグ、およびプレフィクス情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。
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show firewall
現在のファイアウォール モード（ルーテッドまたはトランスペアレント）を表示するには、特権 
EXEC モードで show firewall コマンドを使用します。

show firewall

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、シングル モードまたはコンテキスト内の show firewall コマンドの出力例を示します。

hostname# show firewall
Firewall mode: Router

次に、コンテキスト内の show firewall コマンドの出力例を示します。

hostname# show firewall

Context      Mode
-------------------------
customerA    Transparent
customerB    Routed

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) システム実行スペースの場合、このコマンドは各コンテキストのファイア

ウォール モードを表示します。現在、ファイアウォール モードはコンテ  
キストごとに独立して設定できます。

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードを設定します。
show mode 現在のコンテキスト モード（シングルまたはマルチ）を表示します。
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show fragment
IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示するには、特権 EXEC モードで show fragment     
コマンドを入力します。

show fragment [interface]

シンタックスの説明

デフォルト interface を指定しない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示する例を示します。

hostname# show fragment 
Interface: inside
    Size: 200, Chain: 24, Timeout: 5, Threshold: 133
    Queue: 0, Assembled: 0, Fail: 0, Overflow: 0
Interface: outside1
    Size: 200, Chain: 24, Timeout: 5, Threshold: 133
    Queue: 0, Assembled: 0, Fail: 0, Overflow: 0
Interface: test1
    Size: 200, Chain: 24, Timeout: 5, Threshold: 133
    Queue: 0, Assembled: 0, Fail: 0, Overflow: 0
Interface: test2
    Size: 200, Chain: 24, Timeout: 5, Threshold: 133
    Queue: 0, Assembled: 0, Fail: 0, Overflow: 0

関連コマンド

interface （任意）FWSM インターフェイスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC モード  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) 処理データとコンフィギュレーション データを分離するために、コマンド 
が show fragment と show running-config fragment の 2 つに分割されまし         
た。

コマンド 説明

clear configure fragment IP フラグメント再構成設定を消去し、デフォルトにリセットし 
ます。

clear fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを消去します。
fragment パケット フラグメンテーションをさらに詳細に管理して、NFS 

との互換性を高めます。

show running-config fragment IP フラグメント再構成設定を表示します。
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show gc
ガベージ収集処理の統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show gc コマンドを使用します。

show gc

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show gc コマンドの出力例を示します。

hostname# show gc

Garbage collection process stats:
Total tcp conn delete response             :            0
Total udp conn delete response             :            0
Total number of zombie cleaned             :            0
Total number of embryonic conn cleaned     :            0
Total error response                       :            0
Total queries generated                    :            0
Total queries with conn present response   :            0
Total number of sweeps                     :          946
Total number of invalid vcid               :            0
Total number of zombie vcid                :            0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear gc ガベージ収集処理の統計情報を削除します。
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show h225
FWSM に確立された H.225 セッションに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show      
h225 コマンドを使用します。

show h225

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show h225 コマンドは、FWSM に確立された H.225 セッションの情報を表示します。H.323 インス      
ペクション エンジンに関する問題のトラブルシューティングを行う場合は、このコマンドと debug  
h323 h225 event、debug h323 h245 event、および show local-host コマンドを組み合わせて使用します。

show h225、show h245、または show h323-ras コマンドを使用する前に、pager コマンドを設定する      
ことを推奨します。多数のセッション レコードが存在する場合に pager コマンドが設定されていな   
いと、show コマンド出力が終了するまでに時間がかかることがあります。接続数が著しく多い場 
合は、セッションがデフォルトのタイムアウト値かユーザ設定値に基づいてタイムアウトしている

かどうかを確認してください。そうでなかった場合は、調査すべき問題が発生しています。

例 次に、show h225 コマンドの出力例を示します。

hostname# show h225
Total H.323 Calls: 1
1 Concurrent Call(s) for
 | Local: | 10.130.56.3/1040 | Foreign: 172.30.254.203/1720
 | 1. CRV 9861
 | Local: | 10.130.56.3/1040 | Foreign: 172.30.254.203/1720
0 Concurrent Call(s) for
 | Local: | 10.130.56.4/1050 | Foreign: 172.30.254.205/1720

この出力は、ローカル エンドポイント 10.130.56.3 と外部ホスト 172.30.254.203 間の FWSM を通過       
しているアクティブな H.323 コールが現在 1 つ存在することを示しています。また、これらの特定    
のエンドポイント間に同時コールが 1 つ存在し、このコールの Call Reference Value（CRV）は 9861      
です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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ローカル エンドポイント 10.130.56.4 と外部ホスト 172.30.254.205 には、同時コールが存在しませ     
ん。つまり、H.225 セッションは存在しても、これらのエンドポイント間にアクティブ コールはあ  
りません。このようになるのは、show h225 コマンドを実行したときに、コールがすでに終了して  
いるにもかかわらず、H.225 セッションがまだ削除されていなかった場合です。または、 

[maintainConnection] が TRUE に設定されていたため、2 つのエンドポイント間で TCP 接続が開いた      
ままである可能性があります。[maintainConnection] が FALSE に再設定されるか、または設定した  
H.225 タイムアウト値に基づいてセッションがタイムアウトするまで、セッションは開いたままに 
なります。

関連コマンド コマンド 説明

debug h323 H.323 のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
inspect h323 H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。
show h245 低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245   

セッションの情報を表示します。

show h323-ras FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表示します。
timeout H.225 および H.323 に関連したアイドル タイムアウトを設定します。
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show h245
低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245 セッションに関する情報    
を表示するには、特権 EXEC モードで show h245 コマンドを使用します。

show h245

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show h245 コマンドは、低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245     
セッションの情報を表示します（低速起動の場合は、コールの 2 つのエンドポイントが H.245 に対    
して別の TCP 制御チャネルを開きます。高速起動の場合は H.245 メッセージが H.225 制御チャネル      
上で H.225 メッセージの一部として交換されます）。H.323 インスペクション エンジンに関する問    
題のトラブルシューティングを行う場合は、このコマンドと debug h323 h245 event、debug h323     
h225 event、および show local-host コマンドを組み合わせて使用します。

例 次に、show h245 コマンドの出力例を示します。

hostname# show h245
Total: 1
 | LOCAL | TPKT | FOREIGN | TPKT
1 | 10.130.56.3/1041 | 0 | 172.30.254.203/1245 | 0
 | MEDIA: LCN 258 Foreign 172.30.254.203 RTP 49608 RTCP 49609
 | Local | 10.130.56.3 RTP 49608 RTCP 49609
 | MEDIA: LCN 259 Foreign 172.30.254.203 RTP 49606 RTCP 49607
 | Local | 10.130.56.3 RTP 49606 RTCP 49607

FWSM には、現在アクティブな H.245 制御セッションが 1 つ存在します。ローカル エンドポイン      
トは 10.130.56.3 です。TPKT 値が 0 であるため、このエンドポイントから次に送信されるパケット     
に TPKT ヘッダーがあると予測されます（TKTP ヘッダーは各 H.225/H.245 メッセージの前に配置     
される 4 バイト ヘッダーです。このヘッダーは、4 バイト ヘッダーを含むメッセージ長を指定しま     
す）。外部ホスト エンドポイントは 172.30.254.203 です。TPKT 値が 0 であるため、このエンドポイ      
ントから次に送信されるパケットに TPKT ヘッダーがあると予測されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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これらのエンドポイント間でネゴシエートされるメディアは Logical Channel Number（LCN）が 258、    
外部 RTP IP アドレス /ポート ペアが 172.30.254.203/49608、RTCP IP アドレス /ポートが  
172.30.254.203/49609 です（ローカル RTP IP アドレス /ポート ペアは 10.130.56.3/49608、RTCP ポー       
トは 49609）。

値が 259 の別の LCN は外部 RTP IP アドレス /ポート ペアが 172.30.254.203/49606、RTCP IP アドレ           
ス / ポート ペアが 172.30.254.203/49607 です（ローカル RTP IP アドレス / ポート ペアは      
10.130.56.3/49606、RTCP ポートは 49607）。

関連コマンド コマンド 説明

debug h323 H.323 のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
inspect h323 H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。
show h245 低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245   

セッションの情報を表示します。

show h323-ras FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表示します。
timeout H.225 および H.323 に関連したアイドル タイムアウトを設定します。
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show h323-ras
ゲートキーパと H.323 エンドポイント間の FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表       
示するには、特権 EXEC モードで show h323-ras コマンドを使用します。

show h323-ras

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show h323-ras コマンドは、ゲートキーパーと H.323 エンドポイント間の FWSM に確立された H.323       
RAS セッションの情報を表示します。H.323 RAS インスペクション エンジンに関する問題のトラブ    
ルシューティングを行う場合は、このコマンドと debug h323 ras event および show local-host コマ        
ンドを組み合わせて使用します。

show h323-ras コマンドは、H.323 インスペクション エンジン問題のトラブルシューティングに役立    
つ接続情報を表示します。説明については、inspect protocol h323 {h225 | ras} コマンドのページを      
参照してください。

例 次に、show h323-ras コマンドの出力例を示します。

hostname# show h323-ras
Total: 1
 | GK | Caller
 | 172.30.254.214 10.130.56.14

この出力は、ゲートキーパー 172.30.254.214 とそのクライアント 10.130.56.14 の間にアクティブな    
レジストレーションが 1 つ存在することを示します。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug h323 H.323 のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
inspect h323 H.323 アプリケーション検査をイネーブルにします。
show h245 低速起動を使用するエンドポイントによって FWSM に確立された H.245   

セッションの情報を表示します。

show h323-ras FWSM に確立された H.323 RAS セッションの情報を表示します。
timeout H.225 および H.323 に関連したアイドル タイムアウトを設定します。
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show history
入力済みのコマンドを表示するには、ユーザ EXEC モードで show history コマンドを使用します。

show history

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show history コマンドを使用すると、入力済みのコマンドを表示できます。コマンドを個別に調べ 
るには、上下の矢印を使用します。直前の入力行を表示するには ^pを、次の行を表示するには ^n
を入力します。

例 次に、ユーザ EXEC モードの場合に、入力済みのコマンドを表示する例を示します。

hostname> show history
show history
help
show history

次に、特権 EXEC モードの場合に、入力済みのコマンドを表示する例を示します。

hostname# show history
show history
help
show history
enable
show history

次に、グローバル コンフィギュレーション モードの場合に、入力済みのコマンドを表示する例を  
示します。

hostname(config)# show history
show history
help
show history
enable
show history
config t 
show history

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。
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関連コマンド

show idb
インターフェイス記述子ブロックのステータス情報を表示するには、特権 EXEC モードで show idb    
コマンドを使用します。

show idb

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IDB はインターフェイス リソースを表す内部データ構造です。出力の説明については、「例」を参  
照してください。

コマンド 説明

help 指定したコマンドのヘルプ情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show idb コマンドの出力例を示します。

hostname# show idb
Maximum number of Software IDBs 16464.  In use 14.                                                  

                   HWIDBs     SWIDBs                                    
            Active 3          13
          Inactive 1          1
        Total IDBs 4          14
 Size each (bytes) 156        260
       Total bytes 624        3640

HWIDB#  1 0x2e63b40  EOBC
HWIDB#  2 0x2e4fd00  Vlan
HWIDB#  3 0x2e5f670  Vlan

SWIDB#  1 0x02e4fdc8 0xffffffff Vlan UP UP
SWIDB#  2 0x04b97970 0xffffffff Vlan20 UP UP
SWIDB#  3 0x04b98c58 0xffffffff Vlan22 UP UP
SWIDB#  4 0x04b98e48 0xffffffff Vlan34 UP UP
SWIDB#  5 0x04b99038 0xffffffff Vlan35 UP UP
SWIDB#  6 0x04b99228 0xffffffff Vlan36 UP UP
SWIDB#  7 0x04b99418 0xffffffff Vlan37 UP UP
SWIDB#  8 0x04b99608 0xffffffff Vlan38 UP UP
SWIDB#  9 0x04b997f8 0xffffffff Vlan124 UP UP
SWIDB# 10 0x04b999f8 0xffffffff Vlan136 UP UP
SWIDB# 11 0x04b99bf8 0xffffffff Vlan137 UP UP
SWIDB# 12 0x02e5f738 0xffffffff Vlan UP UP
SWIDB# 13 0x02e63c08 0x00000103 EOBC UP UP

各フィールドおよび説明は次のとおりです。

関連コマンド

フィールド 説明

HWIDBs すべての HWIDB の統計情報を表示します。HWIDB はシステムのハードウェア   
ポートごとに作成されます。

SWIDBs すべての SWIDB の統計情報を表示します。SWIDB はシステムのインターフェイ   
スごと、およびコンテキストに割り当てられたインターフェイスごとに作成され

ます。

その他の内部ソフトウェア モジュールによって IDB が作成されることもありま   
す。

HWIDB# ハードウェア インターフェイス エントリを指定します。各行に IDB のシーケン    
ス番号、アドレス、およびインターフェイス名が表示されます。

SWIDB# ソフトウェア インターフェイス エントリを指定します。各行に IDB のシーケン    
ス番号、アドレス、対応する vPif id、およびインターフェイス名が表示されます。

PEER IDB# コンテキストに割り当てられるインターフェイスを指定します。各行に IDB の  
シーケンス番号、アドレス、対応する vPif id、コンテキスト ID、およびインター   
フェイス名が表示されます。

コマンド 説明

interface インターフェイスを設定し、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。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。
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show igmp groups
FWSM に直接接続され、IGMP を通して学習されたレシーバーを含むマルチキャスト グループを表   
示するには、特権 EXEC モードで show igmp groups コマンドを使用します。

show igmp groups [[reserved | group] [if_name] [detail]] | summary]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン オプションの引数およびキーワードをすべて省略した場合、show igmp groups コマンドは直接接続   
されたすべてのマルチキャスト グループを、グループ アドレス、インターフェイス タイプ、およ   
びインターフェイス番号で表示します。

例 次に、show igmp groups コマンドの出力例を示します。

hostname# show igmp groups

IGMP Connected Group Membership
Group Address    Interface            Uptime    Expires   Last Reporter
224.1.1.1        inside               00:00:53  00:03:26  192.168.1.6

関連コマンド

detail （任意）送信元の詳細な説明を表示します。

group （任意）IGMP グループのアドレス。このオプション引数によって、指定し 
たグループのみが表示されます。

if_name （任意）指定したインターフェイスのグループ情報を表示します。

reserved （任意）予約済みグループの情報を表示します。

summary （任意）グループ加入サマリー情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show igmp interface インターフェイスのマルチキャスト情報を表示します。



第 26章      show debug ～ show ipv6 traffic コマンド
show igmp traffic  

26-27
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

show igmp traffic
IGMP トラフィック統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show igmp traffic コマンドを使       
用します。

show igmp traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show igmp traffic コマンドの出力例を示します。

hostname# show igmp traffic

IGMP Traffic Counters
Elapsed time since counters cleared: 00:02:30
                             Received     Sent
Valid IGMP Packets              3           6
Queries                         2           6
Reports                         1           0
Leaves                          0           0
Mtrace packets                  0           0
DVMRP packets                   0           0
PIM packets                     0           0

Errors:
Malformed Packets               0
Martian source                  0
Bad Checksums                   0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear igmp counters すべての IGMP 統計情報カウンタをクリアします。
clear igmp traffic IGMP トラフィック カウンタをクリアします。
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show interface
VLAN（仮想 LAN）設定に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show interface コマン      
ドを使用します。

show interface [interface_name] [detail | stats | {ip [brief]}]

シンタックスの説明

デフォルト オプションを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの基本的な統計情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、インターフェイスのステータスを表示できます。ID（VLAN または 
マッピング名として）、またはインターフェイスの名前を指定できます。

出力内の廃棄済みパケットの統計情報は、インターフェイスに着信したにもかかわらず、宛先が

FWSM でないパケットのレコードを示します。これらのパケットには、スイッチによってフラッ 
ディングされたトラフィック、マルチキャストおよびブロードキャスト トラフィック（FWSM が  
これらをリレーするように設定されていない場合）、および妥当性検査に失敗したパケット（IP 長 
とレイヤ 2 長が一致しないパケットやチェックサムが不正なパケットなど）が含まれます。このカ  
ウンタには、セキュリティ ポリシーによって廃棄されたパケットは反映されません。

interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別します。
detail （任意）インターフェイス設定の詳細を表示します。

stats （任意）インターフェイスの統計情報を表示します。

ip （任意）インターフェイスの IP 設定に関する情報を表示します。
brief （任意）インターフェイスの IP 設定に関する簡易情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは、新しいインターフェイス番号方式を追加し、明確にする

ための stats キーワード、および detail キーワードを追加するように変更さ   
れました。
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例 次に、show interface コマンドの出力例を示します。

hostname# show interface
Interface Vlan20 "outsidedmz", is down, line protocol is down
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 10.0.0.1, subnet mask 255.0.0.0
  Traffic Statistics for "outsidedmz":
        0 packets input, 0 bytes
        0 packets output, 0 bytes
        0 packets dropped
Interface Vlan55 "inside", is up, line protocol is up
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 192.168.62.20, subnet mask 255.255.255.0
  Traffic Statistics for "inside":
        14582034 packets input, 2171077656 bytes
        406297 packets output, 243028833 bytes
        14812043 packets dropped
Interface Vlan56 "outside", is up, line protocol is up
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 10.1.1.1, subnet mask 255.0.0.0
  Traffic Statistics for "outside":
        0 packets input, 0 bytes
        33 packets output, 2244 bytes
        569730 packets dropped
Interface Vlan80 "", is up, line protocol is up
        Available but not configured via nameif

次に、show interface コマンドのフィールドの説明を示します。

フィールド 説明

Interface ID インターフェイス ID。コンテキスト内では、allocate-interface コマンドに  
visible キーワードを設定した場合を除き、マッピング名（名前が設定されて 
いる場合）が表示されます。

“interface_name” nameif コマンドで設定されたインターフェイス名。システム内では名前を 
設定できないため、システム実行スペースの場合、このフィールドはブラン

クです。名前を設定しなかった場合、Hardware 行のあとに次のメッセージ 
が表示されます。

Available but not configured via nameif

is state 管理状態は次のとおりです。

 • up ― インターフェイスはシャットダウンしていません。

 • administratively down ― shutdown コマンドによってインターフェイスは    
シャットダウンしています。

Line protocol is state 回線ステータスは、次のとおりです。

 • up ― 作業ケーブルがネットワーク インターフェイスに装着されていま   
す。

 • down ― ケーブルが正しくないか、またはインターフェイス コネクタに   
装着されていません。
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message area 場合によってはメッセージが表示されることがあります。次の例を参照して

ください。

 • システム実行スペースの場合、次のメッセージが表示されることがあり

ます。

Available for allocation to a context

 • 名前を設定しない場合は、次のメッセージが表示されます。

Available but not configured via nameif

MAC address インターフェイスの MAC（メディア アクセス制御）アドレス
MTU 現在のインターフェイスで許可されているパケットの最大サイズ（バイト単

位）。インターフェイス名を設定しない場合、このフィールドには [MTU not  
set] と表示されます。

IP address ip address コマンドを使用して設定された、または DHCP サーバから受信さ    
れたインターフェイスの IP アドレス。システム内では IP アドレスを設定で    
きないため、システム実行スペースの場合、このフィールドには [IP address  
unassigned] と表示されます。

Subnet mask IP アドレスのサブネット マスク
Traffic Statistics: 受信、送信、または破棄したパケット数

Packets input 受信したパケット数とバイト数

Packets output 送信したパケット数とバイト数

Packets dropped 破棄したパケット数

フィールド 説明
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次に、show interface detail コマンドの出力例を示します。

hostname# show interface detail
Interface Vlan20 "outsidedmz", is down, line protocol is down
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 10.0.0.1, subnet mask 255.0.0.0
  Traffic Statistics for "outsidedmz":
        0 packets input, 0 bytes
        0 packets output, 0 bytes
        0 packets dropped
  Control Point Interface States:
        Interface number is 1
        Interface config status is active
        Interface state is not active
  Control Point Vlan20 States:
        Interface vlan config status is not active
        Interface vlan state is UP
Interface Vlan55 "inside", is up, line protocol is up
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 172.23.62.20, subnet mask 255.255.255.0
  Traffic Statistics for "inside":
        14582811 packets input, 2171191886 bytes
        406469 packets output, 243041933 bytes
        14812823 packets dropped
  Control Point Interface States:
        Interface number is 2
        Interface config status is active
        Interface state is active
  Control Point Vlan55 States:
        Interface vlan config status is active
        Interface vlan state is UP
Interface Vlan56 "outside", is up, line protocol is up
        MAC address 000f.90d7.1a00, MTU 1500
        IP address 1.1.1.1, subnet mask 255.0.0.0
  Traffic Statistics for "outside":
        0 packets input, 0 bytes
        33 packets output, 2244 bytes
        570042 packets dropped
  Control Point Interface States:
        Interface number is 3
        Interface config status is active
        Interface state is active
  Control Point Vlan56 States:
        Interface vlan config status is active
        Interface vlan state is UP
  Asymmetrical Routing Statistics:
        Received 0 packets
        Transmitted 163 packets
        Dropped 0 packets 
Interface Vlan80 "", is up, line protocol is up
        Available but not configured via nameif
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次に、 show interface detail コマンドのフィールドの説明を示します。

関連コマンド

フィールド 説明

Control Point Interface States:

Interface number 現在のインターフェイスが作成された順番を示すデバッギング用の番

号（0 から開始）
Interface config status 管理状態は次のとおりです。

 • active ― インターフェイスはシャットダウンしていません。

 • not active ― shutdown コマンドによってインターフェイスは
シャットダウンしています。

Interface state インターフェイスの実際の状態。通常、この状態は上記の config status  
と一致します。ハイ アベイラビリティが設定されている場合、FWSM 
は必要に応じてインターフェイスをアップまたはダウンにするため、

不一致が生じることがあります。

Control Point vlan States:

Interface vlan config 
status

管理状態は次のとおりです。

 • active ― インターフェイスはシャットダウンしていません。

 • not active ― shutdown コマンドによってインターフェイスは
シャットダウンしています。

Interface vlan state インターフェイスの実際の状態。通常、この状態は上記の config status  
と一致します。ハイ アベイラビリティが設定されている場合、FWSM 
は必要に応じてインターフェイスをアップまたはダウンにするため、

不一致が生じることがあります。

Asymmetrical Routing Statistics:

Received X1 packets このインターフェイスで受信した ASR パケット数
Transmitted X2 packets このインターフェイスで送信した ASR パケット数
Dropped X3 packets このインターフェイスで廃棄した ASR パケット数。インターフェイス  

がダウンしている場合にパケットを転送しようとすると、パケットが

廃棄されることがあります。

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

clear interface show interface コマンドのカウンタをクリアします。
interface インターフェイスを設定し、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。
nameif インターフェイス名を設定します。

show interface ip brief インターフェイス IP アドレスおよびステータスを表示します。
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show interface ip brief
インターフェイスの IP アドレスおよびステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show     
interface ip brief コマンドを使用します。

show interface [interface interface_name] ip brief

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードでは、allocate-interface コマンドでインターフェイス ID をマッピング     
した場合に、コンテキスト内で指定できるのは、マッピング名またはインターフェイス名のみです。

例 次に、show ip brief  コマンドの出力例を示します。

hostname# show interface ip brief
Interface                  IP-Address      OK? Method  Status                Protocol
Vlan10 209.165.200.226 YES CONFIG  up                    up
Vlan40 unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan41 10.1.1.50       YES manual  administratively down down
Vlan42 192.168.2.6     YES DHCP    administratively down down

次に、show interface ip brief コマンドのフィールド説明を示します。

interface interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別し 
ます。

 ip brief （任意）インターフェイスの IP 設定に関する簡易情報を表示します。 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

フィールド 説明

Interface インターフェイス ID、またはマルチ コンテキスト モードで allocate-interface コ     
マンドを使用してインターフェイスを設定した場合は、マッピング名 

IP-Address インターフェイスの IP アドレス
OK? このカラムは現在使用されていません。常に [Yes] が表示されます。
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関連コマンド

Method インターフェイスでの IP アドレス受信方法。値は次のとおりです。

 • unset ― IP アドレスが設定されていません。

 • manual ― 実行コンフィギュレーションを設定しました。

 • CONFIG ― スタートアップ コンフィギュレーションからロードされました。

 • DHCP ― DHCP サーバから受信しました。
Status 管理状態は次のとおりです。

 • up ― インターフェイスはシャットダウンしていません。

 • administratively down ― shutdown コマンドによってインターフェイスは    
シャットダウンしています。

Protocol 回線ステータスは、次のとおりです。

 • up ― 作業ケーブルがネットワーク インターフェイスに装着されています。

 • down ― ケーブルが正しくないか、またはインターフェイス コネクタに装着   
されていません。

フィールド 説明

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブインターフェ 
イスを割り当てます。

interface インターフェイスを設定し、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。

ip address インターフェイスの IP アドレス、またはトランスペアレント ファイア   
ウォールの管理 IP アドレスを設定します。

nameif インターフェイス名を設定します。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。
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show ip address
インターフェイスの IP アドレス、またはトランスペアレント モードの場合に管理 IP アドレスを表     
示するには、特権 EXEC モードで show ip address コマンドを使用します。

show ip address [interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの IP アドレスが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ハイ アベイラビリティを設定したプライマリ IP アドレス（出力内では [System]）、   
および現在の IP アドレスを表示します。装置がアクティブな場合、システム IP アドレスと現在の    
IP アドレスは一致します。装置がスタンバイの場合、現在の IP アドレスにはスタンバイ アドレス    
が表示されます。

例 次に、show ip address  コマンドの出力例を示します。

hostname# show ip address
System IP Addresses:
Interface                Name         IP address      Subnet mask       Method 
Vlan20        mgmt         10.7.12.100     255.255.255.0     CONFIG 
Vlan22        inside       10.1.1.100      255.255.255.0     CONFIG 
Vlan34        outside      209.165.201.2   255.255.255.224   DHCP
Vlan35        dmz          209.165.200.225 255.255.255.224   manual
Current IP Addresses:
Interface                Name         IP address      Subnet mask       Method 
Vlan36       mgmt         10.7.12.100     255.255.255.0     CONFIG 
Vlan37       inside       10.1.1.100      255.255.255.0     CONFIG 
Vlan38       outside      209.165.201.2   255.255.255.224   DHCP
Vlan124       dmz          209.165.200.225 255.255.255.224   manual

現在の IP アドレスは、フェールオーバー アクティブ モジュールのシステム IP アドレスと同じで      
す。プライマリ モジュールに障害が発生すると、現在の IP アドレスがスタンバイ モジュールの IP     
アドレスになります。

次に、show ip address コマンドのフィールド説明を示します。

interface interface_name （任意）指定したインターフェイスの統計情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

フィールド 説明

Interface インターフェイス ID
Name nameif コマンドで設定されたインターフェイス名
IP address インターフェイスの IP アドレス
Subnet mask IP アドレスのサブネット マスク
Method インターフェイスでの IP アドレス受信方法。値は次のとおりです。

 • unset ― IP アドレスが設定されていません。

 • manual ― 実行コンフィギュレーションを設定しました。

 • CONFIG ― スタートアップ コンフィギュレーションからロードされまし   
た。

 • DHCP ― DHCP サーバから受信しました。

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブインター 
フェイスを割り当てます。

interface インターフェイスを設定し、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。

nameif インターフェイス名を設定します。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示しま 
す。

show interface ip brief インターフェイス IP アドレスおよびステータスを表示します。
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show ip verify statistics
ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）機能によって廃棄されたパケット数を表示するには、   
特権 EXEC モードで show ip verify statistics コマンドを使用します。ユニキャスト RPF をイネーブ        
ルにするには、ip verify reverse-path コマンドを使用します。

show ip verify statistics [interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、すべてのインターフェイスの統計情報を表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ip verify statistics  コマンドの出力例を示します。

hostname# show ip verify statistics
interface outside: 2 unicast rpf drops
interface inside: 1 unicast rpf drops
interface intf2: 3 unicast rpf drops

関連コマンド

interface interface_name （任意）指定したインターフェイスの統計情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ip verify reverse-path ip verify reverse-path 設定を消去します。
clear ip verify statistics ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）統計   

情報を消去します。

ip verify reverse-path IP スプーフィングを防止するためにユニキャスト 
RPF 機能をイネーブルにします。

show running-config ip verify reverse-path ip verify reverse-path の設定を表示します。
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show ipsec sa
IPSec SA のリストを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC     
モードで show ipsec sa コマンドを使用します。このコマンドの代わりに show crypto ipsec sa 形式を        
使用することもできます。

show ipsec sa [entry | identity | map map-name | peer peer-addr ] [detail] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

detail （任意）表示対象に関する詳細なエラー情報を表示します。

entry （任意）IPSec SA をピア アドレスを基準に並べ替えて表示します。
identity （任意）IPSec SA を ID を基準に並べ替えて表示します（ESP 以外）。これ     

は短縮形式です。

map map-name （任意）指定した暗号マップに対応する IPSec SA を表示します。
peer peer-addr （任意）指定したピア IP アドレスに対応する IPSec SA を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec SA を表示する例を    
示します。

hostname(config)# show ipsec sa
interface: outside2
    Crypto map tag: def, local addr: 10.132.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (172.20.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 172.20.0.21
      dynamic allocated peer ip: 10.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1145, #pkts decrypt: 1145, #pkts verify: 1145
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 10.132.0.17, remote crypto endpt.: 172.20.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    inbound esp sas:
      spi: 0x1E8246FC (511854332)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 548
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0xDC15BF68 (3692412776)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 548
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y

    Crypto map tag: def, local addr: 10.132.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
hostname(config)# 
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次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、暗号マップ def に対応した    
IPSec SA を表示する例を示します。

hostname(config)# show ipsec sa map def
cryptomap: def
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (10.132.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 10.132.0.21
      dynamic allocated peer ip: 90.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1146, #pkts decrypt: 1146, #pkts verify: 1146
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.132.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    inbound esp sas:
      spi: 0x1E8246FC (511854332)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 480
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0xDC15BF68 (3692412776)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 480
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y

    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.132.0/255.255.255.0/0/0)
      current_peer: 10.135.1.8
      dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

      #pkts encaps: 73672, #pkts encrypt: 73672, #pkts digest: 73672
      #pkts decaps: 78824, #pkts decrypt: 78824, #pkts verify: 78824
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 73672, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.135.1.8

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: 3B6F6A35

    inbound esp sas:
      spi: 0xB32CF0BD (3006066877)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 263
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0x3B6F6A35 (997157429)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
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         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 263
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
hostname(config)#

次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、キーワード entry に対応し    
た IPSec SA を表示する例を示します。

hostname(config)# show ipsec sa entry
peer address: 10.132.0.21
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (10.132.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 10.132.0.21
      dynamic allocated peer ip: 90.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1147, #pkts decrypt: 1147, #pkts verify: 1147
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.132.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    inbound esp sas:
      spi: 0x1E8246FC (511854332)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 429
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0xDC15BF68 (3692412776)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 429
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y

peer address: 10.135.1.8
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.132.0/255.255.255.0/0/0)
      current_peer: 10.135.1.8
      dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

      #pkts encaps: 73723, #pkts encrypt: 73723, #pkts digest: 73723
      #pkts decaps: 78878, #pkts decrypt: 78878, #pkts verify: 78878
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 73723, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.135.1.8

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: 3B6F6A35
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    inbound esp sas:
      spi: 0xB32CF0BD (3006066877)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 212
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0x3B6F6A35 (997157429)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 212
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
hostname(config)#

次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、キーワード entry detail を     
使用して IPSec SA を表示する例を示します。

hostname(config)# show ipsec sa entry detail
peer address: 10.132.0.21
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (10.132.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 10.132.0.21
      dynamic allocated peer ip: 90.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1148, #pkts decrypt: 1148, #pkts verify: 1148
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #pkts no sa (send): 0, #pkts invalid sa (rcv): 0
      #pkts encaps failed (send): 0, #pkts decaps failed (rcv): 0
      #pkts invalid prot (rcv): 0, #pkts verify failed: 0
      #pkts invalid identity (rcv): 0, #pkts invalid len (rcv): 0
      #pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv): 0
      #pkts replay failed (rcv): 0
      #pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (rcv): 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.132.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    inbound esp sas:
      spi: 0x1E8246FC (511854332)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 322
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0xDC15BF68 (3692412776)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 3, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 322
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
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peer address: 10.135.1.8
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.132.0/255.255.255.0/0/0)
      current_peer: 10.135.1.8
      dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

      #pkts encaps: 73831, #pkts encrypt: 73831, #pkts digest: 73831
      #pkts decaps: 78989, #pkts decrypt: 78989, #pkts verify: 78989
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 73831, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #pkts no sa (send): 0, #pkts invalid sa (rcv): 0
      #pkts encaps failed (send): 0, #pkts decaps failed (rcv): 0
      #pkts invalid prot (rcv): 0, #pkts verify failed: 0
      #pkts invalid identity (rcv): 0, #pkts invalid len (rcv): 0
      #pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv): 0
      #pkts replay failed (rcv): 0
      #pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (rcv): 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.135.1.8

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: 3B6F6A35

    inbound esp sas:
      spi: 0xB32CF0BD (3006066877)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 104
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
    outbound esp sas:
      spi: 0x3B6F6A35 (997157429)
         transform: esp-3des esp-md5-hmac
         in use settings ={RA, Tunnel, }
         slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: def
         sa timing: remaining key lifetime (sec): 104
         IV size: 8 bytes
         replay detection support: Y
hostname(config)#
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次に、キーワード identity を使用して IPSec SA を表示する例を示します。

hostname(config)# show ipsec sa identity
interface: outside2
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (10.132.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 10.132.0.21
      dynamic allocated peer ip: 90.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1147, #pkts decrypt: 1147, #pkts verify: 1147
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.132.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.132.0/255.255.255.0/0/0)
      current_peer: 10.135.1.8
      dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

      #pkts encaps: 73756, #pkts encrypt: 73756, #pkts digest: 73756
      #pkts decaps: 78911, #pkts decrypt: 78911, #pkts verify: 78911
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 73756, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #send errors: 0, #recv errors: 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.135.1.8

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: 3B6F6A35
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次に、キーワード identity および detail を使用して IPSec SA を表示する例を示します。

hostname(config)# show ipsec sa identity detail
interface: outside2
    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (10.132.0.21/255.255.255.255/0/0)
      current_peer: 10.132.0.21
      dynamic allocated peer ip: 90.135.1.5

      #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
      #pkts decaps: 1147, #pkts decrypt: 1147, #pkts verify: 1147
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #pkts no sa (send): 0, #pkts invalid sa (rcv): 0
      #pkts encaps failed (send): 0, #pkts decaps failed (rcv): 0
      #pkts invalid prot (rcv): 0, #pkts verify failed: 0
      #pkts invalid identity (rcv): 0, #pkts invalid len (rcv): 0
      #pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv): 0
      #pkts replay failed (rcv): 0
      #pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (rcv): 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.132.0.21

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: DC15BF68

    Crypto map tag: def, local addr: 172.20.0.17

      local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
      remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.132.0/255.255.255.0/0/0)
      current_peer: 10.135.1.8
      dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

      #pkts encaps: 73771, #pkts encrypt: 73771, #pkts digest: 73771
      #pkts decaps: 78926, #pkts decrypt: 78926, #pkts verify: 78926
      #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
      #pkts not compressed: 73771, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
      #pkts no sa (send): 0, #pkts invalid sa (rcv): 0
      #pkts encaps failed (send): 0, #pkts decaps failed (rcv): 0
      #pkts invalid prot (rcv): 0, #pkts verify failed: 0
      #pkts invalid identity (rcv): 0, #pkts invalid len (rcv): 0
      #pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv): 0
      #pkts replay failed (rcv): 0
      #pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (rcv): 0

      local crypto endpt.: 172.20.0.17, remote crypto endpt.: 10.135.1.8

      path mtu 1500, ipsec overhead 60, media mtu 1500
      current outbound spi: 3B6F6A35

関連コマンド コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、   

ISAKMP ネゴシエーションをイネーブルにします。
show running-config isakmp アクティブな ISAKMP 設定をすべて表示します。
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show ipsec sa summary
IPSec SA のサマリーを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC     
モードで show ipsec sa summary コマンドを使用します。

show ipsec sa summary

シンタックスの説明 このコマンドには、引数または変数はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、次の接続タイプ別に IPSec   
SA のサマリーを表示する例を示します。

 • IPSec

 • IPSec over UDP

 • IPSec over NAT-T

 • IPSec over TCP

 • IPSec VPN ロードバランス
hostname(config)# show ipsec sa summary

Current IPSec SA's:            Peak IPSec SA's:
IPSec            :     2         Peak Concurrent SA  :    14
IPSec over UDP   :     2         Peak Concurrent L2L :     0
IPSec over NAT-T :     4         Peak Concurrent RA  :    14
IPSec over TCP   :     6
IPSec VPN LB     :     0
Total            :    14
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear ipsec sa IPSec SA 全体を削除するか、または特定のパラメータに基づいて削除しま  
す。

show ipsec sa IPSec SA のリストを表示します。
show ipsec stats IPSec 統計情報のリストを表示します。
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show ipsec stats
IPSec の統計情報のリストを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権   
EXEC モードで show ipsec stats コマンドを使用します。

show ipsec stats 

シンタックスの説明 このコマンドには、キーワードまたは変数はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec の統計情報を表示す   
る例を示します。

hostname(config)# show ipsec stats

IPsec Global Statistics
-----------------------
Active tunnels: 2
Previous tunnels: 9
Inbound
    Bytes: 4933013
    Decompressed bytes: 4933013
    Packets: 80348
    Dropped packets: 0
    Replay failures: 0
    Authentications: 80348
    Authentication failures: 0
    Decryptions: 80348
    Decryption failures: 0
Outbound
    Bytes: 4441740
    Uncompressed bytes: 4441740
    Packets: 74029
    Dropped packets: 0
    Authentications: 74029
    Authentication failures: 0
    Encryptions: 74029
    Encryption failures: 0
Protocol failures: 0
Missing SA failures: 0
System capacity failures: 0
hostname(config)# 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show ipv6 access-list
IPv6 アクセス リストを表示するには、特権 EXEC モードで show ipv6 access-list コマンドを使用し        
ます。IPv6 アクセス リストによって、FWSM を通過できる IPv6 トラフィックが決まります。

show ipv6 access-list [id [source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address]]

シンタックスの説明

デフォルト すべての IPv6 アクセス リストを表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ipv6 access-list コマンドの出力は、情報が IPv6 固有である点を除いて、show ip access-list コマ        
ンドの出力と似ています。

コマンド 説明

clear ipsec sa 指定したパラメータに基づいて IPSec SA またはカウンタをクリア   
します。

crypto ipsec transform-set トランスフォーム セットを定義します。
show ipsec sa 指定したパラメータに基づいて IPSec SA を表示します。
show ipsec sa summary IPSec SA のサマリーを表示します。

any （任意）IPv6 プレフィクス ::/0 の短縮形。
host source-ipv6-address （任意）特定のホストの IPv6 アドレス。このオプションを指定し  

た場合は、指定したホストのアクセス ルールのみが表示されま 
す。

id （任意）アクセス リストの名前。このオプションを指定した場合、 
指定したアクセス リストのみが表示されます。

source-ipv6-prefix /prefix-length （任意）IPv6 ネットワークのアドレスおよびプレフィクス。この 
オプションを指定した場合は、指定した IPv6 ネットワークのア  
クセス ルールのみが表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show ipv6 access-list コマンドの出力例を示します。名前が inbound、tcptraffic、および outbound     
である IPv6 アクセス リストが表示されます。

hostname# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
    permit tcp any any eq bgp reflect tcptraffic (8 matches) sequence 10
    permit tcp any any eq telnet reflect tcptraffic (15 matches) sequence 20
    permit udp any any reflect udptraffic sequence 30
IPv6 access list tcptraffic (reflexive) (per-user)
    permit tcp host 2001:0DB8:1::1 eq bgp host 2001:0DB8:1::2 eq 11000 timeout 300 
(time 
        left 243) sequence 1
    permit tcp host 2001:0DB8:1::1 eq telnet host 2001:0DB8:1::2 eq 11001 timeout 300 
        (time left 296) sequence 2
IPv6 access list outbound
    evaluate udptraffic
    evaluate tcptraffic

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 アクセス リストを作成します。
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show ipv6 interface
IPv6 が設定されたインターフェイスのステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show ipv6     
interface コマンドを使用します。

show ipv6 interface [brief] [if_name [prefix]]

シンタックスの説明

デフォルト すべての IPv6 インターフェイスが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ipv6 interface コマンドの出力は、情報が IPv6 固有である点を除いて、show interface コマン       
ドの出力と似ています。インターフェイス ハードウェアが使用可能な場合、インターフェイスは 
[up] とマークされます。インターフェイスで双方向通信が可能な場合、ライン プロトコルには [up]   
とマークされます。

インターフェイス名を指定しない場合は、すべての IPv6 インターフェイスの情報が表示されます。  
インターフェイス名を指定すると、指定したインターフェイスに関する情報が表示されます。

例 次に、show ipv6 interfaceコマンドの出力例を示します。

hostname# show ipv6 interface outside
interface Vlan101 “outside” is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is 2001:0DB8::/29 [TENTATIVE]
  Global unicast address(es):
    2000::2, subnet is 2000::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF11:6770
  MTU is 1500 bytes
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 milliseconds
  ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds

brief IPv6 ステータスの概要および各インターフェイスの設定を表示します。
if_name （任意）nameifコマンドで指定された内部または外部インターフェイス名。指

定されたインターフェイスのステータスおよび設定のみが表示されます。

prefix （任意）ローカル IPv6 プレフィクス プールから生成されたプレフィクス。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、show ipv6 interface コマンドに brief キーワードを指定した場合の出力例を示します。

hostname# show ipv6 interface brief
outside [up/up]
    unassigned
inside [up/up]
    fe80::20d:29ff:fe1d:69f0
    fec0::a:0:0:a0a:a70
vlan101 [up/up]
    fe80::20d:29ff:fe1d:69f0
    fec0::65:0:0:a0a:6570
dmz-ca [up/up]
    unassigned

次に、show ipv6 interface コマンドの出力例を示します。アドレスからプレフィクスを生成したイ   
ンターフェイスの特性が表示されます。

hostname# show ipv6 interface inside prefix
IPv6 Prefix Advertisements inside
Codes: A - Address, P - Prefix-Advertisement, O - Pool
       U - Per-user prefix, D - Default       N - Not advertised, C - Calendar

AD      fec0:0:0:a::/64 [LA] Valid lifetime 2592000, preferred lifetime 604800
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show ipv6 neighbor
IPv6 ネイバ検出キャッシュ情報を表示するには、特権 EXEC モードで show ipv6 neighbor コマンド       
を使用します。

show ipv6 neighbor [if_name | address]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ipv6 neighbor コマンドで表示される情報は、次のとおりです。

 • IPv6 Address ― ネイバまたはインターフェイスの IPv6 アドレス。

 • Age ― アドレスが到達可能に設定されてからの時間（分単位）。ハイフン（-）はスタティック  
エントリを示します。

 • Link-layer Addr ― MAC（メディア アクセス制御）アドレス。アドレスが不明な場合は、ハイ    
フン（-）が表示されます。

 • State ― ネイバ キャッシュ エントリの状態。

（注） 到達可能性の検出は、IPv6 ネイバ検出キャッシュ内のスタティック エントリには適用され  
ません。したがって、ダイナミック キャッシュ エントリとスタティック キャッシュ エン    
トリでは、INCMP（Incomplete）および REACH（Reachable）状態の記述が異なります。

次に、IPv6 ネイバ検出キャッシュ内のダイナミック エントリの有効な状態を示します。

－ INCMP ― （Incomplete）エントリにアドレス解決を実行中です。ネイバ送信要求メッセー  
ジがターゲットの送信要求ノード マルチキャスト アドレスに送信されましたが、対応する  
ネイバアドバタイズ メッセージがまだ受信されていません。

－ REACH ― （Reachable）直近の ReachableTime ミリ秒内に、ネイバへの転送パスが正常に    
機能していたというポジティブ確認を受信しました。REACH 状態の場合、デバイスはパ 
ケットを送信するときに特殊なアクションを実行しません。

address （任意）指定した IPv6 アドレスのネイバ検出キャッシュ情報のみが表示さ  
れます。

if_name （任意）nameif コマンドで設定された、指定インターフェイス名のキャッ
シュ情報のみが表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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－ STALE ― 転送パスが正常に機能していたというポジティブ確認を最後に受信してからの  
経過時間が、ReachableTime ミリ秒を超えました。STALE 状態の場合、デバイスはパケッ  
トを送信するまでアクションを実行しません。

－ DELAY ― 転送パスが正常に機能していたというポジティブ確認を最後に受信してからの  
経過時間が、ReachableTime ミリ秒を超えました。パケットは直近の 

DELAY_FIRST_PROBE_TIME 秒内に送信されました。DELAY 状態が開始してから  
DELAY_FIRST_PROBE_TIME 秒内に到達可能性の確認が、着信しなかった場合、ネイバ送 
信要求メッセージが送信され、状態が PROBE に変わります。

－ PROBE ― 到達可能性の確認が着信するまで、ネイバ送信要求メッセージを RetransTimer   
ミリ秒ごとに再送信することによって、到達可能性の確認をアクティブに要求します。

－ ???? ― 不明な状態。

次に、IPv6 ネイバ検出キャッシュ内のスタティック エントリの有効な状態を示します。

－ INCMP ― （Incomplete）このエントリのインターフェイスがダウンしています。

－ REACH ― （Reachable）このエントリのインターフェイスが起動しています。
 • Interface

アドレスに到達可能だったインターフェイス。

例 次に、インターフェイスを入力した場合の show ipv6 neighbor コマンドの出力例を示します。

hostname# show ipv6 neighbor inside
IPv6 Address                             Age Link-layer Addr State Interface
2000:0:0:4::2                              0 0003.a0d6.141e  REACH inside
FE80::203:A0FF:FED6:141E                   0 0003.a0d6.141e  REACH inside
3001:1::45a                                - 0002.7d1a.9472  REACH inside

次に、IPv6 アドレスを入力した場合の show ipv6 neighbor コマンドの出力例を示します。

hostname# show ipv6 neighbor 2000:0:0:4::2
IPv6 Address                             Age Link-layer Addr State Interface
2000:0:0:4::2                              0 0003.a0d6.141e  REACH inside

関連コマンド コマンド 説明

clear ipv6 neighbors IPv6 ネイバ検出キャッシュ内のエントリを、スタティック エントリを  
除いてすべて削除します。

ipv6 neighbor IPv6 ネイバ検出キャッシュ内のスタティック エントリを設定します。
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show ipv6 route
IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示するには、特権 EXEC モードで show ipv6 route コマンド        
を使用します。

show ipv6 route

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ipv6 route コマンドの出力は、情報が IPv6 固有である点を除いて、show route コマンドの出力       
と似ています。

IPv6 ルーティング テーブルに表示される情報は、次のとおりです。

 • Codes ― ルートの取得元プロトコルを指定します。値は次のとおりです。

－ C ― 接続済み。

－ L ― ローカル。

－ S ― スタティック。

－ R ― RIP により取得。

－ B ― BGP により取得。

－ I1 ― Integrated IS-IS Level 1（ISIS L1）により取得。

－ I2 ― Integrated IS-IS Level 2（ISIS L2）により取得。

－ IA ― Integrated IS-IS interarea（ISIS interarea）により取得。

 • fe80::/10 ― リモート ネットワークの IPv6 プレフィクスを指定します。

 • [0/0] ― カッコ内の最初の数字は情報元の管理距離、2 番めの数字はルートのメトリックです。

 • via :: ― リモート ネットワークに対する次のルータのアドレスを指定します。

 • inside ― 指定されたネットワークに対する次のルータに到達できるインターフェイスを指定し  
ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show ipv6 routeコマンドの出力例を示します。

hostname# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
L   fe80::/10 [0/0]
     via ::, inside
     via ::, vlan101
L   fec0::a:0:0:a0a:a70/128 [0/0]
     via ::, inside
C   fec0:0:0:a::/64 [0/0]
     via ::, inside
L   fec0::65:0:0:a0a:6570/128 [0/0]
     via ::, vlan101
C   fec0:0:0:65::/64 [0/0]
     via ::, vlan101
L   ff00::/8 [0/0]
     via ::, inside
     via ::, vlan101
S   ::/0 [0/0]
     via fec0::65:0:0:a0a:6575, vlan101

関連コマンド コマンド 説明

debug ipv6 route IPv6 ルーティング テーブル アップデートおよびルート キャッシュ アッ     
プデートのデバッグ メッセージを表示します。

ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルにスタティック エントリを追加します。
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show ipv6 routers
リンク上のルータから着信した IPv6 ルータ アドバタイズ情報を表示するには、特権 EXEC モード     
で show ipv6 routers コマンドを使用します。

show ipv6 routers [if_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイス名を指定しない場合は、すべての IPv6 インターフェイスの情報が表示されます。  
インターフェイス名を指定すると、指定したインターフェイスに関する情報が表示されます。

例 次に、インターフェイス名を入力しなかった場合の show ipv6 routers コマンドの出力例を示しま    
す。

hostname# show ipv6 routers
Router FE80::83B3:60A4 on outside, last update 3 min
  Hops 0, Lifetime 6000 sec, AddrFlag=0, OtherFlag=0
  Reachable time 0 msec, Retransmit time 0 msec
  Prefix 3FFE:C00:8007::800:207C:4E37/96 autoconfig
    Valid lifetime -1, preferred lifetime -1
Router FE80::290:27FF:FE8C:B709 on inside, last update 0 min
  Hops 64, Lifetime 1800 sec, AddrFlag=0, OtherFlag=0
  Reachable time 0 msec, Retransmit time 0 msec

関連コマンド

if_name （任意）nameif コマンドで指定された、情報を表示する内部または外部イ
ンターフェイス名。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルにスタティック エントリを追加します。
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show ipv6 traffic
IPv6 トラフィックに関する統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show ipv6 traffic コマン       
ドを使用します。

show ipv6 traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラフィック カウンタをクリアするには、clear ipv6 traffic コマンドを使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show ipv6 traffic コマンドの出力例を示します。

hostname# show ipv6 traffic
IPv6 statistics:
  Rcvd:  545 total, 545 local destination
         0 source-routed, 0 truncated
         0 format errors, 0 hop count exceeded
         0 bad header, 0 unknown option, 0 bad source
         0 unknown protocol, 0 not a router
         218 fragments, 109 total reassembled
         0 reassembly timeouts, 0 reassembly failures
  Sent:  228 generated, 0 forwarded
         1 fragmented into 2 fragments, 0 failed
         0 encapsulation failed, 0 no route, 0 too big
  Mcast: 168 received, 70 sent

ICMP statistics:
  Rcvd: 116 input, 0 checksum errors, 0 too short
        0 unknown info type, 0 unknown error type
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        0 router solicit, 60 router advert, 0 redirects
        31 neighbor solicit, 25 neighbor advert
  Sent: 85 output, 0 rate-limited
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        0 router solicit, 18 router advert, 0 redirects
        33 neighbor solicit, 34 neighbor advert

UDP statistics:
  Rcvd: 109 input, 0 checksum errors, 0 length errors
        0 no port, 0 dropped
  Sent: 37 output

TCP statistics:
  Rcvd: 85 input, 0 checksum errors
  Sent: 103 output, 0 retransmitted

関連コマンド コマンド 説明

clear ipv6 traffic IPv6 トラフィック カウンタをクリアします。
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27

show isakmp sa ～  
show route コマンド

show isakmp sa
IKE ランタイム SA データベースを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまた     
は特権 EXEC モードで show isakmp sa コマンドを使用します。

show isakmp sa [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

detail SA データベースに関する詳細出力を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン このコマンドの出力には次のフィールドが含まれます。

detail を指定しない場合

detail を指定した場合

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、SA データベースの詳細情   
報を表示する例を示します。

hostname(config)# show isakmp sa detail
hostname(config)# sho isakmp sa detail

IKE Peer  Type  Dir   Rky  State      Encrypt Hash  Auth    Lifetime
1 209.165.200.225 User  Resp  No   AM_Active  3des    SHA   preshrd 86400

IKE Peer  Type  Dir   Rky  State      Encrypt Hash  Auth    Lifetime
2 209.165.200.226 User  Resp  No   AM_ACTIVE  3des    SHA   preshrd 86400

IKE Peer  Type  Dir   Rky  State      Encrypt Hash  Auth    Lifetime
3 209.165.200.227 User  Resp  No   AM_ACTIVE  3des    SHA   preshrd 86400

IKE Peer  Type  Dir   Rky  State      Encrypt Hash  Auth    Lifetime
4 209.165.200.228 User  Resp  No   AM_ACTIVE  3des    SHA   preshrd 86400

hostname(config)# 

関連コマンド

表 27-1

IKE Peer Type Dir Rky State

209.165.200.225 L2L Init No MM_Active

表 27-2

IKE Peer Type Dir Rky State Encrypt Hash Auth Lifetime

209.165.200.225 L2L Init No MM_Active 3des md5 preshrd 86400

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show running-config isakmp アクティブな ISAKMP 設定をすべて表示します。
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show isakmp stats
実行時の統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show isakmp stats コマンドを使用します。

show isakmp stats 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの出力には次のフィールドが含まれます。

 • Global IKE Statistics

 • Active Tunnels

 • In Octets

 • In Packets

 • In Drop Packets

 • In Notifys

 • In P2 Exchanges

 • In P2 Exchange Invalids

 • In P2 Exchange Rejects

 • In P2 Sa Delete Requests

 • Out Octets

 • Out Packets

 • Out Drop Packets

 • Out Notifys

 • Out P2 Exchanges

 • Out P2 Exchange Invalids

 • Out P2 Exchange Rejects

 • Out P2 Sa Delete Requests

 • Initiator Tunnels

 • Initiator Fails

 • Responder Fails

 • System Capacity Fails

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • Auth Fails

 • Decrypt Fails

 • Hash Valid Fails

 • No Sa Fails

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、ISAKMP の統計情報を表   
示する例を示します。

hostname(config)# show isakmp stats
Global IKE Statistics
Active Tunnels: 132
Previous Tunnels: 132
In Octets: 195471
In Packets: 1854
In Drop Packets: 925
In Notifys: 0
In P2 Exchanges: 132
In P2 Exchange Invalids: 0
In P2 Exchange Rejects: 0
In P2 Sa Delete Requests: 0
Out Octets: 119029
Out Packets: 796
Out Drop Packets: 0
Out Notifys: 264
Out P2 Exchanges: 0
Out P2 Exchange Invalids: 0
Out P2 Exchange Rejects: 0
Out P2 Sa Delete Requests: 0
Initiator Tunnels: 0
Initiator Fails: 0
Responder Fails: 0
System Capacity Fails: 0
Auth Fails: 0
Decrypt Fails: 0
Hash Valid Fails: 0
No Sa Fails: 0
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show running-config isakmp アクティブな ISAKMP 設定をすべて表示します。
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show local-host
FWSM を通る現在の接続の開始元ホストの IP アドレスを表示するには、特権 EXEC モードで show      
local-host コマンドを使用します。このコマンドは、アドレス変換（存在する場合）、ホストごとの 
TCP 数、UDP 数、および初期接続数も表示します。

show local-host [ip_address] [detail] [all]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通常は、「ローカル ホスト」が開始元ホストです。ただし、IP アドレスのスタティック NAT（ネッ   
トワーク アドレス変換）を設定した場合は、接続の開始元でないホストも常にローカル ホストと  
して表示されます。

外部 NAT（スタティック NAT または NAT 免除）を設定した場合は、内部ホストが外部ホストと     
の接続の開始元であれば、show local-host の出力で内部ホストと外部ホストが両方ともローカル ホ   
ストとして表示されます。この機能を使用すると、両方のホストの接続制限を追跡できます。

初期接続の上限が設定されている場合に、この上限を超過すると、FWSM は TCP 代行受信を実行   
して、SYN 攻撃を防止します。TCP 代行受信がトリガーされると、 show local-host 出力に初期接続     
はこれ以上表示されなくなります。

接続制限は、nat や static コマンド、または set connection コマンドを使用して設定します。

all （任意）FWSM に対する接続を含めて、すべての開始元ホストを表示します。 
all キーワードを使用しない場合、FWSM に対する接続は表示されません。

detail （任意）ネットワーク状態の詳細を表示します。

ip_address （任意）開始元ホストの IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンドが   
変更されました。

2.3(1) SYN クッキーを使用するように TCP 代行受信機能が変更されたため、この   
コマンドでは初期接続の上限を超える初期接続が表示されなくなりました。
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例 次に、ローカル ホストのネットワーク状態を表示する例を示します。

hostname# show local-host
local host: <10.5.59.30>, tcp conn(s)/limit = 1/0, embryonic(s)/limit =
0/0 udp conn(s)/limit = 0/0
    Xlate(s):
        Global 10.5.59.30 Local 10.5.59.30

表 27-3 に各フィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 27-3 show local-host のフィールド

フィールド 説明

local host:<ip_address> ホストの IP アドレスを表示します。
tcp conn(s)/limit = x/y 現在の TCP 接続のあとに、接続制限を表示します。0 は制限が設定され   

ていないことを意味します。

embryonic(s)/limit = x/y 現在の初期接続のあとに、接続制限を表示します。0 は制限が設定され 
ていないことを意味します。

udp conn(s)/limit = x/y 現在の UDP 接続のあとに、接続制限を表示します。0 は制限が設定され   
ていないことを意味します。

Xlate(s): アドレス変換を表示します。NAT が設定されていない場合、または ID  
NAT または NAT 免除が設定されている場合、FWSM はローカル アドレ     
スとグローバル アドレスに同じアドレスを表示します。

コマンド 説明

clear local-host 接続を解除します。

nat ネットワークにグローバル IP アドレスのプールを対応付けます。
show conns 接続情報を表示します。

static アドレスをスタティックに変換します。

set connection 接続制限を設定します。
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show logging
ログ バッファに現在格納されているシステム ログ メッセージ、またはその他のロギング設定を表   
示するには、特権 EXEC モードで show logging コマンドを使用します。

show logging [message [syslog_id | all] | asdm | queue | setting]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン logging buffered コマンドを使用している場合に、キーワードを指定しないで show logging コマンド     
を使用すると、現在のメッセージ バッファおよび現在の設定が表示されます。

show logging queue コマンドを使用すると、次の項目を表示できます。

 • キュー内のメッセージ数

 • キュー内の記録済みメッセージの最大数

 • ブロック メモリを処理に使用できないために廃棄されたメッセージ数

例 次に、show logging コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show logging 
Syslog logging: enabled
                           Timestamp logging: disabled
                           Console logging: disabled
                           Monitor logging: disabled
                           Buffer logging: level debugging, 37 messages logged
                           Trap logging: disabled
305001: Portmapped translation built for gaddr 209.165.201.5/0 laddr 192.168.1.2/256
...

message （任意）デフォルト以外のレベルのメッセージを表示します。メッセージ レベ 
ルの設定手順については、logging message コマンドを参照してください。

syslog_id （任意）表示するメッセージ番号を指定します。

all （任意）すべてのシステム ログ メッセージ ID、およびそれらがイネーブルで   
あるか、ディセーブルであるかを表示します。

setting （任意）ロギング バッファを表示しないで、ロギング設定を表示します。
asdm （任意）ASDM ロギング バッファの内容を表示します。
queue （任意）ロギング キューに現在格納されているメッセージを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

既存 このコマンドは既存コマンドです。
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次に、show logging message all コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show logging message all

syslog 111111: default-level alerts (enabled)
syslog 101001: default-level alerts (enabled)
syslog 101002: default-level alerts (enabled)
syslog 101003: default-level alerts (enabled)
syslog 101004: default-level alerts (enabled)
syslog 101005: default-level alerts (enabled)
syslog 102001: default-level alerts (enabled)
syslog 103001: default-level alerts (enabled)
syslog 103002: default-level alerts (enabled)
syslog 103003: default-level alerts (enabled)
syslog 103004: default-level alerts (enabled)
syslog 103005: default-level alerts (enabled)
syslog 103011: default-level alerts (enabled)
syslog 103012: default-level informational (enabled)

関連コマンド コマンド 説明

logging asdm ASDM へのロギングをイネーブルにします。
logging buffered バッファへのロギングをイネーブルにします。

logging message メッセージ レベルを設定したり、メッセージをディセーブルにします。
logging queue ロギング キューを設定します。
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show mac-address-table
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルを表示するには、特権 EXEC モードで show 
mac-address-table コマンドを使用します。

show mac-address-table [interface_name | count | static]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの MAC アドレス エントリが表   
示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mac-address-table コマンドの出力例を示します。

hostname# show mac-address-table
interface     mac address       type      Time Left
-----------------------------------------------------------------------
outside 0009.7cbe.2100    static -
inside 0010.7cbe.6101    static -
inside 0009.7cbe.5101    dynamic 10

次に、内部インターフェイスに対する show mac-address-table コマンドの出力例を示します。

hostname# show mac-address-table inside
interface     mac address       type      Time Left
-----------------------------------------------------------------------
inside 0010.7cbe.6101    static -
inside 0009.7cbe.5101    dynamic 10

次に、show mac-address-table count コマンドの出力例を示します。

hostname# show mac-address-table count
Static     mac-address bridges (curr/max): 0/65535
Dynamic    mac-address bridges (curr/max): 103/65535

count （任意）ダイナミック エントリおよびスタティック エントリの総数を表示  
します。

interface_name （任意）MAC アドレス テーブル エントリを表示するインターフェイス名   
を識別します。

static （任意）スタティック エントリのみを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show management-access
管理アクセス用に設定された内部インターフェイスの名前を表示するには、特権 EXEC モードで  
show management-access コマンドを使用します。

show management-access

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン management-access コマンドを使用すると、mgmt_if で指定されたファイアウォール インターフェ   
イスの IP アドレスを使用して、内部管理インターフェイスを定義することができます（インター  
フェイス名は nameif コマンドで定義され、show interface コマンドの出力では引用符 “ ” で囲まれ       
て表示されます）。

例 次に、ファイアウォール インターフェイス [inside] を管理アクセス インターフェイスとして設定し、    
結果を表示する例を示します。

hostname(config)# management-access inside
hostname(config)# show management-access
management-access inside

関連コマンド

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エント   

リのタイムアウトを設定します。

mac-address-table static MAC アドレス テーブルにスタティック MAC アドレス エント     
リを追加します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure management-access FWSM の管理アクセス用内部インターフェイスの設定を 
削除します。

management-access 内部インターフェイスを管理アクセス用に設定します。
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show memory
OS（オペレーティング システム）で使用可能な最大物理メモリおよび現在の空きメモリに関する 
サマリーを表示するには、特権 EXEC モードで show memory コマンドを使用します。

show memory [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show memory コマンドを使用すると、OS で使用可能な最大物理メモリおよび現在の空きメモリに   
関するサマリーを表示できます。メモリは必要に応じて割り当てられます。

show memory detail の出力と show memory binsize コマンドを組み合わせて使用すると、メモリ       
リークをデバッグできます。

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用して show memoryコマンドから情報を表示する 
こともできます。

例 次に、使用可能な最大物理メモリおよび現在の空きメモリのサマリーを表示する例を示します。

hostname# show memory
Free memory:       845044716 bytes (79%)
Used memory:       228697108 bytes (21%)
-------------     ----------------
Total memory:     1073741824 bytes (100%)

次に、詳細なメモリ出力の例を表示します。

hostname# show memory detail  
Free memory: 15958088 bytes (24%) 
Used memory: 
Allocated memory in use: 29680332 bytes (44%) 
Reserved memory: 21470444 bytes (32%) 
----------------------------- ---------------- 
Total memory: 67108864 bytes (100%) 
 

Least free memory: 4551716 bytes ( 7%) 
Most used memory: 62557148 bytes (93%) 
 

----- fragmented memory statistics ----- 

detail （任意）空きシステム メモリおよび割り当て済みシステム メモリの詳細を  
表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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fragment size count total 
(bytes) (bytes) 
---------------- ---------- -------------- 
16 8 128 
24 4 96 
32 2 64 
40 5 200 
64 3 192 
88 1 88 
168 1 168 
224 1 224 
256 1 256 
296 2 592 
392 1 392 
400 1 400 
1816 1 1816* 
4435968 1 4435968** 
11517504 1 11517504 
 

* - top most releasable chunk. 
** - contiguous memory on top of heap. 
 

 

----- allocated memory statistics ----- 
 

fragment size count total 
(bytes) (bytes) 
---------------- ---------- -------------- 
40 50 2000 
48 144 6912 
56 24957 1397592 
64 101 6464 
72 99 7128 
80 1032 82560 
88 18 1584 
96 64 6144 
104 57 5928 
112 6 672 
120 112 13440 
128 15 1920 
136 87 11832 
144 22 3168
152 31 4712 
160 90 14400 
168 65 10920 
176 74 13024 
184 11 2024 
192 8 1536 
200 1 200 
（テキスト出力は省略） 

関連コマンド コマンド 説明

show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示します。
show memory binsize 特定の bin サイズに対して割り当てられたチャンクに関するサマリー  

情報を表示します。
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show memory binsize
特定の bin サイズに対して割り当てられたチャンクに関するサマリー情報を表示するには、特権  
EXEC モードで show memory binsize コマンドを使用します。

show memory binsize size

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには使用上の注意事項はありません。

例 次に、bin サイズが 500 に割り当てられたチャンクに関するサマリー情報を表示する例を示します。

hostname# show memory binsize 500
pc = 0x00b33657, size = 460      , count = 1

関連コマンド

size 特定の bin サイズのチャンク（メモリ ブロック）を表示します。bin サイズは    
show memory detail コマンド出力の [fragment size] カラムに表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show memory-caller address FWSM に設定されたアドレス範囲を表示します。
show memory profile FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示し 

ます。

show memory OS で使用可能な最大物理メモリおよび現在の空きメモリに関 
するサマリーを表示します。
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show memory delayed-free-poisoner
memory delayed-free-poisoner キューの使用状況の要約を表示するには、特権 EXEC モードで show    
memory delayed-free-poisoner  コマンドを使用します。

show memory delayed-free-poisoner

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン キューと統計情報を消去するには、clear memory delayed-free-poisoner コマンドを使用します。

例 次に、show memory delayed-free-poisoner コマンドの出力例を示します。

hostname# show memory delayed-free-poisoner
delayed-free-poisoner statistics:

 3335600:  memory held in queue
    6095:  current queue count
       0:  elements dequeued
       3:  frees ignored by size
    1530:  frees ignored by locking
      27:  successful validate runs
       0:  aborted validate runs
01:09:36:  local time of last validate

表 27-4に、show memory delayed-free-poisoner コマンドの出力のうち重要なフィールドについて説   
明します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

表 27-4 show memory delayed-free-poisoner コマンド出力の説明 

フィールド 説明

memory held in queue delayed free-memory poisoner ツールのキューに登録されているメモリ領   
域。これらのメモリは、delayed free-memory poisoner ツールがイネーブル   
になっていない場合、show memory コマンドの出力では通常、「空き」領  
域として表示されます。

current queue count キュー内の要素数
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関連コマンド

elements dequeued キューから削除された要素数。この数が増え始めると、通常ならシステム

の空き領域になるはずのすべてまたは大半のメモリがキューに登録され

るようになります。

frees ignored by size 要求が小さ過ぎて必要な追跡情報を格納できなかったためキューに登録

されなかったメモリ解放要求の数

frees ignored by locking 当該メモリが複数のアプリケーションによって使用されているため、ツー

ルによって代行受信されたもののキューに登録されなかったメモリ解放

要求の数。最後のアプリケーションがメモリをシステムに戻すと、当該メ

モリ領域はキューに登録されます。

successful validate runs clear memory delayed-free-poisoner  コマンドによって監視がイネーブル    
または消去されてから、キューの内容が（自動的に、または memory 
delayed-free-poisoner validate コマンドを使用して）検証された回数

aborted validate runs clear memory delayed-free-poisoner  コマンドによって監視がイネーブル    
または消去されてから、複数のタスク（定期的な実行または CLI からの検  
証要求）が同時にキューの使用を試みたために、キューの内容をチェック

する要求が中止された回数

local time of last validate 最後の検証が完了したローカルのシステム時刻

表 27-4 show memory delayed-free-poisoner コマンド出力の説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

clear memory delayed-free-poisoner delayed free-memory poisoner ツールのキューおよび統計   
情報を消去します。

memory delayed-free-poisoner enable delayed free-memory poisoner ツールをイネーブルにしま   
す。

memory delayed-free-poisoner validate delayed free-memory poisoner ツールのキュー内の要素を   
検証します。
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show memory profile
FWSM のメモリ使用率（プロファイル）に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show    
memory profile コマンドを使用します。

show memory profile [peak] [detail | collated | status]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン メモリ使用率レベルおよびメモリ リークのトラブルシューティングを行うには、show memory  
profile コマンドを使用します。プロファイリングが停止している場合でも、プロファイル バッファ  
の内容を表示できます。プロファイリングを開始すると、バッファは自動的に消去されます。

（注） メモリ プロファイリングがイネーブルの場合、FWSM はパフォーマンスが一時的に低下すること  
があります。

次に例を示します。

hostname# show memory profile 
Range: start = 0x004018b4, end = 0x004169d0, increment = 00000004  
Total = 0 

show memory profile detail コマンドの出力（以下を参照）は、6 つのデータ カラム、および左      
端にある 1 つのヘッダー カラムで構成されています。最初のデータ カラムに対応するメモリ バ     
ケットのアドレスは、ヘッダー カラムで指定されます（16 進数）。データ自体は、このバケット ア   
ドレスにあるテキスト /コードで保持されるバイト数です。データ カラムにピリオド（.）がある場 
合は、このバケットのテキストでメモリが保持されていません。同じ行のその他のカラムは、直前

のカラムに対して増分値の分だけ大きなバケット アドレスに対応しています。たとえば、先頭行の 
最初のデータ カラムのアドレス バケットは 0x001069e0 です。先頭行の 2 番めのカラムのアドレス      

collated （任意）表示されるメモリ情報を照合します。

detail （任意）メモリ情報を詳細に表示します。

peak （任意）「使用中」のバッファでなく、最大キャプチャ バッファを表示します。
status （任意）メモリ プロファイリングおよび最大キャプチャ バッファの現在の状  

態を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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バケットは 0x001069e4 です（以下、同様）。通常、ヘッダー カラムのアドレスは、次のバケット ア    
ドレス（直前行の最後のデータ カラムのアドレスに増分値を加えた値）を示します。使用率を含ま 
ないすべての行は抑制されます。このような行が複数連続する場合は、ヘッダー カラムに 3 つのピ   
リオド（...）を表示して抑制することができます。

hostname# show memory profile detail 
Range: start = 0x00100020, end = 0x00e006e0, increment = 00000004  
Total = 48941152  
...  
0x001069e0 . 24462 . . . .  
...  
0x00106d88 . 1865870 . . . .  
...  
0x0010adf0 . 7788 . . . .  
...  
0x00113640 . . . . 433152 .  
...  
0x00116790 2480 . . . . .  
<snip> 

次に、照合された出力の例を示します。

hostname# show memory profile collated
Range: start = 0x00100020, end = 0x00e006e0, increment = 00000004  
Total = 48941152  
24462 0x001069e4  
1865870 0x00106d8c  
7788 0x0010adf4  
433152 0x00113650  
2480 0x00116790  
<snip> 

次に、最大キャプチャ バッファを表示する例を示します。

hostname# show memory profile peak
Range: start = 0x004018b4, end = 0x004169d0, increment = 00000004  
Total = 102400 

次に、最大キャプチャ バッファおよび保持バイト数を表示する例を示します。

hostname# show memory profile peak detail 
Range: start = 0x004018b4, end = 0x004169d0, increment = 00000004  
Total = 102400  
...  
0x00404c8c . . 102400 . . . 

次に、メモリ プロファイリングおよび最大キャプチャ バッファの現在の状態を表示する例を示し  
ます。

hostname# show memory profile status 
InUse profiling: ON 
Peak profiling: OFF 
Memory used by profile buffers: 11518860 bytes 
Profile: 
0x00100020-0x00bfc3a8(00000004)

関連コマンド コマンド 説明

memory profile enable メモリ使用率（メモリ プロファイリング）のモニタリングをイネー 
ブルにします。

memory profile text メモリのプログラム テキスト範囲をプロファイルに設定します。
clear memory profile メモリ プロファイリング機能で保持されるメモリ バッファを消去  

します。
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show memory-caller address
FWSM に設定されたアドレス範囲を表示するには、特権 EXEC モードで show memory-caller address      
コマンドを使用します。

show memory-caller address

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show memory-caller address コマンドを使用してアドレス範囲を表示するには、まず、memory 
caller-address コマンドを使用してこれらを設定する必要があります。

例 次に、memory caller-address コマンドを使用して設定されたアドレス範囲を表示する例、および show  
memory-caller address コマンドの出力例を示します。

hostname# memory caller-address 0x00109d5c 0x00109e08  
hostname# memory caller-address 0x009b0ef0 0x009b0f14  
hostname# memory caller-address 0x00cf211c 0x00cf4464 

hostname# show memory-caller address
Move down stack frame for the addresses: 
pc = 0x00109d5c-0x00109e08  
pc = 0x009b0ef0-0x009b0f14  
pc = 0x00cf211c-0x00cf4464 

show memory-caller address コマンドを入力する前にアドレス範囲が設定されていない場合、アドレ   
スは表示されません。

hostname# show memory-caller address

Move down stack frame for the addresses:

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • —  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

memory caller-address 発信側 PC のメモリ ブロックを設定します。
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show mfib
転送エントリおよびインターフェイスに関する MFIB を表示するには、特権 EXEC モードで show     
mfib コマンドを使用します。

show mfib [group [source]] [verbose]

シンタックスの説明

デフォルト オプションの引数を指定しない場合は、すべてのグループの情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mfibコマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib 224.0.2.39
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,
             AR - Activity Required, D - Drop
Forwarding counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops
Interface flags: A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling
             IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
             SP - Signal Present
Interface Counts: FS Pkt Count/PS Pkt Count
(*,224.0.1.39) Flags: S K
  Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

関連コマンド

group （任意）マルチキャスト グループの IP アドレスです。
source （任意）マルチキャスト ルート送信元の IP アドレスです。このアドレスは、   

4 つに区切られたドット付き 10 進表記のユニキャスト IP アドレスです。
verbose （任意）エントリに関する詳細情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib verbose 転送エントリおよびインターフェイスに関する詳細情報を表示します。
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show mfib active
アクティブなマルチキャスト送信元を表示するには、特権 EXEC モードで show mfib active コマン      
ドを使用します。

show mfib [group] active [kbps]

シンタックスの説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト kbps のデフォルト値は 4 です。group を指定しない場合は、すべてのグループが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン  show mfib active コマンドの出力には、レート PPS のプラスまたはマイナスの値が表示されます。      
RPF パケットに失敗するか、またはルータが OIF（発信インターフェイス）リストを含む RPF パ    
ケットを認識した場合は、マイナス値が表示されます。マイナス値が示された場合は、マルチキャ

スト ルーティングに問題がある可能性があります。

例 次に、show mfib active コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps

Group: 224.2.127.254, (sdr.cisco.com)
   Source: 192.168.28.69 (mbone.ipd.anl.gov)
     Rate: 1 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 1 secs), 4 kbps(life avg)

Group: 224.2.201.241, ACM 97
   Source: 192.168.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 9 pps/93 kbps(1sec), 145 kbps(last 20 secs), 85 kbps(life avg)

Group: 224.2.207.215, ACM 97
   Source: 192.168.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 3 pps/31 kbps(1sec), 63 kbps(last 19 secs), 65 kbps(life avg)

関連コマンド

group （任意）マルチキャスト グループの IP アドレスです。
kbps （任意）この値以上のマルチキャスト ストリームのみを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mroute active アクティブなマルチキャスト ストリームを表示します。
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show mfib count
MFIB ルートおよびパケット カウント データを表示するには、特権 EXEC モードで show mfib count        
コマンドを使用します。

show mfib [group [source]] count

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには、パケット廃棄統計情報が表示されます。

例 次に、show mfib count コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib count
MFIB global counters are :
* Packets [no input idb] : 0
* Packets [failed route lookup] : 0
* Packets [Failed idb lookup] : 0
* Packets [Mcast disabled on input I/F] : 0

関連コマンド

group （任意）マルチキャスト グループの IP アドレスです。
source （任意）マルチキャスト ルート送信元の IP アドレスです。このアドレスは、4   

つに区切られたドット付き 10 進表記のユニキャスト IP アドレスです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear mfib counters MFIB ルータ パケット カウンタをクリアします。
show mroute count マルチキャスト ルート カウンタを表示します。
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show mfib interface
MFIB プロセスに関連するインターフェイスのパケット統計情報を表示するには、特権 EXEC モー   
ドで show mfib interface コマンドを使用します。

show mfib interface [interface]

シンタックスの説明

デフォルト すべての MFIB インターフェイスの情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mfib interface コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib interface
IP Multicast Forwarding (MFIB) status:
    Configuration Status: enabled
    Operational Status: running
MFIB interface       status    CEF-based output   
                            [configured,available]
           Vlan101     up   [        no,       no]
           Vlan102     up   [        no,       no]
           Vlan103     up   [        no,       no]

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス名。指定されたインターフェイスのみを表示し

ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib 転送エントリおよびインターフェイスに関する MFIB 情報を表示します。
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show mfib reserved
予約済みのグループを表示するには、特権 EXEC モードで show mfib reserved コマンドを使用しま      
す。

show mfib reserved [count | verbose | active [kpbs]]

シンタックスの説明

デフォルト kbps のデフォルト値は 4 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、224.0.0.0 ～ 224.0.0.225 の MFIB エントリを表示します。

例 次に、show mfib reserved コマンドの出力例を示します。

hostname# command example
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,
             AR - Activity Required, D - Drop Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per 
second/Avg Pkt Size/Kbits per second Other counts: Total/RPF failed/Other drops 
Interface Flags: A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling 
             IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
             SP - Signal Present
Interface Counts: FS Pkt Count/PS Pkt Count
(*,224.0.0.0/4) Flags: C K
   Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
(*,224.0.0.0/24) Flags: K
   Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
(*,224.0.0.1) Flags:
   Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
   outside Flags: IC
   dmz Flags: IC
   inside Flags: IC

関連コマンド

active （任意）アクティブなマルチキャスト送信元を表示します。

count （任意）パケットおよびルート カウントデータを表示します。
kpbs （任意）この値以上のアクティブなマルチキャスト送信元のみを表示します。

verbose （任意）詳細情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib active アクティブなマルチキャスト ストリームを表示します。
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show mfib status
一般的な MFIB 設定および動作ステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show mfib status       
コマンドを使用します。

show mfib status

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mfib status コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib status
IP Multicast Forwarding (MFIB) status:
    Configuration Status: enabled
    Operational Status: running

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib 転送エントリおよびインターフェイスに関する MFIB 情報を表示します。
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show mfib summary
MFIB エントリおよびインターフェイスの個数に関するサマリー情報を表示するには、特権 EXEC  
モードで show mfib summary コマンドを使用します。

show mfib summary

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mfib summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib summary
IPv6 MFIB summary:

  54     total entries [1 (S,G), 7 (*,G), 46 (*,G/m)]

  17     total MFIB interfaces

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mroute summary マルチキャスト ルーティング テーブルのサマリー情報を表示  
します。
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show mfib verbose
転送エントリおよびインターフェイスに関する詳細情報を表示するには、特権 EXEC モードで show   
mfib verbose コマンドを使用します。

show mfib verbose

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mfib verbose コマンドの出力例を示します。

hostname# show mfib verbose
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,
             AR - Activity Required, D - Drop
Forwarding counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops
Interface flags: A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling
             IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
             SP - Signal Present
Interface Counts: FS Pkt Count/PS Pkt Count
(*,224.0.1.39) Flags: S K
  Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
(*,224.0.1.40) Flags: S K
  Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
(*,224.0.0.0/8) Flags: K
  Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mfib 転送エントリおよびインターフェイスに関する MFIB 情報を表示しま  
す。

show mfib summary MFIB エントリおよびインターフェイスの個数に関するサマリー情報 
を表示します。
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show mgcp
MGCP 設定およびセッション情報を表示するには、特権 EXEC モードで show mgcp コマンドを使      
用します。

show mgcp {commands | sessions} [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mgcp commands コマンドは、コマンド キュー内の MGCP コマンドの個数を表示します。show      
mgcp sessions コマンドは、既存の MGCP セッションの個数を表示します。detail オプションを指定     
すると、出力に各コマンド（またはセッション）の詳細情報が追加されます。

commands コマンド キュー内の MGCP コマンド数を表示します。
sessions 既存の MGCP セッション数を表示します。
detail （任意）出力内の各コマンド（またはセッション）の詳細を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show mgcp コマンド オプションの例を示します。

hostname# show mgcp commands
1 in use, 1 most used, 200 maximum allowed
CRCX, gateway IP: host-pc-2, transaction ID: 2052, idle: 0:00:07

hostname# show mgcp commands detail
1 in use, 1 most used, 200 maximum allowed
CRCX, idle: 0:00:10

Gateway IP | host-pc-2
Transaction ID  2052
Endpoint name | aaln/1
Call ID | 9876543210abcdef
Connection ID | 
Media IP | 192.168.5.7
Media port | 6058

hostname# show mgcp sessions
1 in use, 1 most used
Gateway IP host-pc-2, connection ID 6789af54c9, active 0:00:11

hostname# show mgcp sessions detail
1 in use, 1 most used
Session active 0:00:14

Gateway IP | host-pc-2
Call ID | 9876543210abcdef
Connection ID | 6789af54c9
Endpoint name | aaln/1
Media lcl port  6166
Media rmt IP | 192.168.5.7
Media rmt port  6058

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug mgcp MGCP のデバッグ情報をイネーブルにします。
inspect mgcp MGCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。
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show mode
セキュリティ コンテキスト モードを表示するには、特権 EXEC モードで  show mode コマンドを使        
用します。

show mode

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mode コマンドの出力例を示します。

hostname# show mode
Firewall mode: multiple
The flash mode is the SAME as the running mode.

モードはマルチまたはシングルに設定できます。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。

mode コンテキスト モードをシングルまたはマルチに設定します。
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show mrib client
MRIB クライアント接続に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show mrib client コマ       
ンドを使用します。

show mrib client [filter] [name client_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン filter オプションは、各 MRIB クライアントによって登録されたルートおよびインターフェイス レ    
ベルのフラグ変更を表示する場合に使用します。このコマンド オプションを指定すると、MRIB ク  
ライアントが所有するフラグも表示されます。

filter （任意）クライアント フィルタを表示します。各クライアントが所有する 
MRIB フラグ、および各クライアントが関与するフラグの情報を表示する 
場合に使用します。

name client_name （任意）MRIB のクライアントとして機能するマルチキャスト ルーティン  
グ プロトコルの名前（PIM や IGMP など）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、filter キーワードを使用して show mrib client コマンドを実行した場合の出力例を示します。

hostname# show mrib client filter
MFWD:0 (connection id 0)
interest filter:
entry attributes: S C IA D
interface attributes: F A IC NS DP SP
groups:
include 0.0.0.0/0
interfaces:
include All
ownership filter:
groups:
include 0.0.0.0/0
interfaces:
include All
igmp:77964 (connection id 1)
ownership filter:
interface attributes: II ID LI LD
groups:
include 0.0.0.0/0
interfaces:
include All
pim:49287 (connection id 5)
interest filter:
entry attributes: E
interface attributes: SP II ID LI LD
groups:
include 0.0.0.0/0
interfaces:
include All
ownership filter:
entry attributes: L S C IA D
interface attributes: F A IC NS DP
groups:
include 0.0.0.0/0
interfaces:
include All

関連コマンド コマンド 説明

show mrib route MRIB テーブル エントリを表示します。
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show mrib route
MRIB テーブル内のエントリを表示するには、特権 EXEC モードで show mrib route コマンドを使       
用します。

show mrib route [[source | *] [group[/prefix-length]]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン MFIB テーブルには、MRIB から更新されたエントリおよびフラグの一部が保持されます。このフ  
ラグは、マルチキャスト パケットの一連の転送ルールに従って、転送動作およびシグナリング動作 
を決定します。

各ルート エントリには、インターフェイスおよびフラグのリストのほかに、さまざまなカウンタも 
表示されます。バイト数は転送されたバイトの総数です。パケット数は、現在のエントリに対して

受信されたパケット数です。show mfib count コマンドは、ルートに依存しないグローバル カウン    
タを表示します。

* （任意）共有ツリー エントリを表示します。
/prefix-length （任意）MRIB ルートのプレフィクス長。プレフィクス（アドレスのネッ 

トワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進値で  
す。10 進値の前にスラッシュを付加する必要があります。

group （任意）グループの IP アドレスまたは名前
source （任意）ルート送信元の IP アドレスまたは名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show mrib route コマンドの出力例を示します。

hostname# show mrib route
IP Multicast Routing Information Base
Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,
    C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept, D - Drop
Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,
    NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,
    II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,
LD - Local Disinterest
(*,224.0.0.0/4) RPF nbr: 10.11.1.20 Flags: L C
   Decapstunnel0 Flags: NS

(*,224.0.0.0/24) Flags: D

(*,224.0.1.39) Flags: S

(*,224.0.1.40) Flags: S
   POS0/3/0/0 Flags: II LI

(*,238.1.1.1) RPF nbr: 10.11.1.20 Flags: C
   POS0/3/0/0 Flags: F NS LI
   Decapstunnel0 Flags: A

(*,239.1.1.1) RPF nbr: 10.11.1.20 Flags: C
   POS0/3/0/0 Flags: F NS
   Decapstunnel0 Flags: A

関連コマンド コマンド 説明

show mfib count MFIB テーブルのルートおよびパケット カウント データを表示   
します。

show mrib route summary MRIB テーブル エントリのサマリーを表示します。
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show mrib route summary
MRIB テーブル エントリのサマリーを表示するには、特権 EXEC モードで show mrib route summary        
コマンドを使用します。

show mrib route summary

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show mrib route summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show mrib route summary
MRIB Route-DB Summary
  No. of (*,G) routes = 0
  No. of (S,G) routes = 0
  No. of Route x Interfaces (RxI) = 0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mrib route MRIB テーブル エントリを表示します。
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show mroute
IPv4 マルチキャスト ルーティング テーブルを表示するには、特権 EXEC モードで show mroute コ        
マンドを使用します。

show mroute [group [source] | reserved] [active [rate] | count | pruned | summary]

シンタックスの説明

デフォルト rate 引数を指定しない場合、デフォルト値は 4 kbps です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mroute コマンドはマルチキャスト ルーティング テーブルの内容を表示します。FWSM は PIM      
プロトコル メッセージ、IGMP レポート、およびトラフィックに基づいて (S,G) および (*,G) エント      
リを作成して、マルチキャスト ルーティング テーブルに入力します。アスタリスク（*）はすべて  
の送信元アドレス、[S] は単一の送信元アドレス、[G] は宛先マルチキャスト グループ アドレスを    
意味します。(S, G) エントリを作成する場合、ソフトウェアは（RPF を介して）ユニキャスト ルー    
ティング テーブル内で見つかった、該当する宛先グループへの最適パスを使用します。

実行コンフィギュレーション内の mroute コマンドを表示するには、show running-config mroute コ     
マンドを使用します。

active rate （任意）アクティブなマルチキャスト送信元のみを表示します。アクティ

ブな送信元は、指定された rate 以上のレートで送信する送信元です。rate  
を指定しない場合、アクティブな送信元は 4 kbps 以上のレートで送信する   
送信元です。

count （任意）パケット数、1 秒間のパケット数、平均パケット サイズ、1 秒間の   
ビット数など、グループおよび送信元に関する統計情報を表示します。

group （任意）DNS ホスト テーブルで定義されているマルチキャスト グループの   
IP アドレスまたは名前 

pruned （任意）プルーニングされたルートを表示します。

reserved （任意）予約済みグループを表示します。

source （任意）送信元のホスト名または IP アドレス
summary （任意）マルチキャスト ルーティング テーブル内の各エントリのサマリー  

を 1 行で表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show mroute コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show mroute

Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, 
       C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,
       P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
       J - Join SPT
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, State

(*, 239.1.1.40), 08:07:24/never, RP 0.0.0.0, flags: DPC
  Incoming interface: Null
  RPF nbr: 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    inside, Null, 08:05:45/never
    tftp, Null, 08:07:24/never

(*, 239.2.2.1), 08:07:44/never, RP 140.0.0.70, flags: SCJ
  Incoming interface: outside
  RPF nbr: 140.0.0.70
  Outgoing interface list:
    inside, Forward, 08:07:44/never

次に、show mroute 出力のフィールドを示します。

 • Flags ― エントリに関する情報を示します。

－ D ― Dense ― エントリは dense（稠密）モードで動作しています。

－ S ― Sparse ― エントリは sparse（希薄）モードで動作しています。

－ B ― Bidir Group ― マルチキャスト グループが双方向モードで動作していることを示しま      
す。

－ s ― SSM Group ― マルチキャスト グループが IP アドレスの SSM 範囲内にあることを示          
します。SSM 範囲が変更されると、このフラグはリセットされます。

－ C ― Connected ― マルチキャスト グループのメンバーは、直接接続されたインターフェイ     
ス上に存在します。

－ L ― Local ― FWSM 自体が、マルチキャスト グループのメンバーです。グループにローカ      
ルに加入するには igmp join-group コマンドを使用します（設定済みグループの場合）。

－ I ― Received Source Specific Host Report ― (S, G) エントリが (S, G) レポートによって作成             
されたことを示します。この (S, G) レポートは IGMP によって作成された可能性がありま     
す。このフラグが設定されるのは DR のみです。

－ P ― Pruned ― ルートがプルーニングされています。ソフトウェアはこの情報を保持して、    
ダウンストリーム メンバーが送信元に加入できるようにします。

－ R ― RP-bit set ― (S, G) エントリが RP 方向を指していることを示します。

－ F ― Register flag ― ソフトウェアがマルチキャスト送信元を登録していることを示しま     
す。

－ T ― SPT-bit set ― パケットが最短パス送信元ツリー上で受信されたことを示します。

－ J ― Join SPT ― (*, G) エントリの場合、共有ツリーの下方向に流れるトラフィックの速度       
が、グループに設定された Shortest Path Tree（SPT）しきい値を超えていることを示します   
（デフォルトの SPT しきい値の設定値は 0 kbps です）。J - Join  SPT フラグが設定されてい          
る場合に、共有ツリーの下流で次の (S, G) パケットが受信されると、送信元の方向に (S, G)    
joinメッセージがトリガーされ、FWSM は送信元ツリーに加入します。

(S, G) エントリの場合、グループの SPT しきい値を超過したためにエントリが作成された    
ことを示します。(S, G) エントリに J - Join SPT フラグが設定されている場合、FWSM は送        
信元ツリー上のトラフィック速度をモニタします。また、送信元ツリーのトラフィック速
度がグループの SPT しきい値を下回っている状況が 1分を超えて継続した場合は、この送  
信元の共有ツリーに再び切り替えようとします。
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（注） FWSM は共有ツリー上のトラフィック速度を測定し、この速度とグループの SPT 
しきい値を 1 秒ごとに比較します。トラフィック速度が SPT しきい値を超えた場
合は、トラフィック速度を次に測定するまで、(*, G) エントリに J - Join SPT フラグ
が設定されます。共有ツリーに次のパケットが着信し、新しい測定インターバル

が開始すると、フラグが解除されます。

グループにデフォルトの SPT しきい値（0 kbps）が使用されている場合、(*, G)エントリに    
は常に J - Join SPT フラグが設定され、解除されません。デフォルトの SPT しきい値が使       
用されている場合は、新しい送信元からトラフィックを受信すると、FWSM はただちに最 
短パス送信元ツリーに切り替えます。

 • Timers:Uptime/Expires ― Uptime は、IP マルチキャスト ルーティング テーブルにエントリが      
格納されている時間（時間、分、秒）をインターフェイスごとに示します。Expires は、IP マル  
チキャスト ルーティング テーブルからエントリが削除されるまでの時間（時間、分、秒）を  
インターフェイスごとに示します。

 • Interface state ― 着信または発信インターフェイスの状態を示します。

－ Interface ― 着信または発信インターフェイス リストに表示されるインターフェイス名。

－ State ― アクセス リストまたは Time-To-Live（TTL）しきい値による制限があるかどうか    
に応じて、インターフェイスでパケットを転送したり、プルーニングしたり、あるいはヌ

ルに設定するように示します。

 • (*, 239.1.1.40) および (* , 239.2.2.1) ― IP マルチキャスト ルーティング テーブルのエントリ。こ          
のエントリは、送信元の IP アドレスと、それに続くマルチキャスト グループの IP アドレスで     
構成されます。送信元の位置に置かれたアスタリスク（*）は、すべての送信元を意味します。

 • RP ― RP のアドレス。ルータおよびアクセス サーバが sparse（希薄）モードで動作している場     
合、このアドレスは常に 224.0.0.0 です。

 • Incoming interface ― 送信元からのマルチキャスト パケットが着信すると想定されるインター    
フェイス。このインターフェイスに着信しなかったパケットは、廃棄されます。

 • RPF nbr ― 送信元に対するアップストリーム ルータの IP アドレス。

 • Outgoing interface list ― パケットが転送されるときに経由するインターフェイス。

関連コマンド コマンド 説明

clear configure mroute 実行コンフィギュレーションから mroute コマンドを削除しま  
す。

mroute スタティック マルチキャスト ルートを設定します。
show mroute IPv4 マルチキャスト ルーティング テーブルを表示します。
show running-config mroute 設定されたマルチキャスト ルートを表示します。
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show nameif
nameif コマンドを使用して設定されたインターフェイス名を表示するには、特権 EXEC モードで   
show nameif コマンドを使用します。

show nameif [mapped_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイス名が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードで、allocate-interface コマンド内でインターフェイス ID をマッピング     
した場合に、コンテキスト内で指定できるのはマッピング名のみです。このコマンドの出力の

Interface カラムには、マッピング名のみが表示されます。

例 次に、show nameif コマンドの出力例を示します。

hostname# show nameif
Interface                Name                     Security
Vlan20 outside                  0
Vlan35 inside                   100
Vlan36 test2                    50

関連コマンド

mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   
使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

interface インターフェイスを設定し、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。

nameif インターフェイス名を設定します。

show interface ip brief インターフェイス IP アドレスおよびステータスを表示します。
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show np
ネットワーク プロセッサに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show up コマンドを      
使用します。

show np {number item | all}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

show np 各 NP の両側（入力側と出力側）における最大空きブロック、および各 NP で    
しきい値に達していた期間を表示します。

number 1 桁の数値で表されたネットワーク プロセッサ番号。1、 2、3 のいずれかを入    
力できます。

item 次の各値を使用して、対応する項目に関する情報を表示します。

arp ― arp 情報を表示

asr-table ― asr-table 情報を表示

flow-control ― フロー制御情報を表示

fogrp-table ― fogrp-table 情報を表示

global-table ― global-table 情報を表示

hw-status ― hw-status を表示します

interface-vlan ― interface-vlan 情報を表示

mac ― mac 情報を表示

mcast ― mcast 情報を表示

pif ― インターフェイス情報を表示

route ― ルート情報を表示

semaphore ― セマフォ情報を表示

stats ― fp 統計情報を表示

status ― ステータスを表示

syn-cookie ― syn-cookie を表示

vft ― vft テーブル情報を表示

vlan ― vlan 情報を表示
all すべての NP 情報を表示

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン show up コマンドは、各 NP でしきい値に達していた期間を表示します。

例 次に、シングル モードにおける show up コマンドの出力例を示します。

hostname# show np 
MAX   FREE   THRESH_0   THRESH_1   THRESH_2

NP1 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
NP2 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
NP3 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
hostname(config-ctx)# 

次に、シングル モードにおける show up asr-table コマンドの出力例を示します。

hostname# show np 1 asr-table all 
--------------------------------------------------------------------------------
                              ASR Table (NP-1)                           
--------------------------------------------------------------------------------
ASR Group |    Vlan Entries in ASR Group (0 denotes empty slot)
--------------------------------------------------------------------------------
        1 |       0      0      0      0      0      0      0      0
...
       32 |       0      0      0      0      0      0      0      0
--------------------------------------------------------------------------------
hostname#

次に、シングル モードにおける show up 1 flow-control コマンドの出力例を示します。

hostname# show np 1 flow-control
Flow control for np 1
   REGISTER             ADDRESS      DATA 
   i_tx_prob            0x30000000   0x7f7f7f7f
   i_rand_num           0x30000100   0x33994fbb
   i_fq_th              0xa0400020   0x00000000
   e_tx_prob            0xb0000000   0x7f7f7f7f
   e_rand_num           0xb0001000   0x7f7f7f7f
   p0_twin_th           0xa0400100   0x0007ffff
   p1_twin_th           0xa0400200   0x0007ffff
   e_p0_ewma_th         0xa0400400   0x0007ffff
   e_p1_ewma_th         0xa0400800   0x0007ffff
   ewma_k               0xa0400040   0x00000000
   ewma_t               0xa0400080   0x00000000
   res_data_cfg         0xa0000880   0x00000003

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。
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次に、シングル モードにおける show np 1 fogrp-table all  コマンドの出力例を示します。

hostname# show np 1 fogrp-table all 
--------------------------------------------------------------------------------
                          Failover Group Table (NP-1)                           
--------------------------------------------------------------------------------
Failover Group ID                     : 0
My MAC address                        : 0005.9a38.8100
Other MAC address                     : 0000.0000.0000
Flags                                 : 0x1
   |- Failover Stop Traffic           : 0
   |- Logical Update Enabled          : 0
   |- Logical Update Sync HTTP        : 0
   |- Logical Update Force Sync       : 0
   `- Failover Active                 : 1
--------------------------------------------------------------------------------

次に、シングル モードにおける show np 1 global-table コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 global-table 
...
--------------------------------------------------------------------------------
                              Global Table (NP-1)                           
--------------------------------------------------------------------------------
Admin VCID                            : 1
Global Flags                          : 0x2000
   |- Virtual Mode                    : 0
   |- Failover                        : 0
   |- Failover State                  : 1
   |- Logical Update                  : 0
   |- LU_Sync_HTTP                    : 0
   |- Fixup ICMP                      : 0
   `- Fixup ICMP Error                : 0
LU Interface                          : 0
LU Time                               : 15000
DestMAC Address of LU interface       : 0x000000000000
SrcMAC Address of LU interface        : 0x000000000000
Vlan ID in LU packet                  : 0
Type for LU packets                   : 0xaaaa
Originating blade                     : 0
--------------------------------------------------------------------------------
hostname# 
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次に、シングル モードにおける show np 1 hw-status コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 hw-status 

Hw status for np 1
   REGISTER             ADDRESS      DATA 
   my_tb                0xa0004080   0x00000000
   local_tb             0xa0004100   0x80000000
   local_mc_tb          0xa0004200   0x80000000
   init_done            0xa0008200   0xffff8000
   ready                0xa0040020   0x80000000
   pll_lock             0xa0000220   0x00000000
   bcb_fq_th_0          0xa0001010   0x03000000
   bcb_fq_th_1          0xa0001020   0x05000000
   bcb_fq_th_2          0xa0001040   0x0a000000
   bcb_fq_th_GT         0xa0001080   0x40000000
   ppc_boot_redir       0x38000117   0x00000000
   ppc_watchdog         0xa0004800   0x00000000
   thread_enable        0xa0008020   0xffffffff
   gfh_data             0x24c00030   0x00000000
   i_max_dispatch       0x24400c40   0x80000000
   e_max_dispatch       0x24400c50   0x80000000
   semaphore            0x25000180   0x00000000
   tp_ds_map            0xa0000140   0xaaaaaaaa
   e_sdm_stack_th       0xa0001800   0x80000000
   fq_es_max            0xa0002100   0x00000000
   fq_es_th_0           0xa0002010   0x06000000
   fq_es_th_1           0xa0002020   0x08000000
   fq_es_th_2           0xa0002040   0x20000000
   discard_qcb          0xa0001400   0x00000029
   bw_alloc             0xa0002800   0x00000000
   fcb_fq_size          0xa0002200   0x40000000
   dmu_cfg_A            0xa0010010   0x00000000
   dmu_cfg_B            0xa0010020   0x00000000
   dmu_cfg_C            0xa0010040   0x00000000
   dmu_cfg_D            0xa0010080   0x00000001
   qd_ac                0xa0024000   0x00000000
nightly-fx1/admin(config)# 

次に、シングル モードにおける show np 1 interface-vlan コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 interface-vlan 1 

WARNING: Vlan is shared by multiple contexts
--------------------------------------------------------------------------------
                    Interface Statistics Counters (NP-1)                       
--------------------------------------------------------------------------------
Vlan Number                           : 1
Total Number of Packets RCV           : 0
Total Number of Packets TX            : 0
Total Number of Bytes RCV             : 0
Total Number of Bytes TX              : 0
Total Number of Packets Dropped       : 0
hostname# 

次に、シングル モードにおける show np 1 mac コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 mac
Number of mac-address entries = 0
hostname# 
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次に、シングル モードにおける show np 1 mcast コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 mcast 
-------------------------------------------------------------------------------
             Fast Path Multicast Statistics Counters (NP-1)                  
-------------------------------------------------------------------------------
MULTICAST_DROP: Destination IP address not class_D    : 0
MULTICAST_DROP: OSPF not enabled                      : 0
MULTICAST_DROP: RIP not enabled                       : 0
MULTICAST_DROP: Not UDP packet                        : 0
MULTICAST_DROP: Leaf not active                       : 0
MULTICAST_DROP: Leaf marked for deletion              : 0
MULTICAST_DROP: Dest port equal to 0                  : 0
MULTICAST_CNT : Control packet sent to PC             : 0
MULTICAST_CNT : Data packet received                  : 0
MULTICAST_CNT : Data packet sent out                  : 0
MULTICAST_CNT : Look up miss                          : 0
MULTICAST_CNT : Look up hit                           : 0
MULTICAST_CNT : Sent to other NP                      : 0
MULTICAST_CNT : Sent to NP 3                          : 0
MULTICAST_CNT : IGMP update received                  : 0
MULTICAST_CNT : A200 packets received                 : 0
MULTICAST_CNT : Leaf insertion succesfull             : 0
MULTICAST_CNT : Duplicate_entry                       : 0
hostname# 

次に、シングル モードにおける show np 1 route コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 route 
Number of routes = 0
hostname# 
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次に、シングル モードにおける show np 1 semaphore コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 semaphore 
Showing Semaphore Information for np 1
   ThreadNum  SemNum    SemVal       Valid  Pending
       0        0      0x02e09020      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       1        0      0x00000037      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       2        0      0x024381e8      Y       N 
                1      0x00000000      N       N 
       3        0      0x02e0d098      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       4        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       5        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       6        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       7        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       8        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
       9        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      10        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      11        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      12        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      13        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      14        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      15        0      0x0282ae38      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      16        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      17        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      18        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      19        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      20        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      21        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      22        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      23        0      0x0282ae38      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      24        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      25        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      26        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      27        0      0x0282ae38      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      28        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      29        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      30        0      0x00000000      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
      31        0      0x82812799      N       N 
                1      0x00000000      N       N 
hostname# 
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次に、シングル モードにおける show np 1 stats コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 stats
-------------------------------------------------------------------------------
             Fast Path 64 bit Global Statistics Counters (NP-1)               
-------------------------------------------------------------------------------
PKT_MNG: total packets (dot1q) rcvd                : 93605
PKT_MNG: total packets (dot1q) sent                : 0
PKT_MNG: total packets (dot1q) dropped             : 0
PKT_MNG: TCP packets received                      : 0
PKT_MNG: UDP packets received                      : 0
PKT_MNG: ICMP packets received                     : 0
PKT_MNG: ARP packets received                      : 80259
PKT_MNG: other protocol pkts received              : 0
PKT_MNG: default (no IP/ARP) dropped               : 0
SESS_MNG: sessions created                         : 0
SESS_MNG: sessions embryonic to active             : 0
SESS_MNG: sessions deleted                         : 0
SESS_MNG: session lookup hits                      : 0
SESS_MNG: session lookup misses                    : 0
SESS_MNG: embryonic lookup hits                    : 0
SESS_MNG: embryonic lookup misses                  : 0
-------------------------------------------------------------------------------
             Fast Path 32 bit Global Statistics Counters (NP-1)               
-------------------------------------------------------------------------------
SESS_MNG: insert errors                            : 0
SESS_MNG: embryonic to active errors               : 0
SESS_MNG: delete errors                            : 0
PKT_MNG: packets to NP-3                           : 0
PKT_MNG: packets from NP-3                         : 1795
PKT_MNG: packets to FWSM                           : 1794
PKT_MNG: packets from FWSM                         : 0
PKT_MNG: packets sent to other blade               : 0
PKT_MNG: packets rcv from other blade              : 0
PKT_MNG: pkt drop (l2 checks)                      : 13346
PKT_MNG: pkt drop (l3 checks)                      : 0
PKT_MNG: pkt drop (l4 checks)                      : 0
PKT_MNG: pkt drop (rate limiting)                  : 0
PKT_MNG: pkt drop (A200)                           : 0
LU_MNG: UDP packets sent by FP ok                  : 0
LU_MNG: TCP packets sent by FP ok                  : 0
LU_MNG: LU packets sent by SP ok                   : 0
LU_MNG: LU packets sent errors                     : 0
LU_MNG: UDP packets received for FP ok             : 0
LU_MNG: TCP packets received for FP ok             : 0
LU_MNG: LU packets received for SP ok              : 0
LU_MNG: LU packets received errors                 : 0
LU_MNG: LU packets redirected to NP3               : 0
LU_MNG: LU packets returned by NP3                 : 0
TLV_MNG: indications sent                          : 0
TLV_MNG: wrong tlv type (pkt dropped)              : 0
DBG_MNG: delete indications sent                   : 0
DBG_MNG: TLV4 received                             : 0
DBG_MNG: embryonic leaves deleted                  : 0
RTL_MNG: Route Lookup miss (pkt drop)              : 0
RTL_MNG: ARP Lookup miss                           : 0
RTL_MNG: MAC Relearns forced                       : 0
RTL_MNG: MAC Relearns forced aborted               : 0
AGE_MNG: Aging threads launched                    : 2099132
AGE_MNG: Aging threads aborted                     : 0
AGE_MNG: Aging ropes completed                     : 524783
AGE_MNG: Aging Errors (no flag set)                : 0
AGE_MNG: Aging Errors (no timeout set)             : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_DHCP_INGR                        : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_MULTIC_BROADC_INGR               : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_INGR                        : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_ARP_INGR                         : 80259
PKT_MNG: PKT_DROP_A300_INGR                        : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_NOT_DOT1Q_INGR                   : 2130195
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PKT_MNG: PKT_DROP_A200_EGR                         : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_EMBR_LEAF_NON_ACTIVE        : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_EMBR_LEAF_MARK_DEL          : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_NAT_LEAF_NON_ACTIVE         : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_NAT_LEAF_MARK_DEL           : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_TLV_UPDATE_LEAF_NON_ACTIVE  : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_TLV_UPDATE_LEAF_MARK_DEL    : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_TLV_DEL_LEAF_NON_ACTIVE     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_TLV_DEL_LEAF_MARK_DE        : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_LINK_DATA_CH_FAIL           : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_A200_LEAF_INSERTION_FAIL         : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_FIXUP_ACK                     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_FIXUP_SYN                     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_FIXUP_RST                     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_FIXUP_SYN_ACK                 : 0
RL_MNG: session miss packet dropped                : 0
RL_MNG: other protocol or ICMP dropped             : 0
RL_MNG: packet to PIX dropped                      : 0
RL_MNG: packet to Fixup-PC dropped                 : 0
RL_MNG: packet to Fixup-SP dropped                 : 0
PF_MNG: pause frames sent (x3)                     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_INVALID_GROUP_ID                 : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_INVALID_PAIR_VLAN                : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_BAD_FLAGS                     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_SEND_RST_A300                 : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_SEND_RST_ALREADY_RST          : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_SYN_ACK_SAME_DIREC_OF_SYN     : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_ACK_NOT_ACK_THE_SYN_ACK_INS   : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_ACK_NOT_ACK_THE_SYN_ACK_OUT   : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_ACK_RCV_IN_WRONG_DIRECTION    : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_L4_BAD_CHECKSUM                  : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_PIF_LOOKUP_FAIL                  : 0
PKT_MNG: PKT_DROP_BACK_TO_BACK_PACKET              : 0
CNT_NUMBER_FULL_OPEN_INDICATION_TO_BE_SENT         : 0
CNT_NUMBER_FULL_OPEN_INDICATION_SENT               : 0
IPv6 packet received                               : 0
IPv6 packet sent                                   : 0
IPv6 packet received from PC                       : 0
IPv6 packet sent to PC                             : 0
hostname# 

次に、シングル モードにおける show np 1 status コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 status 
Showing the np 1 status
   NP             VALUE      STATUS 
    1            0x00000005     Unknown Code
hostname# 

次に、シングル モードにおける show np 1 syn-cookie コマンドの出力例を示します。

hostname# sh np 1 syn-cookie 
-------------------------------------------------------------------------------
             Fast Path Syn Cookie Statistics Counters (NP-1)                  
-------------------------------------------------------------------------------
SYN_COOKIE: Syn cookie secret wheel index                        : 94
SYN_COOKIE: Total number of SYNs intercepted                     : 0
SYN_COOKIE: Total number of ACKs intercepted                     : 0
SYN_COOKIE: Total number of ACKs dropped after lookup            : 0
SYN_COOKIE: Total number of ACKs successfully validated          : 0
SYN_COOKIE: Total number of ACKs Dropped: Secret Expired         : 0
SYN_COOKIE: Total number of ACKs Dropped: Invalid Sequence       : 0
SYN_COOKIE: Total number of Syn Cookie Entries inserted by NP3   : 0
SYN_COOKIE: ACKs dropped: Syn cookie ses not yet established     : 0
SYN_COOKIE: Leaf allocation failed                               : 0
SYN_COOKIE: Leaf insertion failed                                : 0
hostname# 
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関連コマンド

show np acl-notification
NP アクセス リスト通知のステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show np acl-notification       
コマンドを使用します。

show np acl-notification

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、シングル モードにおける show np acl-notification コマンドの出力例を示します。

hostname# show np acl-notification
acl-notification on
hostname(config-ctx)# 

関連コマンド

コマンド 説明

show np block NP ブロック情報を表示します。
show np pc NP プログラム カウンタを表示します。
show np acl-notification ＮＰ アクセス リスト通知のステータスを表示します。

acl-notification  ＮＰ アクセス リスト通知のステータスを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show np 拡張 NP 情報を表示します。
show np block NP ブロック情報を表示します。
show np pc ＮＰ プログラム カウンタのステータスを表示します。
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show np block
すべてのネットワーク プロセッサにおけるバッファ情報を表示するには、特権 EXEC モードで   
show np block コマンドを使用します。

show np block

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show np block コマンドは、各 NP でしきい値に到達していた期間を表示します。

例 次に、シングル モードにおける show np block コマンドの出力例を示します。

hostname# show np block
MAX   FREE   THRESH_0   THRESH_1   THRESH_2

NP1 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
NP2 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
NP3 (ingress)  32768  32768          0          0          0
    (egress)  521206 521206          0          0          0
hostname(config-ctx)# 

表 27-5 に各フィールドの説明を示します。

block 各 NP の両側（入力側と出力側）における最大空きブロック、および各 NP   
でしきい値に達していた期間を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

表 27-5 show np block のフィールド 

フィールド 説明

NP1 ネットワーク プロセッサ番号
MAX NP が使用できる最大ブロック数
FREE NP がしきい値に到達する前に残っている空きブロック数
THRESH_0 しきい値とは、ネットワーク プロセッサが処理できる上限数。この数を超え 

ると、ポーズ フレームの送信、新規パケットの廃棄、現在構成中のパケット 
の破棄といったアクションが実行されます。Threshold 0 は 48 バッファ、    
Threshold 1 は 80 バッファ、Threshold 2 は 160 バッファに設定されています。
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関連コマンド コマンド 説明

show np 拡張 NP 情報を表示します。
show np pc NP プログラム カウンタを表示します。
show np acl-notification ＮＰ アクセス リスト通知のステータスを表示します。
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show np pc
すべてのネットワーク プロセッサで動作する 32 の各スレッドのプログラム カウンタを表示するに    
は、特権 EXEC モードで show np pc コマンドを使用します。

show np pc

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、シングル モードにおける show np pc コマンドの出力例を示します。

hostname# show np pc
THREAD:PC(NP1/NP2/NP3)
 0:0000/0000/0000  1:0000/0000/0000  2:5c4a/45ff/0000  3:0000/0000/0000
 4:0000/0000/0000  5:0000/0000/0000  6:0000/0000/0000  7:0000/0000/0000
 8:0000/0000/0000  9:0000/0000/0000 10:0000/0000/0000 11:0000/0000/0000
12:0000/0000/0000 13:0000/0000/0000 14:0000/0000/0000 15:0000/0000/0000
16:0000/0000/0000 17:0000/0000/0000 18:0000/0000/0000 19:0000/0000/0000
20:0000/0000/0000 21:0000/0000/0000 22:0000/0000/0000 23:4628/0000/0000
24:0000/0000/0000 25:0000/0000/0000 26:0000/0000/0000 27:0000/0000/0000
28:0000/0000/0000 29:0000/0000/0000 30:0000/0000/0000 31:0000/0000/0000
hostname(config-ctx)# 

表 27-6 に各フィールドの説明を示します。

関連コマンド

pc 各 NP の両側（入力側と出力側）における最大空き pc、および各 NP でし     
きい値に達していた期間を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

表 27-6 show np pc コマンドのフィールド 

フィールド 説明

THREAD すべてのネットワーク プロセッサで動作する 32 の各スレッドにおけるプ   
ログラム カウンタを表示します。

コマンド 説明

show np 拡張 NP 情報を表示します。
show np block NP ブロック情報を表示します。
show np acl-notification ＮＰ アクセス リスト通知をアクティブにします。
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show ospf
OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表示するには、特権 EXEC モードで show ospf コ       
マンドを使用します。

show ospf [pid [area_id]]

シンタックスの説明

デフォルト pid が指定されていない場合は、すべての OSPF プロセスが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン pid を指定すると、指定されたルーティング プロセスに関する情報のみが追加されます。

例 次に、show ospf コマンドを実行し、特定の OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表示     
する例を示します。

hostname# show ospf 5
 Routing Process "ospf 5" with ID 127.0.0.1 and Domain ID 0.0.0.5
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0

area_id （任意）OSPF アドレス範囲に関連付けられたエリアの ID
pid （任意）OSPF プロセスの ID

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf から show ospf に変更されました。
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次に、show ospf コマンドを実行し、すべての OSPF ルーティング プロセスに関する一般情報を表     
示する例を示します。

hostname# show ospf
 Routing Process "ospf 5" with ID 127.0.0.1 and Domain ID 0.0.0.5
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0

 Routing Process "ospf 12" with ID 172.23.59.232 and Domain ID 0.0.0.12
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x     0
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 0. 0 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0

関連コマンド コマンド 説明

router ospf OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パ    
ラメータを設定します。
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show ospf border-routers
ABR および ASBR に対する内部 OSPF ルーティング テーブル エントリを表示するには、特権 EXEC        
モードで show ospf border-routers コマンドを使用します。

show ospf border-routers

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ospf border-routers コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf border-routers

OSPF Process 109 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 192.168.97.53 [10] via 192.168.1.53, fifth, ABR, Area 0, SPF 20
i 192.168.103.51 [10] via 192.168.96.51, outside, ASBR, Area 192.168.12.0, SPF 14
i 192.168.103.52 [10] via 192.168.96.51, outside, ABR/ASBR, Area 192.168.12.0, SPF 14

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf border-routers として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf border-routers から show ospf border-routers        

に変更されました。

コマンド 説明

router ospf OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パ    
ラメータを設定します。
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show ospf database
FWSM の OSPF トポロジ データベースに格納されている情報を表示するには、特権 EXEC モード      
で show ospf database コマンドを使用します。

show ospf [pid [area_id]] database [router | network | summary | asbr-summary | external | 
nssa-external] [lsid] [internal] [self-originate | adv-router addr]

show ospf [pid [area_id]] database database-summary

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF 関連の showコマンドを使用する場合に、OSPF コンフィギュレーション モードを開始する必   
要はありません。

addr （任意）ルータ アドレス
adv-router （任意）アドバタイズされたルート

area_id （任意）OSPF アドレス範囲に関連付けられたエリアの ID
asbr-summary （任意）ASBR リストのサマリーを表示します。
database データベース情報を表示します。

database-summary （任意）完全なデータベース サマリー リストを表示します。
external （任意）指定された Autonomous System（AS; 自律システム）の外部ルート   

を表示します。

internal （任意）指定された AS の内部ルート
lsid （任意）LSA（リンク ステート アドバタイズ）の ID
network （任意）ネットワークに関する OSPF データベース情報を表示します。
nssa-external （任意）外部 Not-So-Stubby-Area（NSSA）リストを表示します。
pid （任意）OSPF プロセスの ID
router （任意）ルータを表示します。

self-originate （任意）指定された AS の情報を表示します。
summary （任意）リストのサマリーを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf database として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf database から show ospf database に変更され         

ました。
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例 次に、show ospf database コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database
OSPF Router with ID(192.168.1.11) (Process ID 1)

                 Router Link States(Area 0)
Link ID   ADV Router   Age   Seq# Checksum Link count
192.168.1.8 192.168.1.8 1381 0x8000010D    0xEF60 2
192.168.1.11 192.168.1.11 1460 0x800002FE    0xEB3D 4
192.168.1.12 192.168.1.12 2027 0x80000090    0x875D 3
192.168.1.27 192.168.1.27 1323 0x800001D6    0x12CC 3

                 Net Link States(Area 0)
Link ID ADV Router   Age   Seq# Checksum
172.16.1.27 192.168.1.27 1323 0x8000005B    0xA8EE
172.17.1.11 192.168.1.11 1461 0x8000005B    0x7AC

                 Type-10 Opaque Link Area Link States (Area 0)
Link ID ADV Router   Age Seq# Checksum Opaque ID
10.0.0.0 192.168.1.11 1461 0x800002C8    0x8483   0
10.0.0.0 192.168.1.12 2027 0x80000080    0xF858   0
10.0.0.0 192.168.1.27 1323 0x800001BC    0x919B   0
10.0.0.1 192.168.1.11 1461 0x8000005E    0x5B43   1

次に、show ospf database asbr-summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database asbr-summary
OSPF Router with ID(192.168.239.66) (Process ID 300)
Summary ASB Link States(Area 0.0.0.0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1463
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 172.16.245.1 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 172.16.241.5
LS Seq Number: 80000072
Checksum: 0x3548
Length: 28
Network Mask: 0.0.0.0 
TOS: 0 Metric: 1 

次に、show ospf database router コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database router
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Router Link States(Area 0.0.0.0)
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1176
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 10.187.21.6
Advertising Router: 10.187.21.6
LS Seq Number: 80002CF6
Checksum: 0x73B7
Length: 120
AS Boundary Router
Number of Links: 8
Link connected to: another Router (point-to-point)
(link ID) Neighboring Router ID: 10.187.21.5
(Link Data) Router Interface address: 10.187.21.6
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 2 
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次に、show ospf database network コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database network
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Displaying Net Link States(Area 0.0.0.0)
LS age: 1367
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Network Links
Link State ID: 10.187.1.3 (address of Designated Router)
Advertising Router: 192.168.239.66
LS Seq Number: 800000E7
Checksum: 0x1229
Length: 52
Network Mask: 255.255.255.0
Attached Router: 192.168.239.66
Attached Router: 10.187.241.5
Attached Router: 10.187.1.1
Attached Router: 10.187.54.5
Attached Router: 10.187.1.5

次に、show ospf database summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database summary
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Process ID 300)
Displaying Summary Net Link States(Area 0.0.0.0)
LS age: 1401
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 10.187.240.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 10.187.241.5
LS Seq Number: 80000072
Checksum: 0x84FF
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.0 TOS: 0 Metric: 1

次に、show ospf database external コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf database external
OSPF Router with id(192.168.239.66) (Autonomous system 300)

                   Displaying AS External Link States
LS age: 280
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 172.16.0.0 (External Network Number)
Advertising Router: 10.187.70.6
LS Seq Number: 80000AFD
Checksum: 0xC3A
Length: 36
Network Mask: 255.255.0.0

      Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
TOS: 0
Metric: 1
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0

関連コマンド コマンド 説明

router ospf OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パ    
ラメータを設定します。
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show ospf flood-list
インターフェイス上でフラッディングを待機している OSPF LSA（リンク ステート アドバタイズ）    
のリストを表示するには、特権 EXEC モードで show ospf flood-list コマンドを使用します。

show ospf flood-list interface_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF 関連の showコマンドを使用する場合に、OSPF コンフィギュレーション モードを開始する必   
要はありません。

例 次に、show ospf flood-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf flood-list outside

  Interface outside, Queue length 20
  Link state flooding due in 12 msec
  
  Type  LS ID          ADV RTR          Seq NO       Age   Checksum
     5  10.2.195.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0xFB61
     5  10.1.192.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0x2938
     5  10.2.194.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0x757
     5  10.1.193.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0x1E42
     5  10.2.193.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0x124D
     5  10.1.194.0     192.168.0.163    0x80000009   0     0x134C

関連コマンド

interface_name ネイバ情報を表示するインターフェイスの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf flood-list として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf flood-list から show ospf flood-list に変更され         

ました。

コマンド 説明

router ospf OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パ    
ラメータを設定します。
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show ospf interface
OSPF 関連のインターフェイス情報を表示するには、特権 EXEC モードで show ospf interface コマ       
ンドを使用してください。

show ospf interface [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface_name 引数を指定しないでコマンドを使用した場合は、すべてのインターフェイスの OSPF  
情報が表示されます。

例 次に、show ospf interface コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf interface inside
inside is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.254.202, Mask 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
AS 201, Router ID 192.77.99.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State OTHER, Priority 1
Designated Router id 192.168.254.10, Interface address 192.168.254.10
Backup Designated router id 192.168.254.28, Interface addr 192.168.254.28
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 60, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 0:00:05
Neighbor Count is 8, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 192.168.254.28 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 192.168.254.10 (Designated Router) 

関連コマンド

interface_name （任意）OSPF 関連情報を表示するインターフェイスの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf interface として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf interface から show ospf interface に変更され         

ました。

コマンド 説明

interface 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。
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show ospf neighbor
OSPF ネイバ情報をインターフェイス単位で表示するには、特権 EXEC モードで show ospf neighbor      
コマンドを使用します。

show ospf neighbor [detail | interface_name [nbr_router_id]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ospf neighbor コマンドの出力例を示します。OSPF ネイバ情報をインターフェイス単位    
で表示する例を示します。

hostname# show ospf neighbor outside 

Neighbor 192.168.5.2, interface address 10.225.200.28
    In the area 0 via interface outside
    Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
    DR is 10.225.200.28 BDR is 10.225.200.30
    Options is 0x42
    Dead timer due in 00:00:36
    Neighbor is up for 00:09:46
  Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
    First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec 

関連コマンド

detail （任意）指定されたルータに関する詳細情報を表示します。

interface_name （任意）ネイバ情報を表示するインターフェイスの名前

nbr_router_id （任意）近接ルータのルータ ID

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf neighbor として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf neighbor から show ospf neighbor に変更され         

ました。

コマンド 説明

neighbor 非ブロードキャスト ネットワークと相互接続している OSPF ルータを設   
定します。

router ospf OSPF ルーティングをイネーブルにし、グローバル OSPF ルーティング パ    
ラメータを設定します。
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show ospf request-list
ルータが要求するすべての LSA（リンク ステート アドバタイズ）のリストを表示するには、特権   
EXEC モードで show ospf request-list コマンドを使用します。

show ospf request-list nbr_router_id interface_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ospf request-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf request-list 192.168.1.12 inside

          OSPF Router with ID (192.168.1.11) (Process ID 1)
          
  Neighbor 192.168.1.12, interface inside address 172.16.1.12

  Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age   Checksum
     1   192.168.1.12   192.168.1.12   0x8000020D   8     0x6572

関連コマンド

interface_name ネイバ情報を表示するインターフェイスの名前。このインターフェイスか

らルータが要求するすべての LSA のリストを表示します。
nbr_router_id 近接ルータのルータ IDこのネイバからルータが要求するすべての LSA の   

リストを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf request-list として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf request-list から show ospf request-list に変更         

されました。

コマンド 説明

show ospf retransmission-list  再送信を待機しているすべての LSA のリストを表示します。
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show ospf retransmission-list
再送信を待機しているすべての LSA（リンク ステート アドバタイズ）のリストを表示するには、
特権 EXEC モードで show ospf retransmission-list コマンドを使用します。

show ospf retransmission-list nbr_router_id interface_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM では、OSPF ルーティング関連の show コマンドはイネーブル モードで使用可能です。OSPF     
関連の show コマンドを使用する場合に、OSPF コンフィギュレーション モードを開始する必要は  
ありません。

nbr_router_id 引数を指定すると、このネイバへの再送信を待機しているすべての LSA のリストが表   
示されます。

 interface_name 引数を指定すると、このインターフェイスへの再送信を待機しているすべての LSA   
のリストが表示されます。

例 次に、show ospf retransmission-list コマンドの出力例を示します。nbr_router_id 引数は 192.168.1.11、     
if_name 引数は outside です。

hostname# show ospf retransmission-list 192.168.1.11 outside

          OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

  Neighbor 192.168.1.11, interface outside address 172.16.1.11
  Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2
  
  
  Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age   Checksum
     1   192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0     0xB196

関連コマンド

interface_name ネイバ情報を表示するインターフェイスの名前

nbr_router_id 近接ルータのルータ ID

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf retransmission-list として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf retransmission-list から show ospf 

retransmission-list に変更されました。

コマンド 説明

show ospf request-list ルータが要求するすべての LSA のリストを表示します。
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show ospf summary-address
OSPF プロセスに基づいて設定されたすべての集約アドレス再配布情報のリストを表示するには、 
特権 EXEC モードで show ospf summary-address コマンドを使用します。

show ospf summary-address

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ospf summary-address コマンドの出力例を示します。ID が 5 の OSPF プロセス用に集        
約アドレスが設定される前の、すべての集約アドレス再配布情報のリストを表示する例を示しま

す。

hostname# show ospf 5 summary-address

OSPF Process 2, Summary-address

10.2.0.0/255.255.0.0 Metric -1, Type 0, Tag 0
10.2.0.0/255.255.0.0 Metric -1, Type 0, Tag 10

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf summary-address として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf summary-address から show ospf 

summary-address に変更されました。

コマンド 説明

summary-address  OSPF の集約アドレスを作成します。
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show ospf virtual-links
OSPF 仮想リンクのパラメータおよび現在の状態を表示するには、特権 EXEC モードで show ospf     
virtual-links コマンドを使用します。

show ospf virtual-links

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ospf virtual-links コマンドの出力例を示します。

hostname# show ospf virtual-links

Virtual Link to router 192.168.101.2 is up
Transit area 0.0.0.1, via interface Vlan101, Cost of using 10
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 0:00:08
Adjacency State FULL 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip ospf virtual-links として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show ip ospf virtual-links から show ospf virtual-links に変         

更されました。

コマンド 説明

area virtual-link OSPF 仮想リンクを定義します。
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show pc conn
制御ポイントで保持している接続、アドレス変換、ローカル ホスト情報を表示するには、特権 EXEC  
モードで show pc conn コマンドを使用します。このコマンドでは、TCP 接続、UDP 接続、初期接      
続数、および最も使用頻度の高い接続の数も表示されます。

show pc conn [count] | local-host | xlate 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM 上の制御ポイントで処理されているすべての接続を表示します。これらの接続は、ハード 
ウェアではなく、中央の CPU 上で動作するソフトウェアで処理されています。

例 次に、接続情報を表示する例を示します。

hostname# show pc conn

2 in use, 10230 most used
UDP out 14.1.26.199:53 in 10.10.10.119:53 idle 0:00:00 flags 
UDP out 14.1.26.199:53 in 10.10.10.119:53 idle 0:00:00 flags 

関連コマンド

count 制御ポイントで保持されている現在アクティブな接続の数、および制御ポイ

ントで使用される大半の接続の上限値を表示します。

local-host 制御ポイントで保持されているアクティブな TCP 接続、UDP 接続、初期接続   
の合計数を表示します。

xlate 制御ポイントで保持しているアクティブなアドレス変換の合計数を表示しま

す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show xlate 変換情報を表示します。

show conn 接続情報を表示します。

show local-host ローカル ホストの IP アドレスを表示します。
set connection 接続制限を設定します。
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show perfmon
FWSM のパフォーマンスに関する情報をキャプチャするには、特権 EXEC コンフィギュレーション   
モードで show perfmon コマンドを使用します。出力を表示するには、show console-output コマン     
ドを使用します。

show perfmon

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM にシリアル コンソール ポートは装備されていませんが、show perfmon コマンドや perfmon      
コマンドの出力など、一部のメッセージはコンソール ポートにのみ表示されます。show perfmon  
コマンド出力などのコンソール バッファを表示するには、show output-console コマンドを使用しま   
す。

perfmon コマンドを使用すると、FWSM のパフォーマンスをモニタできます。show perfmon コマ   
ンドを使用すると、情報を即座に表示できます。

例 次に、FWSM のパフォーマンスに関する情報を表示する例を示します。

hostname# show perfmon
hostname# show console-output
Context: my_context
PERFMON STATS:    Current      Average
Xlates               0/s          0/s
Connections          0/s          0/s
TCP Conns            0/s          0/s
UDP Conns            0/s          0/s
URL Access           0/s          0/s
URL Server Req       0/s          0/s
WebSns Req           0/s          0/s
TCP Fixup            0/s          0/s
TCP Intercept        0/s          0/s
HTTP Fixup           0/s          0/s
FTP Fixup            0/s          0/s
AAA Authen           0/s          0/s
AAA Author           0/s          0/s
AAA Account          0/s          0/s

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show pim df
Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）またはインターフェイスの双方向 DF「ウィナー」を    
表示するには、特権 EXEC モードで show pim df コマンドを使用します。

show pim df [winner] [rp_address | if_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、RP 方向のウィナー メトリックも表示されます

例 次に、show pim df コマンドの出力例を示します。

hostname# show df winner inside
RP           Interface   DF Winner   Metrics

172.16.1.3   Loopback3   172.17.3.2  [110/2]
172.16.1.3   Loopback2   172.17.2.2  [110/2]
172.16.1.3   Loopback1   172.17.1.2  [110/2]
172.16.1.3   inside      10.10.2.3   [0/0]
172.16.1.3   inside      10.10.1.2   [110/2]

コマンド 説明

perfmon パフォーマンス モニタリングの詳細情報を表示します。
show console-output コンソール バッファを表示します。

if_name 物理または論理インターフェイス名

rp_address 次のいずれかの値を指定できます。

 • Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）ホスト テーブ      
ルまたはドメイン ipv4 hostコマンドで定義されている RP 名。

 • RP の IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られたドット付き 10     
進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

winner （任意）DF 選定のウィナーをインターフェイス単位および RP 単位で表示   
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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show pim group-map
グループ /プロトコル マッピング テーブルを表示するには、特権 EXEC モードで show pim 
group-map コマンドを使用します。

show pim group-map [info-source] [group]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのグループのグループ /プロトコル マッピングを表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）のすべてのグループ プロトコル アド      
レス マッピングを表示します。FWSM では、複数のクライアントからマッピングが学習されます。

FWSM に PIM を実装した場合は、マッピング テーブルにさまざまな特殊エントリが含まれます。    
Auto-RP グループ範囲は、sparse（希薄）モード グループ範囲と明確に区別されます。SSM グルー   
プ範囲も sparse（希薄）モードに分類されません。リンク ローカル マルチキャスト グループ    
（224.0.0.0/24 で定義される 224.0.0.0 ～ 224.0.0.225 の範囲）も、sparse（希薄）モード グループ範囲      
から除外されます。最後のエントリには、指定された RP を持つ sparse（希薄）モードの残りのグ   
ループがすべて表示されます。

pim rp-address コマンドで複数の RP が設定されている場合は、適切なグループ範囲および対応す    
る RP が表示されます。

例 次に、show pim group-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim group-map
Group Range      Proto   Client Groups   RP address   Info

224.0.1.39/32*   DM      static 1        0.0.0.0
224.0.1.40/32*   DM      static 1        0.0.0.0
224.0.0.0/24*    NO      static 0        0.0.0.0
232.0.0.0/8*     SSM     config 0        0.0.0.0
224.0.0.0/4*     SM      autorp 1        10.10.2.2    RPF: POS01/0/3,10.10.3.2

group （任意）次のいずれかの値を指定できます。

 • DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルまたはドメイン ipv4    
host コマンドで定義されているマルチキャスト グループの名前。

 • マルチキャスト グループの IP アドレス。このアドレスは、4 つに区    
切られたドット付き 10 進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

info-source （任意）グループ範囲の情報元を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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1 行めおよび 2 行めの Auto-RP グループ範囲は、sparse（希薄）モード グループ範囲から明確に除      
外されます。

3 行めのリンクローカル マルチキャスト グループ（224.0.0.0/24 で定義される 224.0.0.0 ～ 224.0.0.225       
の範囲）も、sparse（希薄）モード グループ範囲から除外されます。

4 行めの PIM Source Specific Multicast（PIM-SSM）グループ範囲は 232.0.0.0/8 にマッピングされて       
います。

最終エントリは、残りのすべてのグループが sparse（希薄）モードで RP 10.10.3.2 にマッピングさ    
れていることを示します。

関連コマンド コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
pim rp-address PIM RP のアドレスを設定します。
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show pim interface
PIM のインターフェイス固有の情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim interface コマ       
ンドを使用します。

show pim interface [if_name | state-off | state-on]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの PIM 情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM に PIM を実装した場合は、FWSM 自体が PIM ネイバとみなされます。したがって、このコ      
マンド出力のネイバ カウント カラムには、実際のネイバ数よりも 1 大きな値が表示されます。

例 次に、内部インターフェイスの PIM 情報を表示する例を示します。

hostname# show pim interface inside
Address    Interface      Ver/     Nbr     Query      DR     DR
                          Mode     Count   Intvl      Prior
172.16.1.4 inside         v2/S     2       100 ms     1      172.16.1.4

関連コマンド

if_name （任意）インターフェイスの名前。この引数を含めると、指定したインター

フェイスのみが表示されます。

state-off （任意）PIM がディセーブル化されたインターフェイスを表示します。
state-on （任意）PIM がイネーブル化されたインターフェイスを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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show pim join-prune statistic
PIM join/prune 集約統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim join-prune statistics コ        
マンドを使用します。

show pim join-prune statistics [if_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの join/prune 統計情報が表示さ  
れます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM join/prune 統計情報をクリアするには、 clear pim counters コマンドを使用します。

例 次に、show pim join-prune statistic コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim join-prune statistic

PIM Average Join/Prune Aggregation for last (1K/10K/50K) packets
Interface          Transmitted             Received

             Vlan38   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan37   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan36   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan35   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
               Vlan   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan34   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan22   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
             Vlan20   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
               Vlan   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
            Vlan124   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
            Vlan136   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0
            Vlan137   0 /    0 /    0         0 /    0 /    0

関連コマンド

if_name （任意）インターフェイスの名前。この引数を含めると、指定したインター

フェイスのみが表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim counters PIM トラフィック カウンタをクリアします。
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show pim neighbor
PIM ネイバ テーブルのエントリを表示するには、特権 EXEC モードで show pim neighbor コマンド        
を使用します。

show pim neighbor [count | detail] [interface]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PIM hello メッセージを介してこのルータが認識した PIM ネイバを判別する場合    
に使用します。また、このコマンドは、インターフェイスが DR（指定ルータ）であることや、ネ 
イバが双方向処理を実行できる時期も示します。

FWSM に PIM を実装した場合は、FWSM 自体が PIM ネイバとみなされます。したがって、このコ      
マンドの出力に FWSM インターフェイスが表示されます。FWSM の IP アドレスの横には、アスタ     
リスクが付いています。

例 次に、show pim neighbor コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim neighbor inside
Neighbor Address    Interface    Uptime     Expires   DR  pri  Bidir
10.10.1.1           inside       03:40:36   00:01:41  1        B
10.10.1.2*          inside       03:41:28   00:01:32  1   (DR) B

関連コマンド

count （任意）PIM ネイバの総数および各インターフェイスの PIM ネイバ数を表   
示します。

detail （任意）アップストリーム検出 hello オプションを介して学習されたネイバ  
の追加アドレスを表示します。

interface （任意）インターフェイスの名前。この引数を含めると、指定したインター

フェイスのみが表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。
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show pim range-list
PIM の範囲リスト情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim range-list  コマンドを使用し        
ます。

show pim range-list [rp_address]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、グループ マッピングに対するマルチキャスト転送モードを判別する場合に使用し 
ます。また、範囲に対応する Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）も必要に応じて示します。

例 次に、show pim range-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim range-list
config SSM Exp: never Src: 0.0.0.0
  230.0.0.0/8 Up: 03:47:09
config BD RP: 172.16.1.3 Exp: never Src: 0.0.0.0
  239.0.0.0/8 Up: 03:47:16
config BD RP: 172.18.1.6 Exp: never Src: 0.0.0.0
  239.100.0.0/16 Up: 03:47:10
config SM RP: 172.18.2.6 Exp: never Src: 0.0.0.0
  235.0.0.0/8 Up: 03:47:09

関連コマンド

rp_address 次のいずれかの値を指定できます。

 • Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）ホスト テーブ      
ルまたはドメイン ipv4 hostコマンドで定義されている RP 名。

 • RP の IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られたドット付き 10     
進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show pim group-map グループ /PIM モード マッピングおよびアクティブ RP 情報を表示し    
ます。
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show pim topology
PIM トポロジ テーブル情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim topology  コマンドを使        
用します。

show pim topology [group] [source]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのグループおよび送信元のトポロジ情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定グループに対する、(*, G)、(S, G)、および (S, G)RPT の各エントリを、それぞれ独自のインター     
フェイス リストとともに表示するには、PIM トポロジ テーブルを使用します。

PIM は MRIB を介してこれらのエントリの内容を伝達します。MRIB は、PIM などのマルチキャス     
ト ルーティング プロトコル、Internet Group Management Protocol（IGMP）などのローカル メンバー      
シップ プロトコル、およびシステムのマルチキャスト転送エンジンの間で通信するための媒介とし 
て機能します。

MRIB は、指定した (S, G) エントリについて、データ パケットを受け入れるインターフェイス、お     
よびデータ パケットを転送するインターフェイスを表示します。また、転送中に Multicast  
Forwarding Information Base（MFIB）テーブルを使用して、パケット単位の転送アクションを決定し  
ます。

（注） 転送情報を表示するには、show mfib routeコマンドを使用します。

group （任意）次のいずれかの値を指定できます。

 • DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルまたはドメイン ipv4 host     
コマンドで定義されているマルチキャスト グループの名前。

 • マルチキャスト グループの IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られ    
たドット付き 10 進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

source （任意）次のいずれかの値を指定できます。

 • DNS ホスト テーブルまたはドメイン ipv4 host コマンドで定義されている     
マルチキャスト送信元の名前。

 • マルチキャスト送信元の IP アドレス。このアドレスは、4 つに区切られた   
ドット付き 10 進表記のマルチキャスト IP アドレスです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show pim topology コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim topology

IP PIM Multicast Topology Table
Entry state: (*/S,G)[RPT/SPT] Protocol Uptime Info
Entry flags: KAT - Keep Alive Timer, AA - Assume Alive, PA - Probe Alive,
    RA - Really Alive, LH - Last Hop, DSS - Don't Signal Sources,
    RR - Register Received, SR 
(*,224.0.1.40) DM Up: 15:57:24 RP: 0.0.0.0
JP: Null(never) RPF: ,0.0.0.0 Flags: LH DSS 
  outside            15:57:24  off LI LH 

(*,224.0.1.24) SM Up: 15:57:20 RP: 0.0.0.0
JP: Join(00:00:32) RPF: ,0.0.0.0 Flags: LH 
  outside            15:57:20  fwd LI LH 

(*,224.0.1.60) SM Up: 15:57:16 RP: 0.0.0.0
JP: Join(00:00:32) RPF: ,0.0.0.0 Flags: LH 
  outside            15:57:16  fwd LI LH 

関連コマンド コマンド 説明

show mrib route MRIB テーブルを表示します。
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show pim topology reserved
予約済みグループの PIM トポロジ テーブル情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim       
topology reserved  コマンドを使用します。

show pim topology reserved

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 なし

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show pim topology PIM トポロジ テーブルを表示します。
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show pim topology route-count
PIM トポロジ テーブルのエントリ数を表示するには、特権 EXEC モードで show pim topology       
route-count  コマンドを使用します。

show pim topology route-count [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PIM トポロジ テーブルのエントリ数を表示します。エントリの詳細を表示するに  
は、show pim topology コマンドを使用します。

例 次に、show pim topology route-count コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim topology route-count

PIM Topology Table Summary
  No. of group ranges = 5
  No. of (*,G) routes = 0
  No. of (S,G) routes = 0
  No. of (S,G)RPT routes = 0

関連コマンド

detail （任意）詳細なカウント情報をグループ単位で表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show pim topology PIM トポロジ テーブルを表示します。
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show pim traffic
PIM トラフィック カウンタを表示するには、特権 EXEC モードで show pim traffic コマンドを使用        
します。

show pim traffic

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM トラフィック カウンタをクリアするには、clear pim counters コマンドを使用します。

例 次に、show pim traffic コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim traffic

PIM Traffic Counters
Elapsed time since counters cleared: 3d06h

                              Received     Sent
Valid PIM Packets                        0        9485
Hello                                    0        9485
Join-Prune                               0           0
Register                                 0           0
Register Stop                            0           0
Assert                                   0           0
Bidir DF Election                        0           0

Errors:
Malformed Packets                                    0
Bad Checksums                                        0
Send Errors                                          0
Packet Sent on Loopback Errors                       0
Packets Received on PIM-disabled Interface           0
Packets Received with Unknown PIM Version            0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear pim counters PIM トラフィック カウンタをクリアします。
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show pim tunnel
PIM トンネル インターフェイスの情報を表示するには、特権 EXEC モードで show pim tunnels コマ        
ンドを使用します。

show pim tunnels [if_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの PIM トンネル情報が表示され  
ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM レジスタ パケットは仮想カプセル化トンネル インターフェイスを介して、送信元の先頭ホッ   
プ DR ルータから RP に送信されます。RP では、PIM レジスタ パケットの着信インターフェイスを       
表す場合に、仮想カプセル開放トンネルが使用されます。このコマンドは両方のタイプのインター

フェイスのトンネル情報を表示します。

レジスタ トンネルは、共有ツリーを介して配信するために送信元から RP に送信された、（PIM レ    
ジスタ メッセージ内で）カプセル化されたマルチキャスト パケットです。レジスタ化は SM にの    
み適用され、SSM や 双方向 PIM には適用されません。

例 次に、show pim tunnel コマンドの出力例を示します。

hostname# show pim tunnel

Interface     RP Address Source Address 

Encapstunnel0 10.1.1.1   10.1.1.1 

Decapstunnel0 10.1.1.1   -

if_name （任意）インターフェイスの名前。この引数を含めると、指定したインター

フェイスのみが表示されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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show processes
FWSM で稼働するプロセスのリストを表示するには、特権 EXEC モードで show processes コマンド      
を使用します。

show processes [cpu-hog | memory | internals]

デフォルト このコマンドはデフォルトで、FWSM で稼働するプロセスを表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show processes コマンドを使用すると、FWSM で稼働するプロセスのリストを表示できます。

このコマンドにオプションの  cpu-hog 引数を指定すると、CPU を使用しているプロセスを判別す    
ることもできます。CPU 占有時間が 100 ミリ秒を超えたプロセスには、フラグが付加されます。   
show process cpu-hog コマンドを起動すると、次のカラムが表示されます。

 • MAXHOG ― CPU の最大占有実行時間（ミリ秒）

 • NUMHOG ― CPU 占有実行数

 • LASTHOG ― 直前の CPU 占有実行時間（ミリ秒）

プロセスは少数の命令のみを必要とする小型のスレッドです。リスト内の PC はプログラム カウン   
タ、SP はスタック ポインタ、STATE はスレッド キューのアドレス、Runtime は CPU クロック サ        
イクルに基づくスレッドの稼働時間（ミリ秒、誤差は 1 ミリ秒以内）、SBASE はスタック ベース ア     
ドレス、Stack は現在の使用バイト数およびスタックの合計サイズ、Process はスレッドの機能リス  
トです。

show proccess コマンドを 2 回連続して実行し、scheduler および total サマリー行で出力を比較する       
と、以下を判別することができます。

 • CPU が 100% 消費された箇所

 • 各スレッドで使用された CPU の割合（スレッドの稼働時間の増分値と合計稼働時間の増分値を  
比較）

オプションの memory 引数を指定すると、各プロセスで割り当てられたメモリが表示され、メモリ  
使用率をプロセス別に追跡できます。

オプションの internals 引数を指定すると、起動されたコールおよびギブアップの個数が表示されま  
す。Invoked はスケジューラがプロセスを起動（実行）した回数です。Giveups はプロセスが CPU   
をスケジューラに戻した回数です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、FWSM で稼働するプロセスのリストを表示する例を示します。

hostname(config)# show processes

    PC       SP       STATE       Runtime    SBASE     Stack Process
Hsi 00102aa0 0a63f288 0089b068     117460 0a63e2d4 3600/4096 arp_timer
Lsi 00102aa0 0a6423b4 0089b068         10 0a64140c 3824/4096 FragDBGC
Hwe 004257c8 0a7cacd4 0082dfd8          0 0a7c9d1c 3972/4096 udp_timer
Lwe 0011751a 0a7cc438 008ea5d0         20 0a7cb474 3560/4096 dbgtrace
<--- More --->
...
-     -        -         -        638515    -         -     scheduler
 -     -        -         -       2625389    -         -     total

hostname(config)# show processes cpu

    MAXHOG             NUMHOG             LASTHOG             Process
--------------     ---------------     ---------------       ---------
      7720                  4                110              Dispatch Unit
      7870                331               1010              Checkheaps

（その他のラインは省略）
      6170                  1               6170              CTM message handle

hostname(config)# show processes memory

------------------------------------------------------------

Allocs   Allocated       Frees         Freed         Process

          (bytes)                      (bytes)

------------------------------------------------------------

23512    13471545        6             180           *System Main*

0        0               0             0             lu_rx

2        8324            16            19488         vpnlb_thread

（その他のラインは省略）

hostname# sho proc internals

                             

     Invoked      Giveups  Process

           1            0  block_diag

    19108445     19108445  Dispatch Unit

           1            0  CF OIR

           1            0  Reload Control Thread

           1            0  aaa

           2            0  CMGR Server Process

           1            0  CMGR Timer Process

           2            0  dbgtrace

          69            0  557mcfix

    19108019     19108018  557poll
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           2            0  557statspoll

           1            0  Chunk Manager

         135            0  PIX Garbage Collector

           6            0  route_process

           1            0  IP Address Assign

           1            0  QoS Support Module

           1            0  Client Update Task

        8973         8968  Checkheaps

           6            0  Session Manager

         237          235  uauth

（その他のラインは省略）
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show prompt
設定されたプロンプトを表示するには、コンフィギュレーション モード（P_CONF）および複製 
モード（P_REP）の、シングル モード、およびマルチ モードのシステム  コンテキスト内で show     
prompt コマンドを入力します。このコマンドは、設定されたすべてのプロンプトを表示します。設 
定されたプロンプトを表示できるのは、管理者のみです。ユーザ コンテキストの場合は、デフォル 
トのホスト名 /コンテキスト（config モード）プロンプトを表示できます。

show prompt [<keyword> [keyword>] ...]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは、ホスト名 /コンテキスト（config モード）プロンプトです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン プロンプトに情報を追加する機能により、複数のモジュールが存在する場合にログインしているモ

ジュールを一目で把握することができます。フェールオーバー中、両方のモジュールのホスト名が

同じ場合などに役立ちます。

例 次に、hostname、domain、context、priority、slot、および state キーワードを指定してプロンプトを  
表示する例を示します。

fwsm(config)# show prompt hostname context priority slot state

関連コマンド

キーワード 内容

context 現在のコンテキストを表示するようにプロンプトを設定します（マルチ

モードのみ）。

domain ドメインを表示するプロンプトを設定します。

hostname ホスト名を表示するプロンプトを設定します。

priority [failover lan unit] の設定を表示するようにプロンプトを設定します。
slot 必要に応じて、スロット位置を表示するようにプロンプトを設定します。

state 現在のトラフィック処理状態を表示するプロンプトを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear prompt 設定されたプロンプトを消去します。

prompt 表示されるプロンプトを設定します。
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show reload
FWSM のリロード ステータスを表示するには、特権 EXEC モードで show reload コマンドを使用し       
ます。

show reload

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドには使用上の注意事項はありません。

例 次に、4 月 20 日（土）の午前 0:00 （深夜）にリロードをスケジュールする例を示します。

hostname# show reload
Reload scheduled for 00:00:00 PDT Sat April 20 (in 12 hours and 12 minutes)

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

reload 再起動して、設定をリロードします。



第 27章      show isakmp sa ～ show route コマンド            
show resource acl-partition

27-84
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

show resource acl-partition
マルチ コンテキスト モードでメモリ パーティション数、各パーティションに割り当てられたコン   
テキスト、および使用されるルールの数を表示するには、特権 EXEC モードで show resource    
acl-partition コマンドを使用します。

show resource acl-partition [context]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show resource acl-partition コマンドの出力例を示します。

hostname# show resource acl-partition

Total number of configured partitions = 2
Partition #0
        Mode                       :exclusive
        List of Contexts        :bandn, borders
        Number of contexts   :2(RefCount:2)
        Number of rules         :0(Max:53087)
Partition #1
        Mode                       :non-exclusive
        List of Contexts        :admin, momandpopA, momandpopB, momandpopC
                                         momandpopD
        Number of contexts   :5(RefCount:5)
        Number of rules         :6(Max:53087)

関連コマンド

context コンテキストが割り当てられたパーティションを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC 不可 不可 — —  •

リリース 変更

2.3(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

allocate-acl-partition 特定のメモリ パーティションにコンテキストを割り当てます。
context セキュリティ コンテキストを設定します。
resource acl-partition マルチ コンテキスト モードのメモリ パーティション数を判別   

します。
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show resource allocation
すべてのクラスおよびクラス メンバーについて、各リソースのリソース割り当てを表示するには、 
特権 EXEC モードで show resource allocation コマンドを使用します。

show resource allocation [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドはリソース割り当てを表示しますが、実際に使用中のリソースは表示しません。実際

のリソース使用率の詳細については、show resource usage コマンドを参照してください。

例 次に、show resource allocation コマンドの出力例を示します。各リソースの合計割り当てを絶対値、   
および使用可能なシステム リソースに対する割合で表示します。

hostname# show resource allocation
Resource                    Total       % of Avail
 Conns [rate]               35000           35.00%
 Fixups [rate]              35000           35.00%
 Syslogs [rate]             10500           35.00%
 Conns                     305000           30.50%
 Hosts                      78842           30.07%
 IPsec                          7           35.00%
 SSH                           35           35.00%
 Telnet                        35           35.00%
 Xlates                     91749           34.99%
 All                    unlimited 

表 27-7 に各フィールドの説明を示します。

detail 詳細情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC 不可 不可 — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

表 27-7 show resource allocation のフィールド

フィールド 説明

Resource 制限できるリソースの名前

Total すべてのコンテキストに割り当てられたリソースの合計数。この値は、同時に

発生したインスタンス数または 1 秒間のインスタンス数の絶対値です。クラス  
定義内でパーセントを指定した場合、FWSM はパーセント値を絶対値に変換 
して、この出力に表示します。

% of Avail すべてのコンテキストに割り当てられた全システム リソースに対する割合
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次に、show resource allocation detail コマンドの出力例を示します。

hostname# show resource allocation detail
Resource Origin:
    A    Value was derived from the resource 'all'
    C    Value set in the definition of this class
    D    Value set in default class
Resource         Class          Mmbrs  Origin      Limit      Total    Total %
Conns [rate]     default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1       C      34000      34000     20.00%
                 silver             1      CA      17000      17000     10.00%
                 bronze             0      CA       8500                     
                 All Contexts:      3                         51000     30.00%

Fixups [rate]    default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1      DA  unlimited                     
                 silver             1      CA      10000      10000     10.00%
                 bronze             0      CA       5000                     
                 All Contexts:      3                         10000     10.00%

Syslogs [rate]   default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1       C       6000       6000     20.00%
                 silver             1      CA       3000       3000     10.00%
                 bronze             0      CA       1500                     
                 All Contexts:      3                          9000     30.00%

Conns            default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1       C     200000     200000     20.00%
                 silver             1      CA     100000     100000     10.00%
                 bronze             0      CA      50000                     
                 All Contexts:      3                        300000     30.00%

Hosts            default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1      DA  unlimited                     
                 silver             1      CA      26214      26214      9.99%
                 bronze             0      CA      13107                     
                 All Contexts:      3                         26214      9.99%

IPSec            default          all       C          5                     
                 gold               1       D          5          5     50.00%
                 silver             1      CA          1          1     10.00%
                 bronze             0      CA  unlimited                     
                 All Contexts:      3                            11    110.00%

SSH              default          all       C          5                     
                 gold               1       D          5          5      5.00%
                 silver             1      CA         10         10     10.00%
                 bronze             0      CA          5                     
                 All Contexts:      3                            20     20.00%

Telnet           default          all       C          5                     
                 gold               1       D          5          5      5.00%
                 silver             1      CA         10         10     10.00%
                 bronze             0      CA          5                     
                 All Contexts:      3                            20     20.00%

Xlates           default          all      CA  unlimited                     
                 gold               1      DA  unlimited                     
                 silver             1      CA      23040      23040     10.00%
                 bronze             0      CA      11520                     
                 All Contexts:      3                         23040     10.00%

mac-addresses    default          all       C      65535                     
                 gold               1       D      65535      65535    100.00%
                 silver             1      CA       6553       6553      9.99%
                 bronze             0      CA       3276                     
                 All Contexts:      3                        137623    209.99%
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表 27-8 に各フィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 27-8 show resource allocation detail のフィールド

フィールド 説明

Resource 制限できるリソースの名前

Class デフォルト クラスを含む、各クラスの名前。

All Contexts フィールドには、すべてのクラスの合計値が表示されます。
Mmbrs 各クラスに割り当てられたコンテキストの数

Origin リソース制限の設定元。値は次のとおりです。

 • A ― この制限は、リソース単位でなく all オプションで設定されました。

 • C ― この制限はメンバー クラスを元に設定されました。

 • D ― この制限はメンバー クラスではなく、デフォルト クラスを元に設定    
されました。デフォルト クラスに割り当てられたコンテキストの場合、こ 
の値は [D] でなく [C] になります。

FWSM は [A] と [C] または [A] と [D] を組み合わせることができます。
Limit コンテキストごとのリソース制限（絶対値）。クラス定義内でパーセントを指

定した場合、FWSM はパーセント値を絶対値に変換して、この出力に表示し 
ます。

Total クラス内のすべてのコンテキストに割り当てられたリソースの合計数。この値

は、同時に発生したインスタンス数または 1 秒間のインスタンス数の絶対値で  
す。リソースが無制限の場合、この表示はブランクです。

% of Avail クラス内のすべてのコンテキストに割り当てられた全システム リソースの割 
合。リソースが無制限の場合、この表示はブランクです。

コマンド 説明

class リソース クラスを作成します。
context セキュリティ コンテキストを追加します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

show resource types 制限を設定できるリソース タイプを表示します。
show resource usage FWSM のリソース使用率を表示します。
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show resource types
FWSM がコンテキスト単位で使用率を制限できるリソース タイプを表示するには、特権 EXEC モー    
ドで show resource types コマンドを使用します。

show resource types

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show resource types コマンドの出力例を示します。

hostname# show resource types

Rate limited resource types:
  Conns           Connections/sec
  Fixups          Fixups/sec
  Syslogs         Syslogs/sec

Absolute limit types:
  Conns           Connections
  Hosts           Hosts
  IPSec           IPSec Mgmt Tunnels
  ASDM            ASDM Connections
  SSH             SSH Sessions
  Telnet          Telnet Sessions
  Xlates          XLATE Objects
  MAC Addresses   MAC addresses
  All             All Resources

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class リソース クラスを作成します。
context セキュリティ コンテキストを追加します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

show resource allocation すべてのクラスおよびクラス メンバーについて、各リソースの 
リソース割り当てを表示します。

show resource usage FWSM のリソース使用率を表示します。
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show resource usage
FWSM のリソース使用率、またはマルチ モードにおける各コンテキストのリソース使用率を表示  
するには、特権 EXEC モードで show resource usage コマンドを使用します。

show resource usage [context context_name | top n | all | summary | system] 
[resource {resource_name | all}] [counter counter_name [count_threshold]]

シンタックスの説明 context context_name （マルチ モードのみ）統計情報を表示するコンテキスト名を指定します。 
すべてのコンテキストを対象とする場合は all を指定します。各コンテキ  
ストのコンテキスト使用率が表示されます。

count_threshold リソースを表示する下限値を設定します。デフォルトは 1 です。リソース  
使用率が設定値を下回ると、リソースは表示されなくなります。カウンタ

名に all を指定した場合、count_threshold は現在の使用率に適用されます。

（注） すべてのリソースを表示するには、 count_threshold を 0 に設定しま    
す。

counter counter_name 次のカウンタ タイプのカウントを表示します。

 • current ― アクティブな同時インスタンスまたはリソースの現在レー  
トを表示します。

 • peak ― 最大同時インタンス数、または統計情報を最後にクリアして  
からのリソースの最大レートを表示します。統計情報をクリアするに

は、clear resource usage コマンドを使用するか、またはデバイスをリ   
ブートします。

 • denied ― リソース割り当てを超過したために拒否されたインスタン  
ス数を表示します。

 • all ― （デフォルト）すべてのインスタンスを表示します。
resource 
resource_name

特定のリソース使用率を表示します。すべてのリソースを対象とする場合

は、all（デフォルト）を指定します。リソースには次のような種類があり
ます。

 • asdm ― ASDM 管理セッション

 • conns ― 2 つのホスト間の TCP または UDP 接続（特定のホストとそ       
の他の複数のホストとの接続を含む）

 • hosts ― FWSM を介して接続できるホスト

 • ipsec ― IPSec セッション

 • mac-addresses ― トランスペアレント ファイアウォール モードの場    
合に、MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルで許可され  
る MAC アドレス数

 • ssh ― SSH セッション

 • telnet ― Telnet セッション

 • xlates ― NAT 変換

summary （マルチ モードのみ）すべてのコンテキストの使用率を組み合わせて表示 
します。
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デフォルト マルチ コンテキスト モードの場合、デフォルト コンテキストは、すべてのコンテキストのリソー   
ス使用率を表示する all です。シングル モードの場合、コンテキスト名は無視され、出力の [context]    
には [System] と表示されます。

デフォルト リソース名は、すべてのリソース タイプを表示する all です。

デフォルト カウンタ名は、すべての統計情報を表示する all です。

デフォルトのカウンタしきい値は 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、管理コンテキストのリソース使用率を表示する、show resource usage context コマンドの出力    
例を示します。

hostname# show resource usage context admin

Resource              Current         Peak      Limit    Denied  Context
Telnet                      1            1          5         0  admin
Conns                      44           55        N/A         0  admin
Hosts                      45           56        N/A         0  admin

次に、すべてのコンテキストおよびすべてのリソースのリソース使用率を表示する、show resource 
usage summary コマンドの出力例を示します。この例で表示されているコンテキスト制限は 6 です。

hostname# show resource usage summary

Resource              Current         Peak      Limit     Denied Context
Syslogs [rate]           1743         2132      12000(U)       0 Summary
Conns                     584          763     100000(S)       0 Summary
Xlates                   8526         8966      93400          0 Summary
Hosts                     254          254     262144          0 Summary
Conns [rate]              270          535      42200       1704 Summary
Fixups [rate]             270          535     100000(S)       0 Summary
U = Some contexts are unlimited and are not included in the total.
S = All contexts are unlimited; system limit is shown.

system （マルチ モードのみ）すべてのコンテキストの使用率を組み合わせて表示 
しますが、表示される制限はコンテキスト制限の組み合わせでなく、リ

ソースのシステム制限です。

top n （マルチ モードのみ）指定されたリソースの上位 n 名のユーザのコンテキ   
ストを表示します。このオプションを指定した場合は、resource all でな  
く、単一のリソース タイプを指定する必要があります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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次に、show resource usage system コマンドの出力例を示します。すべてのコンテキストのリソース    
使用率が表示されますが、表示される制限はコンテキスト制限の組み合わせでなく、システム制限

です。

hostname# show resource usage system

Resource              Current         Peak      Limit    Denied  Context
Telnet                      3            5        100         0  System
SSH                         5            7        100         0  System
Conns                      40           55        N/A         0  System
Hosts                      44           56        N/A         0  System

関連コマンド コマンド 説明

class リソース クラスを作成します。
clear resource usage リソース使用率統計情報を消去します。

context セキュリティ コンテキストを追加します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

show resource types リソース タイプのリストを表示します。
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show route
インターフェイスのデフォルトまたはスタティック ルートを表示するには、特権 EXEC モードで 
show route コマンドを使用します。

show route [interface_name ip_address netmask gateway_ip]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show route コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show route
C    10.30.10.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
C    10.40.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
C    192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, faillink
C    192.168.3.0 255.255.255.0 is directly connected, statelink

関連コマンド

gateway_ip （任意）ゲートウェイ ルータの IP アドレス（このルートのネクストホップ   
アドレス） 

interface_name （任意）内部または外部ネットワークのインターフェイス名

ip_address （任意）内部または外部ネットワークの IP アドレス 
netmask （任意）ip_address に適用するネットワーク マスク 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure route コンフィギュレーションから connect キーワードを含まない  
route コマンドを削除します。

route インターフェイスのスタティックまたはデフォルト ルートを指 
定します。

show running-config route 設定されているルートを表示します。
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28

show running-config ～  
show running-config isakmp コマンド

show running-config
FWSM の実行コンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config     
コマンドを使用します。

show running-config [all] [command]

シンタックスの説明

デフォルト 引数またはキーワードを指定しない場合は、デフォルト以外の FWSM コンフィギュレーション全  
体が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config コマンドは、FWSM の現在の実行コンフィギュレーションを表示します。

running-config キーワードを使用できるのは、show running-config コマンド内のみです。このキー   
ワードを no または clear と併用したり、単独のコマンドとして使用したりすることはできません。    
CLI（コマンドライン インターフェイス）では、サポート対象外のコマンドとして処理されるため 
です。?、no ?、または clear ? キーワードを入力しても、コマンド リストに running-config キーワー       
ドは表示されません。

all デフォルトを含む実行コンフィギュレーション全体を表示します。

command 特定のコマンドに関連付けられたコンフィギュレーションを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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（注） デバイス マネージャを使用して FWSM への接続または設定を行うと、コンフィギュレーションに   
デバイス マネージャ コマンドが追加されます。

例 次に、FWSM の実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。

hostname# show running-config
: Saved
:
FWSM Version 3.1(0)
names
!
interface Ethernet0
 nameif test
 security-level 10
 ip address 10.10.88.50 255.255.255.254
!
interface Ethernet1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.86.194.176 255.255.254.0
!
interface Ethernet2
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!
interface Ethernet3
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!
interface Ethernet4
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!
interface Ethernet5
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname FWSM
domain-name example.com
boot system flash:/cdisk.bin
ftp mode passive
pager lines 24
mtu test 1500
mtu inside 1500
monitor-interface test
monitor-interface inside
ASDM image flash:ASDM
no ASDM history enable
arp timeout 14400
route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.86.194.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 2:00:00 half-closed 1:00:00 udp 0:02:00 icmp 1:00:00 rpc 1:00:00 h3
23 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02
:00
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timeout uauth 0:00:00 absolute
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp
fragment size 200 test
fragment chain 24 test
fragment timeout 5 test
fragment size 200 inside
fragment chain 24 inside
fragment timeout 5 inside
telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside
telnet timeout 1440
ssh timeout 5
console timeout 0
group-policy todd internal
!
class-map inspection_default
 match default-inspection-traffic
!
!
policy-map fwsm_global_fw_policy
 class inspection_default
  inspect dns
  inspect ftp
  inspect h323 h225
  inspect h323 ras
  inspect http
  inspect ils
  inspect mgcp
  inspect netbios
  inspect rpc
  inspect rsh
  inspect rtsp
  inspect sip
  inspect skinny
  inspect sqlnet
  inspect tftp
  inspect xdmcp
  inspect ctiqbe
  inspect cuseeme
  inspect icmp
!
terminal width 80
service-policy fwsm_global_fw_policy global
Cryptochecksum:bfecf4b9d1b98b7e8d97434851f57e14
: end

関連コマンド コマンド 説明

configure 端末から FWSM を設定します。
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show running-config aaa
実行コンフィギュレーション内の AAA（認証、認可、アカウンティング）設定を表示するには、特 
権 EXEC モードで show running-config aaa コマンドを使用します。

show running-config aaa [accounting | authentication | authorization | mac-exempt | proxy-limit]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config aaa コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config aaa
aaa authentication match infrastructure_authentication_radiusvrs infrastructure 
radiusvrs
aaa accounting match infrastructure_authentication_radiusvrs infrastructure radiusvrs
aaa authentication secure-http-client
aaa local authentication attempts max-fail 16

関連コマンド

accounting （任意）アカウンティング関連の AAA 設定を表示します。
authentication （任意）認証関連の AAA 設定を表示します。
authorization （任意）許可関連の AAA 設定を表示します。
mac-exempt （任意）MAC（メディア アクセス制御）アドレス免除の AAA 設定を表示   

します。

proxy-limit （任意）ユーザ単位で許可されている同時プロキシ接続数を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show aaa コマンドが追加されました。
2.2(1) LOCAL 方式をサポートするように、show aaa コマンドが変更されました。
3.1(1) このコマンドは show aaa から変更されました。

コマンド 説明

aaa authentication match アクセス リストで識別されたトラフィックの認証をイネーブル 
にします。

aaa authorization match アクセス リストで識別されたトラフィックの許可をイネーブル 
にします。

aaa accounting match アクセス リストで識別されたトラフィックのアカウンティング 
をイネーブルにします。

aaa mac-exempt 認証および許可から免除する MAC アドレスの定義済みリスト  
を使用するように指定します。

aaa proxy-limit ユーザ単位で許可される同時プロキシ接続の最大数を設定し

て、uauth セッションの制限を設定します。
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show running-config aaa-server
AAA サーバ設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config aaa-server コマンドを       
使用します。

show running-config [all] aaa-server [server-tag] [(interface-name)]

シンタックスの説明

デフォルト all キーワードを省略すると、明示的に設定された設定値のみが表示され、デフォルト値は表示され 
ません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、特定のサーバ グループの設定を表示する場合に使用します。明示的に設定された 
値だけでなくデフォルト値も表示する場合は、all キーワードを使用します。

例 デフォルト AAA サーバ グループの実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを   
使用します。

hostname(config)# show running-config default aaa-server

aaa-server group1 protocol tacacs+ accounting-mode simultaneous 
reactivation-mode depletion deadtime 10
max-failed-attempts 4

関連コマンド

all （任意）デフォルト値を表示します。このキーワードを指定しない場合、デ

フォルト値はコマンド出力から省略されます。

(interface-name) （任意）AAA サーバが存在するネットワーク インターフェイス。
server-tag （任意）サーバ グループのシンボリック名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) show aaa-server コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show aaa-server から変更されました。

コマンド 説明

show aaa-server AAA サーバの統計情報を表示します。
show running-config aaa-server host 特定の AAA サーバの AAA サーバ設定を表示します。
clear configure aaa-server AAA サーバの設定を消去します。
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show running-config aaa-server host
特定の AAA サーバの AAA サーバ統計情報を表示するには、グローバル コンフィギュレーション     
モードまたは特権 EXEC モードで show running-config aaa-server host コマンドを使用します。

show running-config [all] aaa-server server-tag [(interface-name)] host aaa-server-name

シンタックスの説明

デフォルト all キーワードを省略すると、明示的に設定された設定値のみが表示され、デフォルト値は表示され 
ません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、特定のサーバ グループの統計情報を表示する場合に使用します。明示的に設定さ 
れた値だけでなくデフォルト値も表示する場合は、all キーワードを使用します。

例 サーバ グループ svrgrp1 の実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを使用しま   
す。

hostname(config)# show running-config all aaa-server svrgrp1

関連コマンド

all （任意）デフォルト設定値を含む実行コンフィギュレーションを表示しま

す。

host aaa-server-name AAA サーバをホスト名または IP アドレスで指定します。
(interface-name) （任意）AAA サーバが存在するネットワーク インターフェイス
server-tag サーバ グループのシンボリック名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config aaa-server AAA サーバの設定を表示します。
clear configure aaa すべてのグループのすべての AAA サーバの設定を削除します。
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show running-config access-group
アクセス グループ情報を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config access-group コ       
マンドを使用します。

show running-config access-group

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config access-group コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config access-group
access-group 100 in interface outside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show access-group から変更されました。

コマンド 説明

access-group インターフェイスにアクセス リストをバインドします。
clear configure access-group すべてのインターフェイスからアクセス グループを削除しま 

す。
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show running-config access-list
FWSM で動作中のアクセスリストの設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config     
access-list コマンドを使用します。

show running-config [default] access-list [alert-interval | deny-flow-max]

show running-config [default] access-list id [saddr_ip]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config access-list コマンドを使用すると、FWSM で現在動作中のアクセス リストの設     
定を表示できます。

例 次に、show running-config access-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config access-list
access-list allow-all extended permit ip any any

関連コマンド

alert-interval Syslog メッセージ 106001 を生成するアラート間隔を表示します。この   
メッセージは、システムが拒否フローの上限に達したことを警告します。

deny-flow-max 作成できる同時拒否フローの最大数を表示します。

id 表示するアクセス リストを識別します。
saddr_ip 指定された送信元 IP アドレスを含むアクセス リストの要素を表示しま   

す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list ethertype EtherType に基づいてトラフィックを制御するアクセス リストを  
設定します。

access-list extended 設定にアクセス リストを追加し、ファイアウォールを通過する 
IP トラフィックのポリシーを設定します。

access-list ethertype EtherType に基づいてトラフィックを制御するアクセス リストを  
設定します。

clear access-list アクセス リスト カウンタをクリアします。
clear configure access-list 実行コンフィギュレーションからアクセス リストを消去します。
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show running-config alias
エイリアス設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config alias コマンドを使用し      
ます。

show running-config [all] alias [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、エイリアス情報を表示する例を示します。

hostname# show running-config alias

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

interface_name （任意）指定されたインターフェイスに対する alias コマンドを表示しま  
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • — —  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show alias から変更されました。

コマンド 説明

alias エイリアスを作成します。

clear configure alias エイリアスを削除します。
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show running-config arp
実行コンフィギュレーション内の arp コマンドで作成されたスタティック ARP エントリを表示す    
るには、特権 EXEC モードで show running-config arp コマンドを使用します。

show running-config [all] arp

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config arp コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config arp
arp inside 10.86.195.11 0008.023b.9893

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP スプーフィ   

ングを防止するために ARP パケットを検査します。
show arp ARP テーブルを表示します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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show running-config arp timeout
実行コンフィギュレーション内の ARP タイムアウト設定を表示するには、特権 EXEC モードで    
show running-config arp timeout コマンドを使用します。

show running-config [all] arp timeout

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config arp timeout コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config arp timeout
arp timeout 20000 seconds

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show arp timeout から変更されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp timeout FWSM が ARP テーブルを再構築するまでの時間を設定します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP スプーフィ   

ングを防止するために ARP パケットを検査します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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show running-config arp-inspection
実行コンフィギュレーション内の ARP 検査の設定を表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config arp-inspection コマンドを使用します。

show running-config [all] arp-inspection

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config arp-inspection コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config arp-inspection

arp-inspection inside1 enable no-flood

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマンド

を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

arp スタティック ARP エントリを追加します。
arp-inspection トランスペアレント ファイアウォール モードの場合に、ARP ス   

プーフィングを防止するために ARP パケットを検査します。
clear configure arp-inspection ARP 検査の設定を消去します。
firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
show arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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show running-config asdm
実行コンフィギュレーション内の asdm コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config asdm コマンドを使用します。

show running-config asdm [group | location]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーションから asdm コマンドを削除するには、clear configure asdm コマンドを使用     
します。

（注） マルチ コンテキスト モードで稼働している FWSM では、show running-config asdm group および        
show running-config asdm location コマンドを使用できるのは、システム実行スペース内のみです。

例 次に、show running-configuration asdm コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config asdm
asdm history enable
hostname#

関連コマンド

group （任意）実行コンフィギュレーション内の asdm group コマンドのみを表示   
します。

location （任意）実行コンフィギュレーション内の asdm location コマンドのみを表   
示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show running-config pdm として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config pdm コマンドから show 

running-config asdm コマンドに変更されました。

コマンド 説明

clear configure asdm 実行コンフィギュレーションから asdm コマンドをすべて削除します。
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show running-config auth-prompt
現在の認証プロンプト チャレンジ テキストを表示するには、グローバル コンフィギュレーション   
モードで show running-config auth-prompt コマンドを使用します。

show running-config [default] auth-prompt

シンタックスの説明

デフォルト 設定された認証プロンプト チャレンジ テキストを表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 認証プロンプトを設定したあとに、現在のプロンプト テキストを表示するには、 show 
running-config auth-prompt コマンドを使用します。

例 次に、show running-config auth-prompt コマンドを使用して、認証プロンプトの設定を表示する例   
を示します。

hostname(config)# show running-config auth-prompt
auth-prompt prompt Please sign in.
auth-prompt accept Welcome. Unauthorized access strictly prohibited.
auth-prompt reject Credentials invalid.
hostname(config)#

関連コマンド

default （任意）デフォルトの認証プロンプト チャレンジ テキストを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) show auth-prompt コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show auth-prompt から変更されました。

auth-prompt ユーザ認証プロンプトを設定します。

clear configure auth-prompt ユーザ認証プロンプトをデフォルト値にリセットします。
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show running-config auto-update
実行コンフィギュレーション内の auto-update コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config auto-update コマンドを使用します。

show running-config [all] auto-update

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-configuration auto-update コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config auto-update
auto-update poll-period 1 1
auto-update server http://10.1.1.1:1741/

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

auto-update device-id Auto Update Server で使用する FWSM デバイス ID を設定します。
auto-update poll-period FWSM が Auto Update Server からの更新をチェックする頻度を設     

定します。

auto-update server Auto Update Server を識別します。
auto-update timeout Auto Update Server がタイムアウト期間中にアクセスされていな   

い場合、FWSM を通過するトラフィックを停止します。
clear configure auto-update Auto Update Server の設定を消去します。
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show running-config banner
指定されたバナーおよびバナー用に設定されたすべての行を表示するには、特権 EXEC モードで  
show running-config banner コマンドを使用します。

show running-config banner [exec | login | motd]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config banner コマンドは、指定されたバナー キーワードおよびバナー用に設定され    
たすべての行を表示します。キーワードを指定しない場合は、すべてのバナーが表示されます。

例 次に、MoTD バナーを表示する例を示します。

hostname# show running-config banner motd

関連コマンド

exec （任意）特権プロンプトの前に表示されるバナーを表示します。

login （任意）Telnet を使用して FWSM にアクセスしたときに、パスワード ログ    
イン プロンプトの前に表示されるバナーを表示します。

motd （任意）MoTD（Message-of-The-Day）バナーを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show banner コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config banner に変更されました。

コマンド 説明

banner バナーを作成します。

clear configure banner バナーを削除します。
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show running-config class
リソース クラス設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config class コマンドを使       
用します。

show running-config [all] class [class_name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべてのクラスが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config class コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config class gold
limit-resource all 3%
limit-resource rate syslogs 500

関連コマンド

all （任意）デフォルトを含む、稼働中のすべてのリソース クラス設定を表示 
します。

class_name （任意）クラス名のテキスト。テキストの最大長は 40 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC 該当なし 該当なし — —  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure class クラス設定を消去します。

context セキュリティ コンテキストを設定します。
limit-resource クラスのリソース制限を設定します。

member リソース クラスにコンテキストを割り当てます。
show class クラスに割り当てられたコンテキストを表示します。
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show running-config class-map
クラス マップの設定に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config 
class-map コマンドを使用します。

show running-config [all] class-map [class_map_name]

シンタックスの説明

デフォルト match any コマンドを 1 つ含む  class-map class-default コマンドが、デフォルト クラス マップです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config class-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config class-map
class-map tcp-port
  match port tcp eq ftp

関連コマンド

all （任意）デフォルトを含む、稼働中のすべてのクラス マップ設定を表示し 
ます。

class_map_name （任意）クラス マップ名のテキスト。テキストの最大長は 40 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map インターフェイスにトラフィック クラスを適用します。
clear configure class-map トラフィック マップの定義をすべて削除します。
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show running-config command-alias
設定されたコマンド エイリアスを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config 
command-alias コマンドを使用します。

show running-config [all] command-alias

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン all キーワードを入力しない場合は、デフォルト以外のコマンド エイリアスのみが表示されます。

例 次に、FWSM に設定されたコマンド エイリアスを、デフォルトを含めてすべて表示する例を示し  
ます。

hostname# show running-config all command-alias
command-alias exec h help
command-alias exec lo logout
command-alias exec p ping
command-alias exec s show
command-alias exec save copy running-config startup-config

次に、FWSM に設定されたコマンド エイリアスを、デフォルトを除いて、すべて表示する例を示  
します。

hostname# show running-config command-alias
command-alias exec save copy running-config startup-config
hostname#

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマンドを

表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

command-alias コマンド エイリアスを作成します。
clear configure command-alias デフォルト以外のコマンド エイリアスをすべて削除します。
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show running-config console timeout
コンソール接続タイムアウト値を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config console     
timeout コマンドを使用します。

show running-config console timeout

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、コンソール接続タイムアウト設定を表示する例を示します。

hostname# show running-config console timeout
console timeout 0

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1)  show console timeout コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config console timeout に変更されました。

コマンド 説明

console timeout FWSM とのコンソール接続のアイドル タイムアウトを設定し  
ます。

clear configure console コンソール接続設定をデフォルト値にリセットします。
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show running-config context
システム実行スペース内のコンテキスト設定を表示するには、特権 EXEC モードで 
show running-config context コマンドを使用します。

show running-config [all] context

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config context コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config context

admin-context admin
context admin
  allocate-interface vlan100 
  config-url disk:/admin.cfg
!

context A
  allocate-interface vlan200
  config-url disk:/A.cfg
!

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC 不可 不可 — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

admin-context admin コンテキストを設定します。
allocate-interface コンテキストにインターフェイスを割り当てます。

changeto コンテキストとシステム実行スペースを切り替えます。

config-url コンテキスト設定の場所を指定します。

context システム コンフィギュレーション内にセキュリティ コンテキストを作成  
し、コンテキスト コンフィギュレーション モードを開始します。
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show running-config crypto
IPSec、暗号マップ、ダイナミック クリプト マップ、ISAKMP を含む暗号設定全体を表示するには、   
グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC モードで show running-config crypto       
コマンドを使用します。

show running-config crypto

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、特権 EXEC モードでコマンドを入力し、暗号設定情報をすべて表示する例を示します。

hostname# show running-config crypto map
crypto map abc 1 match address xyz
crypto map abc 1 set peer 209.165.200.225
crypto map abc 1 set transform-set ttt
crypto map abc interface test
isakmp enable inside
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 hash md5
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 86400
hostname# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
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show running-config crypto isakmp
ISAKMP 設定全体を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config crypto isakmp コマン        
ドを使用します。

show running-config crypto isakmp

シンタックスの説明 このコマンドにはデフォルト動作またはデフォルト値はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、ISAKMP 設定に関する情   
報を表示する例を示します。

hostname# show running-config crypto isakmp
isakmp enable inside
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 hash md5
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 86400
hostname# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show crypto isakmp コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config crypto isakmp に変更されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
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show running-config crypto ipsec
IPSec 設定全体を表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC モー     
ドで show running-config crypto ipsec コマンドを使用します。

show running-config crypto ipsec

シンタックスの説明 このコマンドにはデフォルト動作またはデフォルト値はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec 設定に関する情報を   
表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config crypto ipsec
crypto ipsec transform-set ttt esp-3des esp-md5-hmac
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) show crypto ipsec コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config crypto ipsec に変更されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
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show running-config crypto map
すべての暗号マップの設定を表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特  
権 EXEC モードで show running-config crypto map コマンドを使用します。

show running-config crypto map

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、特権 EXEC モードでコマンドを入力し、すべての暗号マップの設定情報をすべて表示する例  
を示します。

hostname# show running-config crypto map
crypto map abc 1 match address xyz
crypto map abc 1 set peer 209.165.200.225
crypto map abc 1 set transform-set ttt
crypto map abc interface test
hostname# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show crypto map から変更されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
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show running-config crypto dynamic-map
ダイナミック クリプト マップを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは    
特権 EXEC モードで show running-config crypto dynamic-map コマンドを使用します。

show running-config crypto dynamic-map

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、ダイナミック クリプト   
マップに関する設定情報をすべて表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config crypto dynamic-map

Crypto Map Template "dyn1" 10

        access-list 152 permit ip host 172.21.114.67 any
        Current peer: 0.0.0.0
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/120 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={      tauth, t1,      }
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • — —

特権 EXEC  •  •  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show crypto dynamic-map から変更されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。
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show running-config dhcpd
DHCP 設定を表示するには、特権 EXEC モードまたはグローバル コンフィギュレーション モード     
で show running-config dhcpd コマンドを使用します。

show running-config dhcpd

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config dhcpd コマンドは、実行コンフィギュレーションに入力された DHCP コマンド     
を表示します。DHCP バインディング、ステート、および統計情報を表示するには、show dhcpd コ   
マンドを使用します。

例 次に、show running-config dhcpd コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config dhcpd

dhcpd address 10.0.1.100-10.0.1.108 inside
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd dns 209.165.201.2 209.165.202.129
dhcpd enable inside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC またはグローバル  
コンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure dhcpd DHCP サーバ エージェント設定をすべて削除します。
debug dhcpd DHCP サーバのデバッグ情報を表示します。
show dhcpd DHCP のバインディング、統計情報、またはステート情報を表 

示します。
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show running-config dhcprelay
現在の DHCP リレー エージェント設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config       
dhcprelay コマンドを使用します。

show running-config dhcprelay

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config dhcprelay コマンドは、現在の DHCP リレー エージェント設定を表示します。      
DHCP リレー エージェント パケットの統計情報を表示するには、show dhcprelay statistics コマンド      
を使用します。

例 次に、show running-config dhcprelay コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show running-config dhcprelay

dhcprelay server 10.1.1.1
dhcprelay enable inside
dhcprelay timeout 90

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure dhcprelay DHCP リレー エージェント設定をすべて削除します。
clear dhcprelay statistics DHCP リレー エージェント統計情報カウンタをクリアします。
debug dhcprelay DHCP リレー エージェントのデバッグ情報を表示します。
show dhcprelay statistics DHCPリレー エージェント統計情報を表示します。
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show running-config dns
実行コンフィギュレーション内の DNS 設定を表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config dns コマンドを使用します。

show running-config dns

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config dns コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config dns
dns domain-lookup inside
dns name-server 
dns retries 2
dns timeout 15
dns name-server 10.1.1.1

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dns domain-lookup FWSM による名前検索をイネーブルにします。
dns name-server DNS サーバ アドレスを設定します。
dns retries FWSM が応答を受信しない場合に、DNS サーバ リストを再試行   

する回数を指定します。

dns timeout 次の DNS サーバを試行するまでの待機時間を指定します。
show dns-hosts DNS キャッシュを表示します。
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show running-config domain-name
実行コンフィギュレーション内のドメイン名設定を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config domain-name コマンドを使用します。

show running-config domain-name

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config domain-name コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config domain-name
example.com

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show domain-name コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config domain-name に変更されました。

コマンド 説明

domain-name デフォルトのドメイン名を設定します。

hostname FWSM のホスト名を設定します。
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show running-config enable
暗号化されたイネーブル パスワードを表示するには、特権 EXEC モードで  show running-config      
enable コマンドを使用します。

show running-config enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パスワードは暗号形式でコンフィギュレーションに保存されるため、入力後に元のパスワードを表

示することはできません。表示されるパスワードには、パスワードが暗号化されていることを示す

encrypted キーワードが付加されます。

例 次に、show running-config enable コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config enable
enable password 2AfK9Kjr3BE2/J2r level 10 encrypted
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show enable コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config enable に変更されました。

コマンド 説明

disable 特権 EXEC モードを終了します。
enable 特権 EXEC モードを開始します。
enable password イネーブル パスワードを設定します。
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show running-config established
確立された接続に基づく、許可された着信接続を表示するには、特権 EXEC モードで show   
running-config established コマンドを使用します。

show running-config [all] established

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、確立された接続に基づく着信接続を表示する例を示します。

hostname# show running-config established

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show established から変更されました。

コマンド 説明

established 確立された接続に基づくポートで、リターン接続を許可します。

clear configure established 確立されたコマンドをすべて削除します。
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show running-config failover
コンフィギュレーション内の failover コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config failover コマンドを使用します。

show running-config [all] failover

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config failover コマンドは、実行コンフィギュレーション内の failover コマンドを表示     
します。monitor-interface または  join-failover-group コマンドは表示しません。

例 次に、フェールオーバーが設定される前のデフォルト フェールオーバー設定を表示する例を示しま 
す。

hostname# show running-config all failover
no failover
failover lan unit secondary
failover polltime unit 15 holdtime 45
failover polltime interface 15
failover interface policy 1
hostname#

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての

failover コマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show failover フェールオーバーの状態および統計情報を表示します。
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show running-config filter
フィルタリング設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config filter コマンドを使      
用します。

show running-config filter

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config filter コマンドは、FWSM のフィルタリング設定を表示します。

例 次に、show running-config filter コマンドの出力例、および FWSM のフィルタリング設定を示しま     
す。

hostname# show running-config filter
!
filter activex 80 10.86.194.170 255.255.255.255 10.1.1.0 255.255.255.224
!

この列では、アドレス 10.86.194.170 の port80 で ActiveX フィルタリングをイネーブルにしていま      
す。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show filter から変更されました。

コマンド 説明

filter activex FWSM を通過する HTTP トラフィックから ActiveX オブジェクトを削除し     
ます。

filter ftp URL フィルタリング サーバでフィルタリングされる FTP（ファイル転送   
プロトコル）トラフィックを識別します。

filter https Websense サーバでフィルタリングされる HTTPS トラフィックを識別しま   
す。

filter java FWSM を通過する HTTP トラフィックから Java アプレットを削除します。
filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
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show running-config fragment
フラグメント データベースの現在の設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config     
fragment コマンドを使用します。

show running-config fragment [interface]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合、このコマンドはすべてのインターフェイスに適用されます

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config fragment コマンドは、フラグメント データベースの現在の設定を表示します。    
インターフェイス名を指定した場合は、指定されたインターフェイス上のデータベースの情報のみ

が表示されます。インターフェイス名を指定しない場合は、すべてのインターフェイスにコマンド

が適用されます。

show running-config fragment コマンドは、次の情報を表示する場合に使用します。

 • Size ― size キーワードで設定された最大パケット数。この値は、インターフェイスで許可され   
ている最大フラグメント数です。

 • Chain ― chain キーワードで設定された単一パケットの最大フラグメント数。

 • Timeout ― timeout キーワードで設定された最大秒数。この値は、分割されたパケットすべてが   
着信するまで待機する最大秒数です。パケットの最初のフラグメントが着信すると、タイマー

が起動します。指定秒数が経過してもパケットのフラグメントがすべて着信しない場合は、す

でに着信したパケットのフラグメントがすべて廃棄されます。

interface （任意）FWSM のインターフェイスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show fragment コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config fragment に変更されました。
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例 次に、すべてのインターフェイス上のフラグメント データベースの状態を表示する例を示します。

hostname# show running-config fragment
fragment size 200 inside
fragment chain 24 inside
fragment timeout 5 inside
fragment size 200 outside1
fragment chain 24 outside1
fragment timeout 5 outside1
fragment size 200 outside2
fragment chain 24 outside2
fragment timeout 5 outside2
fragment size 200 outside3
fragment chain 24 outside3
fragment timeout 5 outside3

次に、名前が [outside] で開始するインターフェイス上のフラグメント データベースの状態を表示す   
る例を示します。

（注） この例では、インターフェイス [outside1]、[outside2]、および [outside3] が表示されます。

hostname# show running-config fragment outside
fragment size 200 outside1
fragment chain 24 outside1
fragment timeout 5 outside1
fragment size 200 outside2
fragment chain 24 outside2
fragment timeout 5 outside2
fragment size 200 outside3
fragment chain 24 outside3
fragment timeout 5 outside3

次に、インターフェイス [outside1] 上のフラグメント データベースの状態のみを表示する例を示し   
ます。

hostname# show running-config fragment outside1
fragment size 200 outside1
fragment chain 24 outside1
fragment timeout 5 outside1

関連コマンド コマンド 説明

clear configure fragment すべての IP フラグメント再構成設定をデフォルト値にリセットしま  
す。

clear fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを消去します。
fragment パケット フラグメンテーションをさらに詳細に管理して、NFS との  

互換性を高めます。

show fragment IP フラグメント再構成モジュールの処理データを表示します。
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show running-config ftp mode
FTP 用に設定されたクライアント モードを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config      
ftp mode コマンドを使用します。

show running-config ftp mode

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config ftp mode コマンドは、FWSM が FTP サーバにアクセスするときに使用するク       
ライアント モードを表示します。

例 次に、show running-config ftp-mode コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config ftp-mode
!
ftp-mode passive
!

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

copy FTP（ファイル転送プロトコル）サーバとの間でイメージ ファイルまたは 
コンフィギュレーション ファイルをアップロードまたはダウンロードし 
ます。

debug ftp client FTP クライアントのアクティビティに関する詳細情報を表示します。
ftp mode passive FWSM が FTP サーバにアクセスするときに使用する FTP クライアント     

モードを設定します。
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show running-config ftp-map
設定された FTP（ファイル転送プロトコル）マップを表示するには、特権 EXEC モードで show    
running-config ftp-map コマンドを使用します。

show running-config ftp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config ftp-map コマンドは、設定された FTP マップを表示します。

例 次に、show running-config ftp-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config ftp-map ftp-policy
!
ftp-map ftp-policy
request-command deny put stou appe
!

関連コマンド

map_name 指定された FTP マップの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義しま  
す。

ftp-map FTP マップを定義し、FTP マップ コンフィギュレーション モードを    
イネーブルにします。

inspect ftp 特定の FTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにしま  
す。

mask-syst-reply クライアントからの FTP サーバ応答を非表示にします。
request-command deny 禁止する FTP コマンドを指定します。
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show running-config global
コンフィギュレーション内の global コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config global コマンドを使用します。

show running-config global

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config global コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config global
global (outside1) 10 interface

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show global から変更されました。

コマンド 説明

clear configure global コンフィギュレーションから global コマンドを削除します。
global グローバル アドレス プールからエントリを作成します。
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show running-config group-delimiter
トンネルのネゴシエーション中に受信されたユーザ名からグループ名を解析する場合に使用され

る現在のデリミタを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードで show 
running-config group-delimiter コマンドを使用します。

show running-config group-delimiter

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、現在設定されているグループデリミタを表示する場合に使用します。

例 次に、show running-config group-delimiter コマンドおよびその出力を示します。

hostname(config)# show running-config group-delimiter
group-delimiter @

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

group-delimiter グループ名解析をイネーブルにし、トンネルのネゴシエーション中に受信

されたユーザ名からグループ名を解析する場合に使用するデリミタを指

定します。
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show running-config group-policy
特定のグループ ポリシーの実行コンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで 
show running-config group-policy コマンドを使用します。

show running-config [all] group-policy [name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、デフォルト値を含む、グループ ポリシー FirstGroup の実行コンフィギュレーションを表示す   
る例を示します。

hostname# show running-config all group-policy FirstGroup

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

name グループ ポリシーの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

group-policy グループ ポリシーを作成、編集、または削除します。
group-policy attributes グループポリシー属性モードを開始し、指定されたグループ ポ 

リシーの AVP を設定できるようにします。
clear config group-policy 特定のグループ ポリシーまたはすべてのグループ ポリシーの  

設定を削除します。
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show running-config gtp-map
設定された GTPマップを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config gtp-map コマン       
ドを使用します。

show running-config gtp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config gtp-map コマンドは、設定された GTP マップを表示します。

例 次に、show running-config gtp-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config gtp-map gtp-policy
!
gtp-map gtp-policy
 request-queue 300
 message-length min 20 max 300
 drop message 20
 tunnel-limit 10000
!

関連コマンド

map_name 指定された GTP マップの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション   

モードをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるよう  
にします。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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show running-config http
現在設定されている http コマンド セットを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config       
http コマンドを使用します。

show running-config http

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、show running-config http コマンドの使用方法を示す出力例を示します。

hostname# show running-config http
http server enabled
0.0.0.0 0.0.0.0 inside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear http HTTP 設定を削除します。HTTP サーバをディセーブルにし、  
HTTP サーバにアクセスできるホストを削除します。

http IP アドレスおよびサブネット マスクを使用して HTTP サーバに    
アクセスできるホストを指定します。また、ホストが HTTP サー  
バにアクセスできる FWSM インターフェイスを指定します。

http authentication-certificate FWSM との HTTPS 接続を確立しているユーザからの証明書を   
介して、認証を要求します。

http server enable HTTP サーバをイネーブルにします。
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show running-config http-map
設定された HTTP マップを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config http-map コマ        
ンドを使用します。

show running-config http-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config http-map コマンドは、設定された HTTP マップを表示します。

例 次に、show running-config http-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config http-map http-policy
!
http-map http-policy
content-length min 100 max 2000 action reset log
content-type-verification match-req-rsp reset log
max-header-length request bytes 100 action log reset
max-uri-length 100 action reset log
!

関連コマンド

map_name 指定された HTTP マップの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug http-map HTTP マップに関連付けられたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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show running-config icmp
ICMP トラフィック用に設定されたアクセス ルールを表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config icmp コマンドを使用します。

show running-config icmp map_name

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config icmp コマンドは ICMP トラフィック用に設定されたアクセス ルールを表示し      
ます。

例 次に、show running-config icmp コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config icmp
!
icmp permit host 172.16.2.15 echo-reply outside 
icmp permit 172.22.1.0 255.255.0.0 echo-reply outside 
icmp permit any unreachable outside
!

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure icmp ICMP 設定を消去します。
debug icmp ICMP のデバッグ情報表示をイネーブルにします。
show icmp ICMP 設定を表示します。
timeout icmp ICMP のアイドル タイムアウトを設定します。
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show running-config interface
実行コンフィギュレーション内のインターフェイス設定を表示するには、特権 EXEC モードで show   
running-config interface コマンドを使用します。

show running-config [all] interface [ mapped_name | interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの設定が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム実行スペース内ではインターフェイス名を使用できません。nameif コマンドを使用できる 
のは、コンテキスト内のみです。同様に、allocate-interface コマンドを使用してマッピング名にイ 
ンターフェイス ID をマッピングした場合、このマッピング名を使用できるのはコンテキスト内の  
みです。

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての 
interface コマンドを表示します。

interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別します。
mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   

使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show interface コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config interface に変更されました。
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例 次に、show running-config interface コマンドの出力例を示します。すべてのインターフェイスの実   
行コンフィギュレーションを表示します。Vlan 35 および 37 のインターフェイスは未設定であり、    
デフォルト設定が表示されます。

hostname# show running-config interface
!
interface Vlan20
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.86.194.60 255.255.254.0
!
interface Vlan22
 shutdown
 nameif test
 security-level 0
 ip address 10.10.4.200 255.255.0.0
!
interface Vlan35
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!
interface Vlan37
 shutdown
 no nameif
 security-level 0
 no ip address
!

関連コマンド コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

clear configure interface インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定し、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。

nameif インターフェイス名を設定します。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表 
示します。
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show running-config interface bvi
実行コンフィギュレーション内のブリッジ仮想インターフェイスの設定を表示するには、特権

EXEC モードで show running-config interface bvi コマンドを使用します。

show running-config [all] interface bvi bridge_group_number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config interface bvi コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config interface bvi 1

interface BVI1

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

bridge_group_number ブリッジ グループ番号を 1 ～ 100 の整数で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

bridge-group トランスペアレント ファイアウォール インターフェイスをブ  
リッジ グループにグループ化します。

clear configure interface bvi ブリッジ仮想インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定します。

interface bvi 管理 IP アドレスを設定できるように、ブリッジ グループについ   
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。

ip address ブリッジ グループの管理 IP アドレスを設定します。
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show running-config ip address
実行コンフィギュレーション内の IP アドレス設定を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config ip address コマンドを使用します。

show running-config ip address [mapped_name | interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイスの IP アドレス設定が表示され  
ます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードでは、allocate-interface コマンドでインターフェイス ID をマッピング     
した場合に、コンテキスト内で指定できるのは、マッピング名またはインターフェイス名のみです。

トランスペアレント ファイアウォール モードの場合は、インターフェイスを指定しないでくださ  
い。トランスペアレント ファイアウォールでは、インターフェイスに IP アドレスが対応付けられ   
ていません。

このコマンドを使用すると、nameif コマンドおよび security-level コマンドの設定も表示されます。

例 次に、show running-config ip address コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config ip address
!
interface GigabitEthernet0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.86.194.60 255.255.254.0
!
interface GigabitEthernet1
 nameif test
 security-level 0
 ip address 10.10.4.200 255.255.0.0
!

interface_name （任意）nameif コマンドで設定されたインターフェイス名を識別します。
mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   

使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure interface インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定し、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。

ip address インターフェイスの IP アドレス、またはトランスペアレント ファ   
イアウォールの管理 IP アドレスを設定します。

nameif インターフェイス名を設定します。

security-level インターフェイスのセキュリティ レベルを設定します。
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show running-config ip local pool
IP アドレス プールを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config ip local pool コマンド        
を使用します。

show running-config ip local pool [poolname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config ip local pool コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show running-config ip local pool firstpool

Pool            Begin           End             Mask             Free    In use
firstpool               10.20.30.40     10.20.30.50     255.255.255.0      11

0
Available Addresses:
10.20.30.40
10.20.30.41
10.20.30.42
10.20.30.43
10.20.30.44
10.20.30.45
10.20.30.46
10.20.30.47
10.20.30.48
10.20.30.49
10.20.30.50

hostname(config)# 

関連コマンド

poolname （任意）IP アドレス プールの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ip local pool IP ローカル プールをすべて削除します。
ip local pool IP アドレス プールを設定します。
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show running-config ip verify reverse-path
実行コンフィギュレーション内の ip verify reverse-path 設定を表示するには、特権 EXEC モードで      
show running-config ip verify reverse-path コマンドを使用します。

show running-config ip verify reverse-path [interface interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、すべてのインターフェイスの設定を表示します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show ip verify statistics  コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config ip verify reverse-path
ip verify reverse-path interface inside
ip verify reverse-path interface outside
ip verify reverse-path interface dmz

関連コマンド

interface interface_name （任意）指定したインターフェイスの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show ip verify reverse-path から変更されました。

コマンド 説明

clear configure ip verify reverse-path ip verify reverse-path 設定を消去します。
clear ip verify statistics ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）統計情報を   

消去します。

ip verify reverse-path IP スプーフィングを防止するためにユニキャスト RPF  
機能をイネーブルにします。

show ip verify statistics ユニキャスト RPF 統計情報を表示します。
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show running-config ipv6
実行コンフィギュレーション内の IPv6 コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config ipv6 コマンドを使用します。

show running-config [all] ipv6

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config ipv6 コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config ipv6
ipv6 unicast-routing
ipv6 route vlan101 ::/0 fec0::65:0:0:a0a:6575
ipv6 access-list outside_inbound_ipv6 permit ip any any
ipv6 access-list vlan101_inbound_ipv6 permit ip any any 
hostname#

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、実行コンフィギュレー

ション内のすべての ipv6 コマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug ipv6 IPv6 デバッグ メッセージを表示します。
show ipv6 access-list すべての IPv6 アクセス リストを表示します。
show ipv6 interface IPv6 インターフェイスのステータスを表示します。
show ipv6 route IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示します。
show ipv6 traffic IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。
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show running-config isakmp
ISAKMP 設定全体を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config isakmp コマンドを使       
用します。

show running-config isakmp

シンタックスの説明 このコマンドにはデフォルト動作またはデフォルト値はありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、ISAKMP 設定に関する情   
報を表示する例を示します。

hostname(config-if)# show running-config isakmp
isakmp enable inside
isakmp policy 1 authentication pre-share
isakmp policy 1 encryption 3des
isakmp policy 1 hash md5
isakmp policy 1 group 2
isakmp policy 1 lifetime 86400
hostname(config)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure isakmp ISAKMP 設定をすべて消去します。
clear configure isakmp policy ISAKMP ポリシー設定をすべて消去します。
clear isakmp sa IKE ランタイム SA データベースを消去します。
isakmp enable IPSec ピアが FWSM と通信するインターフェイス上で、ISAKMP   

ネゴシエーションをイネーブルにします。

show isakmp sa IKE ランタイム SA データベースおよび追加情報を表示します。



C H A P T E R

29-1
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

29

show running-config logging ～ 
show running-config vpn-sessiondb 
コマンド

show running-config logging
現在稼働しているロギング設定をすべて表示するには、特権 EXEC モードで  show running-config     
logging コマンドを使用します。

show running-config [all] logging [level | disabled]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、ロギング設定

を表示します。

disabled （任意）ディセーブル化されたシステム ログ メッセージの設定のみを表示  
します。

level （任意）デフォルト以外の重大度を持つシステム ログ メッセージの設定の  
みを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドは show logging コマンドから変更されました。
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例 次に、show running-config logging disabled コマンドの例を示します。

hostname# show running-config logging disabled

no logging message 720067

関連コマンド

show running-config logging rate-limit
現在のレート制限を超過したために禁止されたメッセージを表示するには、show running config  
logging rate-limit コマンドを使用します。

show running-config logging rate-limit

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 情報が消去されると、ホストが接続を再確立するまで何も表示されません。

例 次に、禁止されたメッセージを表示する例を示します。

fwsm/context_name(config)# show logging rate-limit

関連コマンド

コマンド 説明

show logging ログ バッファの現在の内容、およびその他のログ設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) FWSM にこのコマンドが追加されました。
3.1 show logging rate-limit コマンドから、 show running-config logging 

rate-limit に名前が変更されました。

コマンド 説明

clear logging rate-limit レート制限の設定をデフォルト値にリセットします。



第 29章      show running-config logging ～ show running-config vpn-sessiondb コマンド
show running-config mac-address-table  

29-3
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

show running-config mac-address-table
実行コンフィギュレーション内の mac-address-table static および mac-address-table aging-time の設      
定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config mac-address-table コマンドを使用し      
ます。

show running-config [all] mac-address-table

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config mac-learn コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config mac-address-table
mac-address-table aging-time 50
mac-address-table static inside1 0010.7cbe.6101

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマンドを

表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table aging-time ダイナミック MAC（メディア アクセス制御）アドレス エント   

リのタイムアウトを設定します。

mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  
ク MAC アドレス エントリを追加します。

mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  

MAC アドレス テーブルを表示します。
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show running-config mac-learn
実行コンフィギュレーション内の mac-learn 設定を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config mac-learn コマンドを使用します。

show running-config [all] mac-learn

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config mac-learn コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config mac-learn
mac-learn disable

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマンドを

表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show mac-learn から変更されました。

コマンド 説明

firewall transparent ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。
mac-address-table static MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルにスタティッ  

ク MAC アドレス エントリを追加します。
mac-learn MAC アドレス ラーニングをディセーブルにします。
show mac-address-table ダイナミック エントリおよびスタティック エントリを含めて、  

MAC アドレス テーブルを表示します。
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show running-config mac-list
指定された MAC（メディア アクセス制御）リスト番号を使用して、mac-list コマンドで指定され   
た MACアドレス リストを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config mac-list コマン        
ドを使用します。

 show running-config mac-list id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config aaa コマンドは、mac-list コマンドのステートメントを AAA（認証、認可、ア     
カウンティング）設定の一部として表示します。

例 次に、MAC アドレス リストをすべて表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config mac-list
mac-list adc permit 00a0.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff
mac-list adc deny 00a1.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff
mac-list ac permit 0050.54ff.0000 ffff.ffff.0000
mac-list ac deny 0061.54ff.b440 ffff.ffff.ffff
mac-list ac deny 0072.54ff.b440 ffff.ffff.ffff

次に、id に adc を指定して、MAC アドレス リストを表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config mac-list adc
mac-list adc permit 00a0.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff
mac-list adc deny 00a1.ca5d.0282 ffff.ffff.ffff

関連コマンド

id 16 進数の MAC アドレス リスト番号 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが CLI（コマンドライン インターフェイス）のガイドライン  
に適合するように変更されました。

コマンド 説明

mac-list 先頭一致検索を使用して MAC アドレス リストを追加します。
clear configure mac-list 指定された mac-list コマンドのステートメントを削除します。
show running-config aaa 稼働中の AAA 設定値を表示します。
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show running-config management-access
管理アクセスに設定された内部インターフェイスの名前を表示するには、特権 EXEC モードで show   
running-config management-access コマンドを使用します。

show running-config management-access

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン management-access コマンドを使用すると、mgmt_if で指定されたファイアウォール インターフェ   
イスの IP アドレスを使用して、内部管理インターフェイスを定義することができます（インター  
フェイス名は nameif コマンドで定義され、show interface コマンドの出力では引用符 “ ” で囲まれ       
て表示されます）。

例 次に、ファイアウォール インターフェイス [inside] を管理アクセス インターフェイスとして設定し、    
結果を表示する例を示します。

hostname# management-access inside
hostname# show running-config management-access
management-access inside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1 このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure management-access FWSM の管理アクセス用内部インターフェイスの設定を 
削除します。

management-access 内部インターフェイスを管理アクセス用に設定します。
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show running-config mgcp-map
設定された MGCP マップを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config mgcp-map コ        
マンドを使用します。

show running-config mgcp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config mgcp-map コマンドは、設定された MGCP マップを表示します。

例 次に、show running-config mgcp-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config mgcp-map mgcp-policy
!
mgcp-map mgcp-policy
call-agent 10.10.11.5 101
call-agent 10.10.11.6 101
call-agent 10.10.11.7 102
call-agent 10.10.11.8 102
gateway 10.10.10.115 101
gateway 10.10.10.116 102
gateway 10.10.10.117 102
command-queue 150

関連コマンド

map_name 指定された MGCP マップの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug mgcp MGCP のデバッグ情報をイネーブルにします。
mgcp-map MGCP マップを定義し、MGCP マップ コンフィギュレーション モードを    

開始します。

show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

show mgcp FWSM を介して確立された MGCP セッションの情報を表示します。
timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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show running-config monitor-interface
実行コンフィギュレーション内の monitor-interface コマンドをすべて表示するには、特権 EXEC  
モードで show running-config monitor-interface コマンドを使用します。

show running-config [all] monitor-interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン monitor-interface コマンドは、デフォルトではすべての仮想インターフェイスでディセーブルです。 
デフォルト設定を表示するには、このコマンド内で all キーワードを使用する必要があります。

例 次に、show running-config monitor-interface コマンドの出力例を示します。最初に all キーワード     
を指定しないでこのコマンドを入力したため、出力されるのは、モニタリングがイネーブルになっ

ているインターフェイスのみです。

hostname# show running-config monitor-interface
monitor-interface outside
hostname#
hostname# show running-config all monitor-interface
no monitor-interface inside
monitor-interface outside
hostname#

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての 
monitor-interface コマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

monitor-interface フェールオーバー用に指定されたインターフェイスのヘル

ス モニタリングをイネーブルにします。
clear configure monitor-interface 実行コンフィギュレーション内の monitor-interface コマン 

ドを削除し、デフォルトのインターフェイス ヘルス モニタ  
リング スタンスを復元します。
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show running-config mroute
コンフィギュレーション内のスタティック マルチキャスト ルート テーブルを表示するには、特権   
EXEC モードで show running-config mroute コマンドを使用します。

show running-config mroute 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config mroute コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config mroute
mroute 10.1.1.0 255.255.255.0 inside 3

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

mroute スタティック マルチキャスト ルートを設定します。
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show running-config mtu
現在の Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）ブロック サイズを表示するには、特     
権 EXEC モードで show running-config mtu コマンドを使用します。

show running-config mtu [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config mtu コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config mtu
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu dmz 1500
hostname# show running-config mtu outside
mtu outside 1500

関連コマンド

interface_name （任意）内部または外部ネットワークのインターフェイス名

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC —  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show mtu から変更されました。

コマンド 説明

clear configure mtu すべてのインターフェイスに設定された MTU 値を消去します。
mtu インターフェイスに MTU を指定します。
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show running-config multicast-routing
実行コンフィギュレーション内に multicast-routing コマンドが存在する場合に、このコマンドを表  
示するには、特権 EXEC モードで show running-config multicast-routing コマンドを使用します。

show running-config multicast-routing

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config multicast-routing コマンドは、実行コンフィギュレーション内の 
multicast-routing コマンドを表示します。実行コンフィギュレーションから multicast-routingコマ
ンドを削除するには、clear configure multicast-routing コマンドを入力します。

例 次に、show running-config multicast-routing コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config multicast-routing

multicast-routing

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure multicast-routing 実行コンフィギュレーションから multicast-routing コマンド  
を削除します。

multicast-routing FWSM のマルチキャスト ルーティングをイネーブルにしま  
す。
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show running-config name
IP アドレスに関連付けられた名前（name コマンドによって設定）のリストを表示するには、特権  
EXEC モードで show running-config name コマンドを使用します。

show running-config name

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、IP アドレスに関連付けられた名前のリストを表示する例を示します。

hostname# show running-config name
name 192.168.42.3 fwsm_inside
name 209.165.201.3 fwsm_outside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show name コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config name に変更されました。

コマンド 説明

clear configure name コンフィギュレーションから名前のリストを消去します。

name IP アドレスに名前を関連付けます。
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show running-config nameif
実行コンフィギュレーション内のインターフェイス名設定を表示するには、特権 EXEC モードで  
how running-config nameif コマンドを使用します。

show running-config nameif [mapped_name]

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスを指定しない場合は、すべてのインターフェイス名設定が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードで、allocate-interface コマンド内でインターフェイス ID をマッピング     
した場合に、コンテキスト内で指定できるのはマッピング名のみです。

このコマンドを使用すると、security-level コマンドの設定も表示されます。

例 次に、show running-config nameif コマンドの出力例を示します。

hostname(config-if)# show running-config nameif
!
interface Vlan22
 nameif inside
 security-level 100
!
interface Vlan35
 nameif test
 security-level 0
!

関連コマンド

mapped_name （任意）マルチ コンテキスト モードの場合、allocate-interface コマンドを   
使用して割り当てられたマッピング名を識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show nameif コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config nameif に変更されました。

コマンド 説明

allocate-interface セキュリティ コンテキストにインターフェイスおよびサブイン 
ターフェイスを割り当てます。

clear configure interface インターフェイスの設定を消去します。

interface インターフェイスを設定し、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。

nameif インターフェイス名を設定します。

security-level インターフェイスのセキュリティ レベルを設定します。
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show running-config names
IP アドレスから名前への変換を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config names コ       
マンドを使用します。

show running-config names

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン names コマンドと組み合わせて使用します。

例 次に、IP アドレスから名前への変換を表示する例を示します。

hostname(config-if)# show running-config names
name 192.168.42.3 sa_inside
name 209.165.201.3 sa_outside

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show names コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config names に変更されました。

コマンド 説明

clear configure name コンフィギュレーションから名前のリストを消去します。

name IP アドレスに名前を関連付けます。
names name コマンドで設定できる、IP アドレスから名前への変換をイ  

ネーブルにします。

show running-config name IP アドレスに関連付けられた名前のリストを表示します。
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show running-config nat
ネットワークに関連付けられたグローバル IP アドレスのプールを表示するには、特権 EXEC モー    
ドで show running-config nat コマンドを使用します。

show running-config nat [interface_name] [nat_id] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、UDP プロトコルの最大接続数を表示します。UDP 最大接続数が設定されていな  
い場合は、デフォルトで値 0 が表示され、最大接続数は適用されません。

例 次に、ネットワークに関連付けられたグローバル IP アドレスのプールを表示する例を示します。

hostname# show running-config nat
nat (inside) 1001 10.7.2.0 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1001 10.7.2.32 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1001 10.7.2.64 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1002 10.7.2.96 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1002 10.7.2.128 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1002 10.7.2.160 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1003 10.7.2.192 255.255.255.224 0 0
nat (inside) 1003 10.7.2.224 255.255.255.224 0 0

関連コマンド

interface_name （任意）ネットワーク インターフェイスの名前
nat_id （任意）ホストまたはネットワークのグループ ID

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。

3.1(1) このコマンドは show nat から変更されました。

コマンド 説明

clear configure nat NAT（ネットワーク アドレス変換）の設定を削除します。
nat ネットワークにグローバル IP アドレスのプールを対応付けます。
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show running-config nat-control
NAT（ネットワーク アドレス変換）設定要件を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config nat-control コマンドを使用します。

show running-config nat-control

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config nat-control コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config nat-control
no nat-control

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

nat 別のインターフェイスのグローバル アドレスに変換される、インターフェ 
イスのアドレスを定義します。

nat-control NAT ルールを設定しなくても、内部ホストが外部ネットワークと通信で 
きるようにします。
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show running-config object-group
現在のオブジェクト グループを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config 
object-group コマンドを使用します。

show running-config [all] object-group [protocol | service | network | icmp-type | id obj_grp_id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config object-group コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config object-group
object-group protocol proto_grp_1

protocol-object udp
protocol-object tcp

object-group service eng_service tcp
port-object eq smtp
port-object eq telnet

object-group icmp-type icmp-allowed
icmp-object echo
icmp-object time-exceeded

関連コマンド

icmp-type （任意）ICMP タイプのオブジェクト グループを表示します。
id obj_grp_id （任意）指定されたオブジェクト グループを表示します。
network （任意）ネットワーク オブジェクト グループを表示します。
protocol （任意）プロトコル オブジェクト グループを表示します。
service （任意）サービス オブジェクト グループを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show object-group から変更されました。

コマンド 説明

clear configure object-group コンフィギュレーションから object group コマンドをすべて削   
除します。

group-object ネットワーク オブジェクト グループを追加します。
network-object ネットワーク オブジェクト グループにネットワーク オブジェ   

クトを追加します。

object-group 設定を最適化するオブジェクト グループを定義します。
port-object サービス オブジェクト グループにポート オブジェクトを追加   

します。
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show running-config passwd
暗号化されたログイン パスワードを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config     
passwd  コマンドを使用します。

show running-config {passwd | password}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン パスワードは暗号形式でコンフィギュレーションに保存されるため、入力後に元のパスワードを表

示することはできません。表示されるパスワードには、パスワードが暗号化されていることを示す

encrypted キーワードが付加されます。

例 次に、show running-config passwd コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config passwd
passwd 2AfK9Kjr3BE2/J2r encrypted

関連コマンド

passwd | password どちらのコマンドも入力できます。表記が異なるだけで内容は同じです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show passwd コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config passwd に変更されました。

コマンド 説明

clear configure passwd ログイン パスワードを消去します。
enable 特権 EXEC モードを開始します。
enable password イネーブル パスワードを設定します。
passwd ログイン パスワードを設定します。
show curpriv 現在ログインしているユーザ名およびユーザ特権レベルを表示

します。
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show running-config pim
実行コンフィギュレーション内の PIM コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config pim コマンドを使用します。

show running-config pim

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config pim コマンドは グローバル コンフィギュレーション モードで入力された pim       
コマンドを表示します。ただし、インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力された  
pim コマンドは表示されません。インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力された   
pim コマンドを表示するには、show running-config interface コマンドを入力します。

例 次に、show running-config pim コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config pim

pim old-register-checksum
pim spt-threshold infinity

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure pim 実行コンフィギュレーションから pim コマンドを削除します。
show running-config interface インターフェイス コンフィギュレーション モードで入力され  

たインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを表示  
します。
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show running-config policy-map
すべてのポリシーマップ設定またはデフォルトのポリシーマップ設定を表示するには、特権 EXEC 
モードで show running-config policy-map コマンドを入力します。

show running-config [all] policy-map 

シンタックスの説明

デフォルト all キーワードを省略すると、明示的に設定されたポリシーマップ設定のみが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン all キーワードを指定すると、明示的に設定されたポリシーマップ設定だけでなくデフォルトのポリ 
シーマップ設定も表示されます。

例 次に、show running-config policy-map コマンドを使用してポリシー マップ localmap1 を表示する場      
合のコマンド出力例を示します。

hostname# show running-config policy-map
!
policy-map localmap1

description this is a test.
class firstclass
ids promiscuous fail0close
set connection random-seq# enable
class class-default

!

関連コマンド

all （任意）デフォルトのポリシーマップ設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

policy-map トラフィック クラスと 1 つ以上のアクションを関連付けたもの   
であるポリシーを設定します。

clear configure policy-map ポリシー設定全体を削除します。
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show running-config prefix-list
実行コンフィギュレーション内の prefix-list コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config prefix-list コマンドを使用します。

show running-config prefix-list

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン prefix-list description コマンドは常に、実行コンフィギュレーション内の対応する prefix-list コマン    
ドの前に表示されます。入力順は重要ではありません。

例 次に、show running-config prefix-list コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config prefix-list

!
prefix-list abc description A sample prefix list
prefix-list abc seq 5 permit 192.168.0.0/8 le 24
prefix-list abc seq 10 deny 10.0.0.0/8 le 32 
!

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure prefix-list 実行コンフィギュレーションから prefix-list コマンドを消去し  
ます。
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show running-config privilege
特定のコマンドまたはコマンド セットの権限を表示するには、特権 EXEC モードで  show 
running-config privilege コマンドを使用します。

show running-config [all] privilege [all | command command | level level] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 現在の特権レベルを表示するには、 show running-config privilege コマンドを使用します。

例 hostname(config)# show running-config privilege level 0
privilege show level 0 command checksum
privilege show level 0 command curpriv
privilege configure level 0 mode enable command enable
privilege show level 0 command history
privilege configure level 0 command login
privilege configure level 0 command logout
privilege show level 0 command pager
privilege clear level 0 command pager
privilege configure level 0 command pager
privilege configure level 0 command quit
privilege show level 0 command version

関連コマンド

all （任意）最初のキーワード ― デフォルトの特権レベルを表示します。
all （任意）2 番めのキーワード ― すべてのコマンドの特権レベルを表示しま   

す。

command command （任意）特定のコマンドの特権レベルを表示します。

level level （任意）指定されたレベルを持つ設定済みコマンドを表示します。有効値

は 0 ～ 15 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) show privilege コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show privilege から変更されました。

コマンド 説明

clear configure privilege コンフィギュレーションから privilege コマンド ステートメント   
を削除します。

privilege コマンドの特権レベルを設定します。

show curpriv 現在の特権レベルを表示します。

show running-config privilege コマンドの特権レベルを表示します。



第 29章      show running-config logging ～ show running-config vpn-sessiondb コマンド
show running-config rip  

29-23
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

show running-config rip
RIP 設定に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config rip コマンドを使       
用します。

show running-config [all] rip [interface_name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、RIP 情報を表示する例を示します。

hostname# show running-config rip
rip outside passive version 2 authentication md5 thisisakey 2
rip outside default version 2 authentication md5 thisisakey 2
rip inside passive version 1
rip dmz passive version 2

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての RIP 
コマンドを表示します。

interface_name （任意）指定されたインターフェイスに対応する RIP コマンドのみを表示  
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show rip として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show rip から show running-config rip に変更されました。

コマンド 説明

clear configure rip 実行コンフィギュレーションから RIP コマンドをすべて消去します。
debug rip RIP のデバッグ情報を表示します。
rip 指定されたインターフェイスに RIP を設定します。
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show running-config route
実行コンフィギュレーション内の route コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show     
running-config route コマンドを使用します。

show running-config [all] route

シンタックスの説明 このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

デフォルト このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config route コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config route
route outside 10.30.10.0 255.255.255.0 1

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show route として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show route から show running-config route に変更されまし       

た。

コマンド 説明

clear configure route コンフィギュレーションから connect キーワードを含まない  
route コマンドを削除します。

route インターフェイスのスタティックまたはデフォルト ルートを指 
定します。

show route ルート情報を表示します。
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show running-config route-map
ルート マップの設定に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config 
route-map コマンドを使用します。

show running-config route-map [map_tag]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーション内で定義されたルートマップをすべて表示するには、show running-config 
route-map コマンドを使用します。各ルートマップを名前別に表示するには、show running-config  
route-map map_tag コマンドを使用します。ここで、map_tag はルートマップの名前です。複数の   
ルート マップで同じマップ タグ名を共有することがあります。

例 次に、show running-config route-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config route-map
route-map maptag1 permit sequence 10

set metric 5
match metric 3

route-map maptag1 permit sequence 12
set metric 5
match interface backup
match metric 3

route-map maptag2 deny sequence 10
match interface dmz

関連コマンド

map_tag （任意）ルートマップ タグ用のテキスト 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show route-map として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show route-map から show running-config route-map に変       

更されました。

コマンド 説明

clear configure route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を削除し 
ます。

route-map ルーティング プロトコル間でルートを再配布する条件を定義し 
ます。
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show running-config router
ルータ コンフィギュレーション内のグローバル コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで    
show running-config router コマンドを使用します。

show running-config [all] router [ospf [process_id]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config router コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config router ospf 1
router ospf 1
  log-adj-changes detail
  ignore lsa mospf
  no compatible rfc1583
  distance ospf external 200
  timers spf 10 20
  timers lsa-group-pacing 60

関連コマンド

all デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのルータ コマン 
ドを表示します。

ospf （任意）コンフィギュレーション内の OSPF コマンドのみを表示します。
process_id （任意）選択された OSPF プロセスに対応するコマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが（show ip router として）追加されました。
3.1(1) このコマンドが show router から show running-config router に変更されま       

した。

コマンド 説明

clear configure router 実行コンフィギュレーションからルータ コマンドをすべて消去 
します。
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show running-config same-security-traffic
セキュリティが同じインターフェイス通信を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config same-security-traffic コマンドを使用します。

show running-config same-security-traffic {inter-interface | intra-interface}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config same-security-traffic コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config same-security-traffic
same-security-traffic permit inter-interface

関連コマンド

inter-interface セキュリティ レベルが同じインターフェイス間の通信を許可します。
intra-interface トラフィックが IPSec で保護されている場合に、同じインターフェイスと  

の通信を許可します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) show-same-security-traffic コマンドおよび inter-interface キーワードが追   
加されました。

2.3(1) intra-interface キーワードのサポートが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config same-security-traffic に変更されまし    

た。

コマンド 説明

same-security-traffic セキュリティ レベルが同じインターフェイス間の通信を許可し 
ます。
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show running-config service
service 設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config service コマンドを使用しま       
す。

show running-config [all] service

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、システム サービスを表示する例を示します。

hostname# show running-config service

service resetoutside

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show service から変更されました。

コマンド 説明

service システム サービスをイネーブルにします。
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show running-config service-policy
現在稼働しているサービス ポリシー設定をすべて表示するには、グローバル コンフィギュレー  
ション モードで  show runnig-config service-policy コマンドを使用します。

show running-config service-policy

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config service-policy コマンドの例を示します。

hostname# show running-config service-policy

関連コマンド

default デフォルト サービス ポリシーを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show service-policy サービス ポリシーを表示します。
service-policy サービス ポリシーを設定します。
clear service-policy サービス ポリシー設定を消去します。
clear configure service-policy サービス ポリシー設定を消去します。
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show running-config snmp-map
設定された SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）マップを表示するには、特権 EXEC モード   
で show running-config snmp-map コマンドを使用します。

show running-config snmp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config snmp-map コマンドは、設定された SNMP マップを表示します。

例 次に、show running-config snmp-map コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config snmp-map snmp-policy
!
snmp-map snmp-policy
deny version 1
!

関連コマンド

map_name 指定された SNMP マップの設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
deny version 特定のバージョンの SNMP を使用してトラフィックを禁止します。
inspect snmp SNMP アプリケーション検査をイネーブルにします。
snmp-map SNMP マップを定義し、SNMP マップ コンフィギュレーション モードを    

イネーブルにします。
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show running-config snmp-server
現在稼働している SNMP サーバ設定をすべて表示するには、グローバル コンフィギュレーション   
モードで  show runnig-config snmp-server コマンドを使用します。

show running-config [default] snmp-server

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config snmp-server コマンドの例を示します。

hostname# show running-config snmp-server

関連コマンド

default デフォルトの SNMP サーバ設定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server SNMP サーバを設定します。
clear snmp-server SNMP サーバの設定を消去します。
show snmp-server statistics SNMP サーバの設定を表示します。
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show running-config ssh
現在のコンフィギュレーション内の SSH コマンドを表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config ssh コマンドを使用します。

show running-config [default] ssh [timeout | version]

show run [default] ssh [timeout]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、現在の SSH 設定を表示します。SSH セッション タイムアウト値のみを表示する    
には、timeout オプションを使用します。アクティブな SSH セッションのリストを表示するには、   
show ssh sessions コマンドを使用します。

例 次に、SSH セッション タイムアウトを表示する例を示します。

hostname# show running-config timeout
ssh timeout 5 minutes
hostname# 

関連コマンド

default （任意）設定された値とともに、デフォルト SSH 設定を表示します。
timeout （任意）現在の SSH セッション タイムアウト値を表示します。
version （任意）現在サポートされている SSH のバージョンを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) コマンドが show ssh から show running-config ssh に変更されました。

コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去します。
ssh 指定されたクライアントまたはネットワークから FWSM への SSH 接続を    

許可します。

ssh scopy enable FWSM 上でセキュアなコピー サーバをイネーブルにします。
ssh timeout アイドルな SSH セッションのタイムアウト値を設定します。
ssh version SSH Version 1 または SSH Version 2 を使用するように FWSM を制限しま         

す。
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show running-config static
コンフィギュレーション内の static コマンドをすべて表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config static コマンドを使用します。

show running-config static 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、UDP プロトコルの最大接続数を表示します。UDP 最大接続数が [0] の場合、また    
は設定されていない場合は、制限は適用されません。

例 次に、コンフィギュレーション内のすべての static コマンドを表示する例を示します。

hostname# show running-config static
static (inside,outside) 192.150.49.91 10.1.1.91 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 192.150.49.200 10.1.1.200 netmask 255.255.255.255 tcp 255 0

（注） UDP 最大接続数は表示されていません。

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。

3.1(1) このコマンドは show static から変更されました。

コマンド 説明

clear configure static コンフィギュレーションから static  コマンドをすべて削除します。
static ローカル IP アドレスをグローバル IP アドレスにマッピングして、    

1 対 1 の永続的なアドレス変換ルールを設定します。
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show running-config sunrpc-server
SunRPC 設定に関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config sunrpc-server      
コマンドを使用します。

show running-config sunrpc-server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config sunrpc-server コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config sunrpc-server
inside 30.26.0.23 255.255.0.0 service 2147483647 protocol TCP port 2222 timeout 
0:03:00

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure sunrpc-server FWSM から SunRPC サービスを消去します。
debug sunrpc SunRPC のデバッグ情報をイネーブルにします。
show conn SunRPC を含む、各接続タイプの接続状態を表示します。
sunrpc-server SunRPC サービス テーブルを作成します。
timeout SunRPC を含む、各プロトコルおよびセッション タイプの最大  

アイドル時間を設定します。
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show running-config sysopt
実行コンフィギュレーション内の sysopt コマンドの設定を表示するには、特権 EXEC モードで    
show running-config sysopt コマンドを使用します。

show running-config [all] sysopt

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show running-config sysopt コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config sysopt
no sysopt connection timewait
sysopt connection tcpmss 1200
sysopt connection tcpmss minimum 400
no sysopt nodnsalias inbound
no sysopt nodnsalias outbound
no sysopt radius ignore-secret
sysopt connection permit-ipsec

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show sysopt から変更されました。

コマンド 説明

clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
sysopt connection permit-ipsec インターフェイスの ACL（アクセス コントロール リスト）を   

チェックせずに、IPSec トンネルから着信するパケットをすべて 
許可します。

sysopt connection tcpmss 最大 TCP セグメント サイズを上書きしたり、最大値が必ず指定   
サイズ以上となるようにします。

sysopt connection timewait 最後の標準 TCP 停止シーケンス後も、各 TCP 接続が短縮された    
TIME_WAIT 状態にとどまるように設定します。

sysopt nodnsalias alias コマンドを使用する場合に、DNS A レコード アドレスの変    
更を禁止します。
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show running-config telnet
FWSM への Telnet 接続に使用できる現在の IP アドレス リストを表示するには、特権 EXEC モード        
で show running-config telnet コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、FWSM によって     
終了されるまでの Telnet セッションのアイドル時間（分）も表示できます。

show running-config telnet [timeout]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、FWSM への Telnet 接続に使用できる現在の IP アドレス リストを表示する例を示します。

hostname# show running-config telnet
2003 Jul 15 14:49:36 %MGMT-5-LOGIN_FAIL:User  failed to
log in from 209.165.200.225 through Telnet
2003 Jul 15 14:50:27 %MGMT-5-LOGIN_FAIL:User  failed to log in from 209.165. 200.225
through Telnet

関連コマンド

timeout （任意）FWSM によって終了されるまでの Telnet セッションのアイドル時   
間（分）を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) キーワード running-config が追加されました。

コマンド 説明

clear configure telnet コンフィギュレーションから Telnet 接続を削除します。
telnet コンソールへの Telnet アクセスを追加し、アイドル タイムアウ   

トを設定します。
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show running-config terminal
現在の端末設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config terminal コマンドを使用      
します。

show running-config terminal

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト表示幅は 80 カラムです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ページ長の設定を表示する例を示します。

hostname# show running-config terminal

Width = 80, no monitor

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) show terminal コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show running-config terminal に変更されました。

コマンド 説明

clear configure terminal 端末の表示幅設定を消去します。

terminal 端末行パラメータを設定します。

terminal width 端末の表示幅を設定します。
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show running-config tftp-server
デフォルトの TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバ アドレスおよびディレクトリを表示す  
るには、グローバル コンフィギュレーション モードで show running-config tftp-server コマンドを      
使用します。

show running-config tftp-server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、デフォルト TFTP サーバの IP/IPv6 アドレス、およびコンフィギュレーション ファイルのディ     
レクトリを表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config tftp-server
tftp-server inside 10.1.1.42 /temp/config/test_config

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

configure net コンフィギュレーションを TFTP サーバ上の指定パスからロードします。
tftp-server デフォルトの TFTP サーバ アドレスおよびコンフィギュレーション ファ    

イルのディレクトリを設定します。
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show running-config time-range
設定済み時間範囲を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config time-range コマンドを      
使用します。

show running-config time-range [time-range]

シンタックスの説明

デフォルト time-range 値を省略すると、すべての時間範囲の設定が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 設定済み時間範囲の実行コンフィギュレーションを表示するには、次のコマンドを使用します。

hostname(config)# show running-config time-range
time-range test
absolute start 11:03 14 April 2006 end 11:06 14 April 2006

関連コマンド

time-range （任意）設定済み時間範囲の名前。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure time-range 設定された時間範囲を消去します。

show time-range 時間範囲を表示します。
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show running-config timeout
すべてのプロトコルまたは特定のプロトコルのタイムアウト値を表示するには、特権 EXEC モード  
で show running-config timeout コマンドを使用します。

show running-config [all] timeout [protocol]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、システムのタイムアウト値を表示する例を示します。

hostname(config)# show timeout
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 rpc 0:10:00 h3
23 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02
:00
timeout uauth 0:00:00 absolute

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべてのコマ

ンドを表示します。

protocol （任意）指定されたプロトコルのタイムアウト値を表示します。サポート

されているプロトコルは xlate、conn、udp、icmp、rpc、h323、h225、mgcp、
mgcp-pat、sip、sip_media、および uauth です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) このコマンドは show timeout から変更されました。

コマンド 説明

clear configure timeout デフォルトのアイドル期間に戻します。

timeout 最大アイドル期間を設定します。
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show running-config tunnel-group
すべてのトンネル グループまたは指定されたトンネル グループのトンネル グループ情報、および   
tunnel-group 属性を表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは特権 EXEC    
モードで show running-config tunnel-group コマンドを使用します。

show running-config [all] tunnel-group [name [general-attributes | ipsec-attributes | ppp-attributes]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、すべてのトンネル グルー   
プの現在の設定を表示する例を示します。

hostname(config)# show running-config tunnel-group
tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes

pre-shared-key xyzx
hostname(config)# 

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての

tunnel-group コマンドを表示します。
general-attributes 一般属性の設定情報を表示します。

ipsec-attributes IPSec 属性の設定情報を表示します。
name トンネル グループ名を指定します。
ppp-attributes PPP 属性の設定情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •

特権 EXEC  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group tunnel-group 設定を削除します。
tunnel-group general-attributes 指定されたトンネル グループの一般属性を指定するために、サ 

ブコンフィギュレーション モードを開始します。
tunnel-group ipsec-attributes 指定されたトンネル グループの IPSec 属性を指定するために、   

サブコンフィギュレーション モードを開始します。
tunnel-group 指定されたタイプの tunnel-group サブコンフィギュレーション  

モードを開始します。
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show running-config url-block
URL フィルタリングで使用されるバッファおよびメモリ割り当てに関する設定を表示するには、特 
権 EXEC モードで show running-config url-block コマンドを使用します。

show running-config url-block [ block | url-mempool | url-size ]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config url-block コマンドは、URL フィルタリングで使用されるバッファおよびメモ    
リ割り当ての設定を表示します。

例 次に、show running-config url-block コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config url-block
!
url-block block 56
!

関連コマンド

block バッファリングされる最大ブロック数の設定を表示します。

url-mempool 許可される最大 URL サイズ（KB 単位）の設定を表示します。
url-size ロング URL バッファに割り当てられたメモリ リソース（KB 単位）の設    

定を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show url-block コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show url-block から変更されました。

コマンド 説明

clear url-block block statistics ブロック バッファ使用率カウンタを消去します。
show url-block N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機    

する間に URL をバッファに格納するための URL キャッシュの    
情報を表示します。

url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の   

URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定  
します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。
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show running-config url-cache
URL フィルタリングで使用するキャッシュ情報を表示するには、特権 EXEC モードで show 
running-config url-cache コマンドを使用します。

show running-config url-cache

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config url-cache コマンドは、URL フィルタリングで使用されるキャッシュ設定を表    
示します。

例 次に、show running-config url-cache コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config url-cache
!
url-cache src_dst 128
!

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show url-cache コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show url-cache から変更されました。

コマンド 説明

clear url-cache statistics コンフィギュレーションから url-cache コマンドのステートメント  
を削除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-cache statistics N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機す    

る間に URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を    
表示します。

url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    
キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     
す。
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show running-config url-server
URL フィルタリング サーバの設定を表示するには、特権 EXEC モードで show running-config      
url-server コマンドを使用します。

show running-config url-server

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config url-server コマンドは、URL フィルタリング サーバの設定を表示します。

例 次に、show running-config url-server コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-config url-server
!
url-server (perimeter) vendor websense host 10.0.1.1
!

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) show url-server コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドが show url-server から変更されました。

コマンド 説明

clear url-server URL フィルタリング サーバの統計情報を消去します。
show url-server N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間に    

URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を表示します。
url-block フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サーバ応   

答で使用する URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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show running-config username
特定のユーザに対応した実行コンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで、show  
running-config username コマンドにユーザ名を付加して使用します。すべてのユーザに対応した実  
行コンフィギュレーションを表示するには、ユーザ名を指定しないでこのコマンドを使用します。

show running-config [all] username [name] [attributes]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ユーザ anyuser に show running-config username コマンドを使用する例を示します。

hostname# show running-config username anyuser
username anyuser password .8T1d6ik58/lzXS5 encrypted privilege 3
username anyuser attributes
vpn-group-policy DefaultGroupPolicy
vpn-idle-timeout 10
vpn-session-timeout 120
vpn-tunnel-protocol IPSec

関連コマンド

attributes ユーザ固有の AVP を表示します。
all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての 

username コマンドを表示します。
name ユーザの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  • —  • — —

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  • — —

ユーザ名  • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) show username コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show username から変更されました。

コマンド 説明

clear config username ユーザ名データベースを消去します。

username FWSM データベースにユーザを追加します。
username attributes 特定のユーザに対応した AVP を設定できるようにします。
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show running-config virtual
FWSM 仮想サーバの IP アドレスを表示するには、特権 EXEC モードで show running-config virtual        
コマンドを使用します。

show running-config [all] virtual

シンタックスの説明

デフォルト all キーワードを省略すると、現在の仮想サーバ（複数可）に明示的に設定された IP アドレスが表   
示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、特権 EXEC モードで使用する必要があります。

例 次に、仮想 HTTP サーバがすでに設定されている場合の show running-config virtual コマンドの出      
力例を示します。

hostname(config)# show running-config virtual
virtual http 192.168.201.1

関連コマンド

all すべての仮想サーバの仮想サーバ IP アドレスを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) show virtual コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは show virtual から変更されました。

コマンド 説明

clear configure virtual コンフィギュレーションから virtual コマンドのステートメント  
を削除します。

virtual 認証仮想サーバのアドレスを表示します。
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show running-configuration vpn-sessiondb
現在設定されている vpnsessiondb コマンド セットを表示するには、特権 EXEC モードで show      
running-configuration vpn-sessiondb コマンドを使用します。

show running-configuration [all] vpn-sessiondb

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Release 7.0 では、このコマンドは VPN 最大管理セッション制限のみを表示します（この制限が設定    
されている場合）。

例 次に、show running-configuration vpn-sessiondb コマンドの出力例を示します。

hostname# show running-configuration vpn-sessiondb

関連コマンド

all （任意）デフォルトから変更していないコマンドを含めて、すべての

vpn-sessionddb コマンドを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show vpn-sessiondb 詳細を含めて、あるいは含めないで、セッションを表示します。

指定した基準に従ってセッションをフィルタリングしたり、並

べ替えることもできます。

show vpn-sessiondb summary 現在のセッションの総数、各タイプの現在のセッション数、最

大累積セッション数、合計累積セッション数、最大同時セッショ

ン数など、セッションのサマリーを表示します。
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30

show service-policy ～  
show xlate コマンド

show service-policy
設定されたサービス ポリシーを表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードで  
service-policy コマンドを使用します。

show service-policy [global | interface intf ] [ action | flow flow_descriptor ] [priority]

シンタックスの説明 policymap_name 英数字で表された一意のポリシー マップ ID
global すべてのインターフェイスに対するポリシー マップを表示します。
interface 特定のインターフェイスに対するポリシー マップを表示します。
intf nameif コマンドで定義されたインターフェイス名
action 統計情報または動作データを表示するアクションを指定します。

priority インターフェイス ポリシー マップのトラフィック カウント プライオリティを    
表示します。

flow 設定されたポリシーを表示するデータ フローを指定します。flow キーワードの  
構文および適切な使用法については、「使用上のガイドライン」を参照してく

ださい。

 • protocol ― データ フローで使用されるプロトコル

 • host source_ip | source_ip source_mask ― データ フローで使用されるホスト       
送信元 IP、または送信元 IP アドレスおよび送信元ネットマスク

 • source_ip ― データ フローで使用される送信元 IP アドレス

 • source_mask ― データ フローで使用される送信元 IP ネットマスク

 • eq ― 指定されたポートと同じポート番号を一致させる演算子

 • source_port ― データ フローで使用される送信元ポート

 • destination_ip ― データ フローで使用される宛先 IP アドレス

 • destination_mask ― データ フローで使用される宛先 IP アドレスのサブネッ     
ト マスク

 • destination_port ― データ フローで使用される宛先ポート

 • icmp ― データ フローで ICMP トラフィックを使用するように指定します。

 • icmp_type ― データ フローで使用される ICMP トラフィックのタイプを指     
定します。
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デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定されたポリシーを表示するデータ フローを指定するには、flow キーワードを使用します。  
flow_descriptor は、ip-5-tuple 形式です。オブジェクトはグループ化されません。

  protocol [ host source_ip | source_ip source_mask ] [eq source_port]

              [ host destination_ip | destination_ip destination_source ] [ eq destination_port ]

  icmp    [ host source_ip | source_ip source_mask ]

              {host destination_ip | destination_ip destination_mask] [icmp_type]

フローは ip-5-tuple 形式であるため、一致基準の一部はサポートされません。次に、フロー照合で  
サポートされている一致基準を示します。

 • match access-list

 • match port

 • match rtp

 • match default-inspection-traffic

priority キーワードは、インターフェイスを介して送信されるパケットの合計カウンタ値を表示する 
場合に使用します。

show service-policy コマンド出力に表示される初期接続数は、class-map コマンドで定義された、ト   
ラフィック マッチングに使用される、インターフェイスとの現在の初期接続数を示します。 
embryonic-conn-max フィールドには、Modular Policy Framework を使用するトラフィック クラスに     
設定された最大初期制限が表示されます。表示されている現在の初期接続数が最大値と同じか、ま

たは最大値を超えている場合、class-map コマンドで定義されたトラフィック タイプと一致する新  
しい TCP 接続には、TCP 代行受信が適用されます。

flow_descriptor フローを示す一意の名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show service-policy コマンドの構文を示します。

hostname# show service-policy global

Global policy:
  Service-policy: inbound_policy
    Class-map: ftp-port
      Inspect: ftp strict inbound_ftp, packet 0, drop 0, reset-drop 0
hostname# show service-policy priority

Interface outside:

Global policy:
  Service-policy: sa_global_fw_policy

Interface outside:
  Service-policy: ramap
    Class-map: clientmap
      Priority:
        Interface outside: aggregate drop 0, aggregate transmit 5207048
    Class-map: udpmap
      Priority:
        Interface outside: aggregate drop 0,  aggregate transmit 5207048
    Class-map: cmap

hostname# show service-policy flow udp host 209.165.200.229 host 209.165.202.158 eq 
5060

Global policy: 
  Service-policy: f1_global_fw_policy
    Class-map: inspection_default
      Match: default-inspection-traffic
      Action:
        Input flow:  inspect sip 

Interface outside:
  Service-policy: test
    Class-map: test
      Match: access-list test
        Access rule: permit ip 209.165.200.229 255.255.255.224 209.165.202.158 
255.255.255.224
      Action:
        Input flow:  ids inline
        Input flow:  set connection conn-max 10 embryonic-conn-max 20

関連コマンド コマンド 説明

clear configure service-policy サービス ポリシー設定を消去します。
clear service-policy サービス ポリシー設定をすべて消去します。
service-policy サービス ポリシーを設定します。
show running-config service-policy 実行コンフィギュレーションで設定されたサービス ポリ 

シーを表示します。
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show service-policy inspect gtp
GTP 設定を表示するには、特権 EXEC モードで show service-policy inspect gtp コマンドを使用しま        
す。

show service-policy [interface int] inspect gtp {pdp-context [apn ap_name | detail | imsi IMSI_value | 
ms-addr IP_address | tid tunnel_ID | version version_num ] | pdpmcb | requests | statistics [gsn 
IP_address] }

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

apn （任意）指定された APN に基づいて Packet Data Protocol（PDP）コンテキ     
ストの詳細出力を表示します。

ap_name 統計情報を表示する特定のアクセス ポイント名を識別します。
detail （任意）PDP コンテキストの詳細出力を表示します。
imsi 指定された IMSI に基づいて PDP コンテキストの詳細出力を表示します。
IMSI_value 統計情報を表示する特定の IMSI を識別する 16 進数
interface （任意）特定のインターフェイスを識別します。

int 情報を表示するインターフェイスを識別します。

gsn （任意）GPRS 無線データ ネットワークとその他のネットワーク間のイン  
ターフェイスとなる GPRS サポート ノードを識別します。

gtp （任意）GTP のサービス ポリシーを表示します。
IP_address 統計情報を表示する IP アドレス
ms-addr （任意）指定された Mobile Station（MS）アドレスに基づいて PDP コンテ    

キストの詳細出力を表示します。

pdp-context （任意）PDP コンテキストを識別します。
pdpmcb （任意）PDP マスター制御ブロックのステータスを表示します。
requests （任意）GTP 要求のステータスを表示します。
statistics （任意）GTP の統計情報を表示します。
tid （任意）指定された TID に基づいて PDP コンテキストの詳細出力を表示し    

ます。

tunnel_ID 統計情報を表示する特定のトンネルを識別する 16 進数
version （任意）GTP バージョンに基づいて PDP コンテキストの詳細出力を表示し   

ます。

version_num 統計情報を表示する PDP コンテキストのバージョンを指定します。有効  
な範囲は、0 ～ 255です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン 縦棒（ | ）を使用して、出力をフィルタリングできます。 | を入力して、複数のフィルタリング オプ     
ションで出力することもできます。

show pdp-context コマンドは、PDP コンテキスト関連情報を表示します。

PDP コンテキストは、IMSI および NSAPI を組み合わせたトンネル ID で識別されます。GTP トン       
ネルは異なる GSN ノード内にある 2 つの対応する PDP コンテキストによって定義され、トンネル      
ID で識別されます。外部パケット データ ネットワークとモバイル ステーション ユーザ間でパケッ     
トを転送する場合は、GTP トンネルが必要です。

show gtp requests コマンドは、要求キュー内の現在の要求を表示します。

例 次に、show gtp requests コマンドの出力例を示します。

hostname# show gtp requests
0 in use, 0 most used, 200 maximum allowed

次の例のように、縦棒（ | ）を使用して、出力をフィルタリングできます。

hostname# show service-policy gtp statistics | grep gsn

この例では、出力に gsn という文字列を含む GTP 統計情報が表示されます。

次のコマンドは、GTP 検査に関する統計情報を示します。

hostname# show service-policy inspect gtp statistics
GPRS GTP Statistics:
  version_not_support | 0 | msg_too_short | 0
  unknown_msg | 0 | unexpected_sig_msg | 0
  unexpected_data_msg | 0 | ie_duplicated | 0
  mandatory_ie_missing | 0 | mandatory_ie_incorrect | 0
  optional_ie_incorrect | 0 | ie_unknown | 0
  ie_out_of_order | 0 | ie_unexpected | 0
  total_forwarded | 0 | total_dropped | 0
  signalling_msg_dropped | 0 | data_msg_dropped | 0
  signalling_msg_forwarded | 0 | data_msg_forwarded | 0
  total created_pdp | 0 | total deleted_pdp | 0
  total created_pdpmcb | 0 | total deleted_pdpmcb | 0
  pdp_non_existent | 0

次のコマンドは、PDP コンテキストに関する情報を表示します。

hostname# show service-policy inspect gtp pdp-context
1 in use, 1 most used, timeout 0:00:00

Version TID | MS Addr | SGSN Addr | Idle | APN
v1 | 1234567890123425 | 1.1.1.1 | 11.0.0.2 0:00:13  gprs.cisco.com

 | user_name (IMSI): 214365870921435 | MS address: | 1.1.1.1
 | primary pdp: Y | nsapi: 2
 | sgsn_addr_signal: | 11.0.0.2 | sgsn_addr_data: | 11.0.0.2
 | ggsn_addr_signal: | 9.9.9.9 | ggsn_addr_data: | 9.9.9.9
 | sgsn control teid: | 0x000001d1 | sgsn data teid: | 0x000001d3
 | ggsn control teid: | 0x6306ffa0 | ggsn data teid: | 0x6305f9fc
 | seq_tpdu_up: | 0 | seq_tpdu_down: | 0
 | signal_sequence: | 0
 | upstream_signal_flow: | 0 | upstream_data_flow: | 0
 | downstream_signal_flow: | 0 | downstream_data_flow: | 0
 | RAupdate_flow: | 0
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表 30-1 に、show service-policy inspect gtp pdp-context コマンド出力内の各カラムの説明を示します。

関連コマンド

表 30-1 PDP コンテキスト

カラム見出し 説明

Version GTP のバージョン
TID トンネル ID
MS Addr モバイル ステーションのアドレス
SGSN Addr 処理中のゲートウェイ サービス ノード
Idle PDP コンテキストが使用されなかった時間
APN アクセス ポイント名

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定  
義します。

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。



第 30章      show service-policy ～ show xlate コマンド
show shun 

30-7
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

show shun
遮断情報を表示するには、特権 EXEC モードで show shunコマンドを使用します。

show shun [src_ip | statistics]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show shun コマンドの出力例を示します。

hostname# show shun
shun (outside) 10.1.1.27 10.2.2.89 555 666 6
shun (inside1) 10.1.1.27 10.2.2.89 555 666 6

関連コマンド

src_ip （任意）該当するアドレスの情報を表示します。

statistics （任意）インターフェイス カウンタのみを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear shun 現在イネーブル化されている遮断をすべてディセーブルにし、遮断に関す

る統計情報を消去します。

shun 新しい接続や既存の接続からのパケットを禁止して、攻撃元ホストへのダ

イナミック応答をイネーブルにします。
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show sip
SIP セッションを表示するには、特権 EXEC モードで show sip コマンドを使用します。

show sip

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show sip コマンドは SIP インスペクション エンジンに関する問題のトラブルシューティングに役立     
ちます。説明については、inspect protocol sip udp 5060 コマンドを参照してください。show timeout      
sip コマンドは、指定されたプロトコルのタイムアウト値を表示します。

show sip コマンドは、FWSM に確立された SIP セッションの情報を表示します。このコマンドと     
debug sip および show local-host コマンドを組み合わせて、SIP インスペクション エンジンの問題に       
関するトラブルシューティングを行うことができます。

（注） pager コマンドを設定してから、show sip コマンドを使用することを推奨します。多数の SIP セッ     
ション レコードが存在する場合に pager コマンドが設定されていないと、show sip コマンド出力が     
終了するまでに時間がかかることがあります。

例 次に、show sip コマンドの出力例を示します。

hostname# show sip
Total: 2
call-id c3943000-960ca-2e43-228f@10.130.56.44
 | state Call init, idle 0:00:01
call-id c3943000-860ca-7e1f-11f7@10.130.56.45
 | state Active, idle 0:00:06

この例では、FWSM の 2 つのアクティブな SIP セッションを示しています（Total フィールドに表      
示されます）。各 call-id はコールを表します。

最初のセッション（call-id  c3943000-960ca-2e43-228f@10.130.56.44）は Call Init 状態にあり、     
セッションはコール セットアップ中です。コール セットアップが完了すると、ACK が表示されま   
す。このセッションは 1 秒間アイドルでした。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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2 番めのセッションは Active 状態です。コール セットアップは完了していて、エンドポイントが    
メディアを交換中です。このセッションは 6 秒間アイドルでした。

関連コマンド

show skinny
SCCP（Skinny）インスペクション エンジンに関する問題のトラブルシューティングを行うには、特 
権 EXEC モードで show skinny コマンドを使用します。

show skinny [audio | video]

シンタックスの説明

デフォルト audio または video キーワードを使用しない場合、出力には音声とビデオの両方の情報が必要に応   
じて含まれます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show skinny コマンドは SCCP（Skinny）インスペクション エンジンに関する問題のトラブルシュー    
ティングに役立ちます。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug sip SIP のデバッグ情報をイネーブルにします。
inspect sip SIP アプリケーション検査をイネーブルにします。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。

audio 出力を音声関連情報に限定します。

video 出力をビデオ関連情報に限定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、以下の条件における show skinny コマンドの出力例を示します。FWSM にアクティブな Skinny     
セッションが 2 つ設定されています。最初のセッションは、ローカル アドレスが 10.0.0.11 の内部     
Cisco IP Phone と 172.18.1.33 の外部 Cisco CallManager の間に確立された音声セッションです。TCP        
ポート 2000 は CallManager です。2 番めのセッションは、ローカル アドレスが 10.0.0.22 の別の内        
部 Cisco IP Phone と、同じ Cisco CallManager の間に確立されたビデオ セッションです。

hostname# show skinny
LOCAL                   FOREIGN                 STATE
---------------------------------------------------------------
1       10.0.0.11/52238         172.18.1.33/2000                1
  AUDIO 10.0.0.11/22948         172.18.1.22/20798
2       10.0.0.22/52232         172.18.1.33/2000                1
  VIDEO 10.0.0.22/20798         172.18.1.11/22948

出力は、両方の内部 Cisco IP Phone 間にコールが確立されたことを示します。最初および 2 番めの      
Phone の RTP 待ち受けポートは、それぞれ UDP 22948 および 20798 です。

次に、これらの Skinny 接続の xlate 情報を示します。

hostname# show xlate debug
2 in use, 2 most used
Flags: D | DNS, d | dump, I | identity, i | inside, n | no random,
 | o | outside, r | portmap, s | static
NAT from inside:10.0.0.11 to outside:172.18.1.11 flags si idle 0:00:16 timeout 0:05:00
NAT from inside:10.0.0.22 to outside:172.18.1.22 flags si idle 0:00:14 timeout 0:05:00

video キーワードを使用した場合、出力は次の例のようにビデオ セッション情報に限定されます。

hostname# show skinny video
LOCAL                   FOREIGN                 STATE
---------------------------------------------------------------
1       10.0.0.22/52232         172.18.1.33/2000                1
  VIDEO 10.0.0.22/20798         172.18.1.11/22948

audio キーワードを使用した場合、出力は次の例のように音声セッション情報に限定されます。

hostname# show skinny audio
LOCAL                   FOREIGN                 STATE
---------------------------------------------------------------
1       10.0.0.11/52238         172.18.1.33/2000                1
  AUDIO 10.0.0.11/22948         172.18.1.22/20798

関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug skinny SCCP デバッグ情報をイネーブルにします。
inspect skinny SCCP アプリケーション検査をイネーブルにします。
show conn 各接続タイプの接続状態を表示します。

timeout 各プロトコルおよびセッション タイプの最大アイドル時間を設定します。
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show snmp-server statistics
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サーバの統計情報を表示するには、特権 EXEC モード  
で show snmp-server statisticsコマンドを使用します。

show snmp-server statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、SNMP サーバの統計情報を表示する例を示します。

hostname# show snmp-server statistics
0 SNMP packets input
    0 Bad SNMP version errors
    0 Unknown community name
    0 Illegal operation for community name supplied
    0 Encoding errors
    0 Number of requested variables
    0 Number of altered variables
    0 Get-request PDUs
    0 Get-next PDUs
    0 Get-bulk PDUs
    0 Set-request PDUs (Not supported)
0 SNMP packets output
    0 Too big errors (Maximum packet size 512)
    0 No such name errors
    0 Bad values errors
    0 General errors
    0 Response PDUs
    0 Trap PDUs

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server SNMP を介してセキュリティ アプライアンス イベント情   
報を提供します。

clear configure snmp-server SNMP サーバをディセーブルにします。
show running-config snmp-server SNMP サーバ設定を表示します。
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show ssh sessions
FWSM のアクティブな SSH セッションに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show ssh       
sessions コマンドを使用します。

show ssh sessions [ip_address]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SID は SSH セッションを識別する一意の番号です。Client IPは SSH クライアントで稼働するシステ      
ムの IP アドレスです。Version は、SSH クライアントがサポートするプロトコル バージョン番号で     
す。SSH クライアントが SSH Version 1 のみをサポートする場合、Version カラムには 1.5 が表示さ        
れます。SSH クライアントが SSH Version 1 および SSH Version 2 をサポートする場合、Version カ          
ラムには 1.99 が表示されます。SSH クライアントが SSH Version 2 のみをサポートする場合、Version       
カラムには 2.0 が表示されます。Encryption カラムには、SSH クライアントが使用している暗号化    
タイプが表示されます。State カラムには、FWSM と交信しているときのクライアントの進行状況  
が表示されます。Username カラムには、セッションで認証されたログイン ユーザ名が表示されま  
す。

例 次に、show ssh sessions コマンドの出力例を示します。

hostname# show ssh sessions
SID Client IP       Version Mode Encryption Hmac     State           Username
0   172.69.39.39    1.99    IN   aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
                            OUT  aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
1   172.23.56.236   1.5     -    3DES       -        SessionStarted  pat
2   172.69.39.29    1.99    IN   3des-cbc   sha1     SessionStarted  pat
                            OUT  3des-cbc   sha1     SessionStarted  pat

関連コマンド

ip_address （任意）指定された IP アドレスのみのセッション情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ssh disconnect アクティブな SSH セッションを切断します。
ssh timeout アイドルな SSH セッションのタイムアウト値を設定します。
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show startup-config
スタートアップ コンフィギュレーションを表示したり、スタートアップ コンフィギュレーション  
をロードするときに発生したエラーを表示するには、特権 EXEC モードで show startup-config コマ     
ンドを使用します。

show startup-config [errors]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチ コンテキスト モードの場合、このコマンドは現在の実行スペース（システム コンフィギュ   
レーションまたはセキュリティ コンテキスト）のスタートアップ コンフィギュレーションを表示  
します。

メモリから起動時のエラーを消去するには、clear startup-config errors コマンドを使用します。

errors （任意）FWSM がスタートアップ コンフィギュレーションをロードすると  
きに生成されたエラーを表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム1

1. errors キーワードを使用できるのは、シングル モードおよびシステム実行スペースのみです。

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) errors キーワードが追加されました。
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例 次に、show startup-config コマンドの出力例を示します。

hostname# show startup-config
: Saved
: Written by enable_15 at 01:44:55.598 UTC Thu Apr 17 2003

Version 7.0(0)28
!
interface GigabitEthernet0/0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.86.194.60 255.255.254.0
 webvpn enable
!
interface GigabitEthernet0/1
 shutdown
 nameif test
 security-level 0
 ip address 10.10.4.200 255.255.0.0
!

...
!
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
hostname firewall1
domain-name example.com
boot system disk0:/cdisk.bin
ftp mode passive
names
name 10.10.4.200 outside
access-list xyz extended permit ip host 192.168.0.4 host 150.150.0.3
!
ftp-map ftp_map
!
ftp-map inbound_ftp
 deny-request-cmd appe stor stou
!

...

Cryptochecksum:4edf97923899e712ed0da8c338e07e63

次に、show startup-config errors コマンドの出力例を示します。

hostname# show startup-config errors

ERROR: 'Mac-addresses': invalid resource name
*** Output from config line 18, "  limit-resource Mac-add..."
INFO: Admin context is required to get the interfaces
*** Output from config line 30, "arp timeout 14400"
Creating context 'admin'... WARNING: Invoked the stub function ibm_4gs3_context_
set_max_mgmt_sess
WARNING: Invoked the stub function ibm_4gs3_context_set_max_mgmt_sess
Done. (1)
*** Output from config line 33, "admin-context admin"
WARNING: VLAN *24* is not configured.
*** Output from config line 12, context 'admin', " nameif inside"
.....
*** Output from config line 37, "  config-url disk:/admin..."

関連コマンド コマンド 説明

clear startup-config errors メモリから起動時のエラーを消去します。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。
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show sunrpc-server active
Sun RPC サービス用に開いているピンホールを表示するには、特権 EXEC モードで show 
sunrpc-server active コマンドを使用します。

show sunrpc-server active

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Sun RPC サービス（NFS や NIS）用に開いているピンホールを表示するには、show sunrpc-server     
active コマンドを使用します。

例 Sun RPC サービス用に開いているピンホールを表示するには、show sunrpc-server active コマンドを     
使用します。次に、show sunrpc-server active コマンドの出力例を示します。

hostname# show sunrpc-server active
        LOCAL           FOREIGN                 SERVICE TIMEOUT
        -----------------------------------------------
        192.168.100.2/0 209.165.200.5/32780     100005 00:10:00

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure sunrpc-server FWSM から Sun RPC サービスを消去します。
clear sunrpc-server active Sun RPC サービス（NFS や NIS など）用に開いているピ     

ンホールを消去します。

inspect sunrpc Sun RPC アプリケーション検査をイネーブルまたはディ  
セーブルにし、使用するポートを設定します。

show running-config sunrpc-server Sun RPC サービスの設定に関する情報を表示します。
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show tcpstat
FWSM TCP スタックおよび FWSM で終端する TCP 接続のステータスを（デバッグのために）表示      
するには、特権 EXEC モードで show tcpstat コマンドを使用します。このコマンドは IPv4 および      
IPv6 アドレスをサポートします。

show tcpstat

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show tcpstat コマンドを使用すると、TCP スタックおよび FWSM で終端する TCP 接続のステータ     
スを表示できます。表 30-2 に、表示される TCP 統計情報を示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

表 30-2 show tcpstat コマンドで表示される TCP 統計情報 

統計情報 説明

tcb_cnt TCP ユーザ数
proxy_cnt TCP プロキシ数。TCP プロキシはユーザ許可で使用されます。
tcp_xmt pkts TCP スタックで送信されたパケット数
tcp_rcv good pkts TCP スタックで受信された良好なパケット数
tcp_rcv drop pkts TCP スタックが廃棄した受信パケット数
tcp bad chksum チェックサムが不正な受信パケット数

tcp user hash add ハッシュ テーブルに追加された TCP ユーザ数
tcp user hash add dup 追加しようとした新規 TCP ユーザがハッシュ テーブルに格納済みで   

あった回数

tcp user srch hash hit 検索した TCP ユーザがハッシュ テーブルに格納されていた回数
tcp user srch hash miss 検索した TCP ユーザがハッシュ テーブルに格納されていなかった回数
tcp user hash delete TCP ユーザがハッシュ テーブルから削除された回数
tcp user hash delete miss 削除しようとした TCP ユーザがハッシュ テーブルに格納されていな   

かった回数

lip TCP ユーザのローカル IP アドレス
fip TCP ユーザの外部 IP アドレス
lp TCP ユーザのローカル ポート
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例 次に、show tcpstat コマンドの出力例を示します。

hostname# show tcpstat
                CURRENT MAX     TOTAL
tcb_cnt         2       12      320
proxy_cnt       0       0       160

tcp_xmt pkts = 540591
tcp_rcv good pkts = 6583
tcp_rcv drop pkts = 2
tcp bad chksum = 0
tcp user hash add = 2028
tcp user hash add dup = 0
tcp user srch hash hit = 316753
tcp user srch hash miss = 6663
tcp user hash delete = 2027
tcp user hash delete miss = 0

lip = 172.23.59.230 fip = 10.21.96.254 lp = 443 fp = 2567 st = 4 rexqlen = 0
in0
  tw_timer = 0 to_timer = 179000 cl_timer = 0 per_timer = 0
rt_timer = 0
tries 0

関連コマンド

fp TCP ユーザの外部ポート
st TCP ユーザの状態（RFC 793 を参照）。有効値は、次のとおりです。

1   CLOSED
2   LISTEN
3   SYN_SENT
4   SYN_RCVD
5   ESTABLISHED
6   FIN_WAIT_1
7   FIN_WAIT_2
8   CLOSE_WAIT
9   CLOSING
10  LAST_ACK
11  TIME_WAIT

rexqlen TCP ユーザの再送信キューの長さ
inqlen TCP ユーザの入力キューの長さ
tw_timer TCP ユーザの time_wait タイマーの値（ミリ秒）
to_timer TCP ユーザの非アクティブ タイムアウト タイマーの値（ミリ秒）
cl_timer TCP ユーザの終了要求タイマーの値（ミリ秒）
per_timer TCP ユーザの持続タイマーの値（ミリ秒）
rt_timer TCP ユーザの再送信タイマーの値（ミリ秒）
tries TCP ユーザの再送信回数

表 30-2 show tcpstat コマンドで表示される TCP 統計情報（続き）

統計情報 説明

コマンド 説明

show conn 使用されている接続および使用可能な接続を表示します。
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show tech-support
テクニカル サポート アナリストが診断に使用する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show     
tech-supportコマンドを使用します。

show tech-support [detail | file | no-config] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show tech-support コマンドを使用すると、テクニカル サポート アナリストが問題を診断する場合    
に必要な情報を表示できます。このコマンドは、テクニカル サポート アナリストに必要なほとん  
どの情報を提供するいくつかの show コマンドの出力を統合します。

例 次に、テクニカル サポート アナリストが使用する情報を、実行コンフィギュレーションの出力を  
除外して表示する例を示します。

hostname# show tech-support no-config

Cisco XXX Firewall Version X.X(X)
Cisco Device Manager Version X.X(X)

Compiled on Fri 15-Apr-05 14:35 by root

XXX up 2 days 8 hours

Hardware:   XXX, 64 MB RAM, CPU Pentium 200 MHz
Flash i28F640J5 @ 0x300, 16MB
BIOS Flash AT29C257 @ 0xfffd8000, 32KB

0: ethernet0: address is 0003.e300.73fd, irq 10
1: ethernet1: address is 0003.e300.73fe, irq 7
2: ethernet2: address is 00d0.b7c8.139e, irq 9
Licensed Features:
Failover:           Disabled
VPN-DES:            Enabled
VPN-3DES-AES:       Disabled
Maximum Interfaces: 3
Cut-through Proxy:  Enabled
Guards:             Enabled

detail （任意）詳細を表示します。

file （任意）コマンド出力をファイルに書き込みます。

no-config （任意）実行コンフィギュレーションの出力を除外します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) detail および file キーワードが追加されました。
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URL-filtering:      Enabled
Inside Hosts:       Unlimited
Throughput:         Unlimited
IKE peers:          Unlimited

This XXX has a Restricted (R) license.

Serial Number: 480430455 (0x1ca2c977)
Running Activation Key: 0xc2e94182 0xc21d8206 0x15353200 0x633f6734 
Configuration last modified by enable_15 at 23:05:24.264 UTC Sat Nov 16 2002

------------------ show clock ------------------

00:08:14.911 UTC Sun Apr 17 2005

------------------ show memory ------------------

Free memory:        50708168 bytes
Used memory:        16400696 bytes
-------------     ----------------
Total memory:       67108864 bytes

------------------ show conn count ------------------

0 in use, 0 most used

------------------ show xlate count ------------------

0 in use, 0 most used

------------------ show blocks ------------------

  SIZE    MAX    LOW    CNT
     4   1600   1600   1600
    80    400    400    400
   256    500    499    500
  1550   1188    795    919

------------------ show interface ------------------

interface ethernet0 "outside" is up, line protocol is up
  Hardware is i82559 ethernet, address is 0003.e300.73fd
  IP address 172.23.59.232, subnet mask 255.255.0.0
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        1267 packets input, 185042 bytes, 0 no buffer
        Received 1248 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        20 packets output, 1352 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 9 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (13/128) software (0/2)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/1) software (0/1)
interface ethernet1 "inside" is up, line protocol is down
  Hardware is i82559 ethernet, address is 0003.e300.73fe
  IP address 10.1.1.1, subnet mask 255.255.255.0
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        1 packets output, 60 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred
        1 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (128/128) software (0/0)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/1) software (0/1)
interface ethernet2 "intf2" is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82559 ethernet, address is 00d0.b7c8.139e
  IP address 127.0.0.1, subnet mask 255.255.255.255
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  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit half duplex
        0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        input queue (curr/max blocks): hardware (128/128) software (0/0)
        output queue (curr/max blocks): hardware (0/0) software (0/0)

------------------ show cpu usage ------------------

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

------------------ show process ------------------

    PC       SP       STATE       Runtime    SBASE     Stack Process
Hsi 001e3329 00763e7c 0053e5c8          0 00762ef4 3784/4096 arp_timer
Lsi 001e80e9 00807074 0053e5c8          0 008060fc 3832/4096 FragDBGC
Lwe 00117e3a 009dc2e4 00541d18          0 009db46c 3704/4096 dbgtrace
Lwe 003cee95 009de464 00537718          0 009dc51c 8008/8192 Logger
Hwe 003d2d18 009e155c 005379c8          0 009df5e4 8008/8192 tcp_fast
Hwe 003d2c91 009e360c 005379c8          0 009e1694 8008/8192 tcp_slow
Lsi 002ec97d 00b1a464 0053e5c8          0 00b194dc 3928/4096 xlate clean
Lsi 002ec88b 00b1b504 0053e5c8          0 00b1a58c 3888/4096 uxlate clean
Mwe 002e3a17 00c8f8d4 0053e5c8          0 00c8d93c 7908/8192 tcp_intercept_times
Lsi 00423dd5 00d3a22c 0053e5c8          0 00d392a4 3900/4096 route_process
Hsi 002d59fc 00d3b2bc 0053e5c8          0 00d3a354 3780/4096 XXX Garbage Collecr
Hwe 0020e301 00d5957c 0053e5c8          0 00d55614 16048/16384 isakmp_time_keepr
Lsi 002d377c 00d7292c 0053e5c8          0 00d719a4 3928/4096 perfmon
Hwe 0020bd07 00d9c12c 0050bb90          0 00d9b1c4 3944/4096 IPSec
Mwe 00205e25 00d9e1ec 0053e5c8          0 00d9c274 7860/8192 IPsec timer handler
Hwe 003864e3 00db26bc 00557920          0 00db0764 6952/8192 qos_metric_daemon
Mwe 00255a65 00dc9244 0053e5c8          0 00dc8adc 1436/2048 IP Background
Lwe 002e450e 00e7bb94 00552c30          0 00e7ad1c 3704/4096 XXX/trace
Lwe 002e471e 00e7cc44 00553368          0 00e7bdcc 3704/4096 XXX/tconsole
Hwe 001e5368 00e7ed44 00730674          0 00e7ce9c 7228/8192 XXX/intf0
Hwe 001e5368 00e80e14 007305d4          0 00e7ef6c 7228/8192 XXX/intf1
Hwe 001e5368 00e82ee4 00730534       2470 00e8103c 4892/8192 XXX/intf2
H*  0011d7f7 0009ff2c 0053e5b0        780 00e8511c 13004/16384 ci/console
Csi 002dd8ab 00e8a124 0053e5c8          0 00e891cc 3396/4096 update_cpu_usage
Hwe 002cb4d1 00f2bfbc 0051e360          0 00f2a134 7692/8192 uauth_in
Hwe 003d17d1 00f2e0bc 00828cf0          0 00f2c1e4 7896/8192 uauth_thread
Hwe 003e71d4 00f2f20c 00537d20          0 00f2e294 3960/4096 udp_timer
Hsi 001db3ca 00f30fc4 0053e5c8          0 00f3004c 3784/4096 557mcfix
Crd 001db37f 00f32084 0053ea40  121094970 00f310fc 3744/4096 557poll
Lsi 001db435 00f33124 0053e5c8          0 00f321ac 3700/4096 557timer
Hwe 001e5398 00f441dc 008121e0          0 00f43294 3912/4096 fover_ip0
Cwe 001dcdad 00f4523c 00872b48         20 00f44344 3528/4096 ip/0:0
Hwe 001e5398 00f4633c 008121bc          0 00f453f4 3532/4096 icmp0
Hwe 001e5398 00f47404 00812198          0 00f464cc 3896/4096 udp_thread/0
Hwe 001e5398 00f4849c 00812174          0 00f475a4 3832/4096 tcp_thread/0
Hwe 001e5398 00f495bc 00812150          0 00f48674 3912/4096 fover_ip1
Cwe 001dcdad 00f4a61c 008ea850          0 00f49724 3832/4096 ip/1:1
Hwe 001e5398 00f4b71c 0081212c          0 00f4a7d4 3912/4096 icmp1
Hwe 001e5398 00f4c7e4 00812108          0 00f4b8ac 3896/4096 udp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4d87c 008120e4          0 00f4c984 3832/4096 tcp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4e99c 008120c0          0 00f4da54 3912/4096 fover_ip2
Cwe 001e542d 00f4fa6c 00730534          0 00f4eb04 3944/4096 ip/2:2
Hwe 001e5398 00f50afc 0081209c          0 00f4fbb4 3912/4096 icmp2
Hwe 001e5398 00f51bc4 00812078          0 00f50c8c 3896/4096 udp_thread/2
Hwe 001e5398 00f52c5c 00812054          0 00f51d64 3832/4096 tcp_thread/2
Hwe 003d1a65 00f78284 008140f8          0 00f77fdc  300/1024 listen/http1
Mwe 0035cafa 00f7a63c 0053e5c8          0 00f786c4 7640/8192 Crypto CA

------------------ show failover ------------------
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No license for Failover

------------------ show traffic ------------------

outside:
        received (in 205213.390 secs):
                1267 packets    185042 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 205213.390 secs):
                20 packets      1352 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
inside:
        received (in 205215.800 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 205215.800 secs):
                1 packets       60 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
intf2:
        received (in 205215.810 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 205215.810 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec

------------------ show perfmon ------------------

PERFMON STATS:    Current      Average
Xlates               0/s          0/s
Connections          0/s          0/s
TCP Conns            0/s          0/s
UDP Conns            0/s          0/s
URL Access           0/s          0/s
URL Server Req       0/s          0/s
TCP Fixup            0/s          0/s
TCPIntercept         0/s          0/s
HTTP Fixup           0/s          0/s
FTP Fixup            0/s          0/s
AAA Authen           0/s          0/s
AAA Author           0/s          0/s
AAA Account          0/s          0/s

関連コマンド コマンド 説明

show clock Syslog Server（PFSS）および Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフ     
ラストラクチャ）プロトコルで使用するクロックを表示します。

show conn count 使用されている接続および使用可能な接続を表示します。

show cpu CPU 利用率情報を表示します。
show failover 接続のステータスおよびアクティブな FWSM を表示します。
show memory OS（オペレーティング システム）で使用可能な最大物理メモリおよび 

現在の空きメモリに関するサマリーを表示します。

show perfmon FWSM のパフォーマンスに関する情報を表示します。
show processes 稼働しているプロセスのリストを表示します。

show running-config FWSM の現在の実行コンフィギュレーションを表示します。
show xlate 変換スロットに関する情報を表示します。
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show time-range
時間範囲エントリを表示するには、特権 EXEC モードで show time-range コマンドを使用します。

show time-range [time-range]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、すべての時間範囲エントリが表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 この例では、show time-range を使用してすべての時間範囲エントリを表示しています。

hostname(config)# show time-range
time-range entry: test (inactive)
absolute start 11:03 14 April 2006 end 11:06 14 April 2006

関連コマンド

time-range （任意）時間範囲エントリの名前。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure time-range 設定された時間範囲を消去します。

show running-config time-range 設定されたすべての時間範囲を表示します。
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show traffic
インターフェイスの送受信アクティビティ、およびコントロール プレーンを通過するトラフィック 
を表示するには、特権 EXEC モードで show traffic コマンドを使用します。コントロール プレーン      
パスを通過するパケットには、レイヤ 7 検査を必要とするプロトコルのための制御パケットや、管  
理トラフィックなどがあります。

show traffic [detailed [type] | summary [type]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show traffic コマンド（キーワードを指定しない場合）は、最後に show traffic コマンドを入力して     
から、または FWSM がオンラインになってから、各インターフェイスを通過したパケット数およ  
びバイト数を表示します。表示される秒数は、最後に再起動してから FWSM がオンラインになっ  
ている期間を示します。ただし、最後に再起動したあとに clear traffic コマンドを入力した場合、表   
示される秒数はコマンドを入力したあとの期間を示します。

summary および detailed キーワードを指定した場合は、コントロール プレーンを通過したトラ    
フィックがパケット タイプ別に表示されます。

マルチ モードの場合は、すべてのコンテキストの累積値、およびコンテキストごとのカウンタが表 
示されます。

表 30-3 に、トラフィック タイプを示します。

detailed （任意）コントロール プレーンの詳細なトラフィック カウンタを表示します。
summary （任意）コントロール プレーンのトラフィック サマリー カウンタを表示しま   

す。

type （任意）特定のトラフィック タイプのカウンタを表示します。トラフィック 
タイプのリストについては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) summary および detailed キーワードが追加されました。

表 30-3 トラフィック タイプ

タイプ 説明

activex ActiveX フィルタリング
all 検査するすべてのトランスポート プロトコルのカウンタを表示
ctiqbe CTIQBE プロトコル
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例 次に、show traffic コマンドの出力例を示します。

hostname# show traffic
inside:
        received (in 1557469.650 secs):
                157532 packets  13588525 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 1557469.650 secs):
                157496 packets  13929928 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec

dns UDP ベースのドメイン ネーム サービス
domain TCP ベースのドメイン ネーム サービス
ftp FTP

ftp-filter FTP コマンド フィルタリング
gtp GTP プロトコル
h323-h225 H225 プロトコル
h323-ras H225 ras プロトコル
http HTTP

https-filter HTTPS プロトコル フィルタリング
ils ILS プロトコル
java Java フィルタリング
mgcp MGCP プロトコル
netbios NetBIOS プロトコル
pptp PPTP

rpc TCP RPC プロトコル
rpc-udp UDP ベース RPC プロトコル
rsh リモート シェル
rtsp Real Time Streaming Protocol

sftp Strict FTP

sip TCP ベース SIP プロトコル
skinny Skinny プロトコル
smtp SMTP プロトコル
snmp SNMP プロトコル
sqlnet SQLNet プロトコル
sunrpc TCP ベース SunRPC プロトコル
sunrpc-udp UDP ベース SunRPC プロトコル
tftp TFTP

udp-sip UDP ベース SIP プロトコル
url-filter URL フィルタリング
xdmcp XDMCP プロトコル

表 30-3 トラフィック タイプ

タイプ 説明
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次に、show traffic summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show traffic summary

---------------------------------------------------------------------------
  Traffic Type     Pkts-In      Bytes-In   Conn-Created    Conn-Destroyed
---------------------------------------------------------------------------
   url-filter            0             0              0                0
          dns            0             0              0                0
      activex            0             0              0                0
         java            0             0              0                0
       domain            0             0              0                0
         sftp            0             0              0                0
          ftp            0             0              0                0
         http            0             0              0                0
    h323-h225            0             0              0                0
     h323-ras            0             0              0                0
          ils            0             0              0                0
       sunrpc            0             0              0                0
          rpc            0             0              0                0
          rsh            0             0              0                0
         rtsp            0             0              0                0
         smtp            0             0              0                0
       sqlnet            0             0              0                0
          sip            0             0              0                0
       skinny            0             0              0                0
   sunrpc-udp            0             0              0                0
      rpc-udp            0             0              0                0
        xdmcp            0             0              0                0
      udp-sip            0             0              0                0
      netbios            0             0              0                0
       ctiqbe            0             0              0                0
   ftp-filter            0             0              0                0
 https-filter            0             0              0                0
         mgcp            0             0              0                0
         tftp            0             0              0                0
         snmp            0             0              0                0
         pptp            0             0              0                0
          gtp            0             0              0                0
                                                                         
--------------------------------------------------------------------------- 

次に、show traffic detailed コマンドの出力例を示します。

hostname# show traffic detailed

Traffic Class: url-filter
                                   packets received               0
                                     bytes received               0
                                connections created               0
                              connections destroyed               0
                        delete indications received               0
    garbage collection initiated connection closure               0
     connections destroyed due to flow handle reuse               0
                    control channel create requests               0
                       data channel create requests               0
Traffic Class: dns
                                   packets received               0
                                     bytes received               0
                                connections created               0
                              connections destroyed               0
                        delete indications received               0
    garbage collection initiated connection closure               0
     connections destroyed due to flow handle reuse               0
   connections closure initiated from control plane               0
                    control channel create requests               0
                       data channel create requests               0
.... 
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関連コマンド

show uauth
現在認証されている特定のユーザまたはすべてのユーザ、ユーザがバインドされているホスト IP、 
およびキャッシュされた IP およびポート許可情報を表示するには、特権 EXEC モードで show uauth      
コマンドを使用します。

show uauth [username]

シンタックスの説明

デフォルト ユーザ名を省略すると、すべてのユーザの許可情報が表示されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show uauth コマンドは特定のユーザまたはすべてのユーザの AAA（認証、認可、アカウンティン   
グ）許可および認証キャッシュを表示します。

このコマンドは、timeout コマンドと併せて使用します。

各ユーザ ホストの IP アドレスには、許可キャッシュがアタッチされます。キャッシュでは、ユー   
ザ ホストごとに最大 16 のアドレスおよびサービスのペアを使用できます。ユーザが適切なホスト   
から、キャッシュされたサービスにアクセスしようとすると、FWSM はユーザを許可済みであると 
みなし、すぐに接続を代行処理します。たとえば、ある Web サイトへのアクセスを一度許可する  
と、イメージを読み込むたびに許可サーバと通信することがなくなります（イメージが同じ IP ア  
ドレスから読み込まれる場合）。これにより、許可サーバ上でパフォーマンスが大幅に向上し、負

荷も大幅に軽減されます。

show uauth コマンドの出力では、認証および許可の目的で許可サーバに提供されたユーザ名、およ  
びユーザ名がバインドされている IP アドレスが表示されます。また、ユーザが認証されただけで  
あるか、それともキャッシュされたサービスを持っているのかも表示されます。

コマンド 説明

clear traffic 送受信アクティビティのカウンタをリセットします。

username （任意）表示するユーザ認証および許可情報をユーザ名で指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） Xauth をイネーブルにすると、uauth テーブル（show uauth コマンドで表示）に、クライアントに    
割り当てられた IP アドレスに関するエントリが追加されます。ただし、ネットワーク拡張モード  
で Easy VPN Remote 機能とともに Xauth を使用する場合、ネットワーク間に IPSec トンネルが作成        
されるため、ファイアウォールの背後のユーザを単一の IP アドレスに関連付けることができませ  
ん。したがって、Xauth の完了時に uauth エントリが作成されません。AAA 許可またはアカウン    
ティング サービスが必要な場合は、AAA 認証プロキシをイネーブルにして、ファイアウォール背  
後のユーザを認証できます。AAA 認証プロキシの詳細については、aaa コマンドを参照してくださ  
い。

ユーザ接続がアイドルになったあとにキャッシュを保持する期間を指定するには、timeout uauth コ  
マンドを使用します。すべてのユーザのすべての許可キャッシュを削除するには、clear uauth コマ  
ンドを使用します。次回接続を作成するときは、再認証する必要が生じます。

例 次に、認証されたユーザがいない状態で、1 人のユーザの認証が進行中である場合の show uauth コ    
マンドの出力例を示します。

hostname(config)# show uauth     
                        Current    Most Seen
Authenticated Users       0          0
Authen In Progress        0          1

次に、3 人のユーザが認証され、かつ FWSM を介してサービスを使用することが許可されている場  
合の show uauth コマンドの出力例を示します。

hostname(config)# show uauth
user ‘pat’ from 209.165.201.2 authenticated
user ‘robin’ from 209.165.201.4 authorized to:
                       port 192.168.67.34/telnet                        192.168.67.11/http                                    192.168.67.33/tcp/8001
                                                          192.168.67.56/tcp/25                              192.168.67.42/ftp
user ‘terry’ from 209.165.201.7 authorized to:
                       port 192.168.1.50/http                                     209.165.201.8/http

関連コマンド コマンド 説明

clear uauth 現在のユーザ認証および許可情報を削除します。

timeout 最大アイドル期間を設定します。
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show url-block
URL ブロック バッファ内のパケット数、およびバッファ制限または再送信回数を超過したために  
廃棄されたパケット数（存在する場合）を表示するには、特権 EXEC モードで show url-block コマ     
ンドを使用します。

show url-block [block statistics]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show url-block block statistics コマンドは、URL ブロック バッファ内のパケット数、およびバッファ      
制限または再送信回数を超過したために廃棄されたパケット数（存在する場合）を表示します。

例 次に、show url-block コマンドの出力例を示します。

hostname# show url-block
 | url-block url-mempool 128 | url-block url-size 4 | url-block block 128 

このコマンドを実行すると、URL ブロック バッファの設定が表示されます。

次に、show url-block block statistics コマンドの出力例を示します。

hostname# show url-block block statistics

URL Pending Packet Buffer Stats with max block  128 | 
Cumulative number of packets held: | 896
Maximum number of packets held (per URL): | 3
Current number of packets held (global): | 38
Packets dropped due to
 | exceeding url-block buffer limit: | 7546
 | HTTP server retransmission: | 10
Number of packets released back to client: | 0

block statistics （任意）ブロック バッファ使用率に関する統計情報を表示します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show url-cache statistics
N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間 URL をバッファに格納する      
ための URL キャッシュの情報を表示するには、特権 EXEC モードで show url-cache statistics コマ        
ンドを使用します。

show url-cache statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show url-cache statistics コマンドは次のエントリを表示します。

 • Size ― url-cache size オプションで設定されるキャッシュ サイズ（キロバイト）

 • Entries ― キャッシュ サイズに基づく最大キャッシュ エントリ数

 • In Use ― キャッシュ内の現在のエントリ数

 • Lookups ― FWSM がキャッシュ エントリを検索した回数

 • Hits ― FWSM がキャッシュ内にエントリを検出した回数

N2H2 Sentian または Websense フィルタリング アクティビティに関する追加情報を表示するには、     
show perfmon コマンドを使用します。

コマンド 説明

clear url-block block statistics ブロック バッファ使用率カウンタを消去します。
filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の   

URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定  
します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、show url-cache statistics コマンドの出力例を示します。

hostname# show url-cache statistics

URL Filter Cache Stats
----------------------
 | Size :                               1KB
 Entries :                                   36
             In Use :                                   30
 Lookups :                                   300
 | Hits :                                   290

関連コマンド コマンド 説明

clear url-cache statistics コンフィギュレーションから url-cache コマンドのステートメントを  
削除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    

キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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show url-server
URL フィルタリング サーバの情報を表示するには、特権 EXEC モードで show url-server コマンド       
を使用します。

show url-server statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show url-server statistics コマンドは URL サーバ ベンダー、URL 数（総数、許可、拒否）、HTTPS       
接続数（総数、許可、拒否）、TCP 接続数（総数、許可、拒否）、および URL サーバのステータス   
を表示します。

show url-server コマンドは、次の情報を表示します。

 • N2H2 の場合は、url-server (if_name) vendor n2h2 host local_ip port number timeout seconds          
protocol [{TCP | UDP}{version 1 | 4}]

 • Websense の場合は、url-server (if_name) vendor websense host local_ip timeout seconds protocol         
[{TCP | UDP}]

例 次に、show url-server statistics コマンドの出力例を示します。

hostname## show url-server statistics
  
URL Server Statistics: | 
Vendor websense 
HTTPs total/allowed/denied 0/0/0 
HTTPSs total/allowed/denied 0/0/0 
FTPs total/allowed/denied 0/0/0 | 
URL Server Status: | 
172.23.58.103 UP | 
URL Packets Send and Receive Stats: | 
Message Send Receive 
STATUS_REQUEST 200 200 
LOOKUP_REQUEST 10 10 
LOG_REQUEST 20 NA 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

show version
ソフトウェア バージョン、ハードウェア コンフィギュレーション、ライセンス キー、および関連   
する稼働時間データを表示するには、ユーザ EXEC モードで show version コマンドを使用します。

show version

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show version コマンドを使用すると、ソフトウェア バージョン、最後に再起動してからの動作時間、   
プロセッサ タイプ、フラッシュ パーティション タイプ、インターフェイス ボード、シリアル番号    
（BIOS ID）、アクティベーション キーの値、ライセンス タイプ（R または UR）、および設定を前回     
変更したときのタイム スタンプを表示できます。

show version コマンドによって表示されるシリアル番号は、フラッシュ パーティション BIOS の番     
号です。この番号は、シャーシのシリアル番号とは異なります。ソフトウェア アップグレードを入 
手した場合は、シャーシの番号でなく、show version コマンドで表示されるシリアル番号が必要に  
なります。

（注） 稼働時間の値はフェールオーバー セットの稼働時間を示します。特定の装置が動作を停止しても、 
他の装置が動作を継続しているかぎり、稼働時間の値は増加し続けます。

コマンド 説明

clear url-server URL フィルタリング サーバの統計情報を消去します。
filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
url-block Web サーバ応答に使用される URL バッファを管理します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、Cisco PIX 500 シリーズ FWSMのソフトウェア バージョン、ハードウェア コンフィギュレー      
ション、ライセンス キー、および関連する稼働時間の情報を表示する例を示します。

hostname> show version
Cisco PIX Firewall Version 7.0(1) 
PIX (7.0.1.0) #15: Tue XXX 17 14:03:28 EDT 2005
pixfirewall up 5 days 21 hours 
Hardware: PIX-515, 96 MB RAM, CPU Pentium 200 MHz
Flash i28F640J5 @ 0x300, 16MB
BIOS Flash unknown @ 0x0, 0KB 
0: Ext: Ethernet0 : media index 0: irq 10
1: Ext: Ethernet1 : media index 1: irq 7 
License Features for this Platform:
Maximum Physical Interfaces : 3 
Maximum VLANs : 10 
Inside Hosts : Unlimited 
Failover : Disabled 
VPN-DES : Enabled 
VPN-3DES-AES : Enabled 
Failover standby only : Disabled 
Cut-through Proxy : Enabled 
Guards : Enabled 
URL-filtering : Enabled 
Security Contexts : 0 
GTP/GPRS : Disabled 
VPN Peers : Unlimited 
This machine has a Restricted (R) license. 
Serial Number: 12345678
Running Activation Key: 0xbd27f269 0xbc7ebd46 0x1c73e474 0xbb782818 0x071dd0a6 

関連コマンド コマンド 説明

show hardware ハードウェアの詳細情報を表示します。

show serial ハードウェアのシリアル情報を表示します。

show uptime FWSM の稼働時間を表示します。
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show vlan
システム VLAN（仮想 LAN）を表示するには、グローバル コンフィギュレーション モードまたは    
特権 EXEC モードで show vlan コマンドを使用します。

show vlan

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン show vlan コマンドを使用すると、スイッチに追加された VLAN のみが表示されます。

例 次に、システム VLAN を表示する例を示します。

hostname(config)# show vlan
10-11, 30, 40, 300

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ションおよび特権 EXEC

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear interface show interface コマンドのカウンタをクリアします。
clear vlan VLAN を削除します。
interface インターフェイスを設定し、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。

show interface インターフェイスのランタイム ステータスおよび統計情報を表示します。
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show vpn-sessiondb
VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）セッションに関する情報を表示するには、特権  
EXEC モードで show vpn-sessiondb  コマンドを使用します。このコマンドには、情報を完全に、ま     
たは詳細に表示するためのオプションがあります。表示するセッション タイプを指定し、情報を 
フィルタリングしたり並べ替えるためのオプションを指定してください。構文の表および「使用上

のガイドライン」に、選択できるオプションがまとめられています。

show vpn-sessiondb [detail] [full] {remote | l2l | index indexnumber | webvpn | email-proxy} [filter 
{name username | ipaddress IPaddr | a-ipaddress IPaddr | p-ipaddress IPaddr | tunnel-group 
groupname | protocol protocol-name | encryption encryption-algo}] [sort {name | ipaddress | 
a-ipaddress | p-ip address | tunnel-group | protocol | encryption}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

表示精度

detail セッションの詳細を表示します。たとえば、IPSec セッションに detail オ   
プションを使用すると、IKE ハッシング アルゴリズム、認証モード、鍵再  
設定インターバルなどの詳細が表示されます。

detail および full オプションを選択すると、詳細出力は機械が読み取り可   
能な形式で表示されます。

filter 1 つまたは複数のフィルタ オプションを使用して指定された情報のみが  
表示されるように、出力をフィルタリングします。詳細については、使用

上のガイドラインを参照してください。

full 送信された、切り捨てられていない出力を表示します。出力は | 文字で区  
切られ、レコード間には || 文字列が挿入されます。

sort 指定された並べ替えオプションに従って、出力を並べ替えます。詳細につ

いては、使用上のガイドラインを参照してください。

表示するセッション 
タイプ

email-proxy 電子メールプロキシ セッションを表示します。この情報は、特定の電子 
メール プロキシ セッションについて表示したり、name （接続名）、   
ipaddress（クライアント）encryption のフィルタ オプションおよび並べ替  
えオプションを使用してフィルタリングすることができます。

index indexnumber インデックス番号を基準として、単一セッションを表示します。セッショ

ンのインデックス番号（1 ～ 750）を指定します。フィルタ オプションお   
よび並べ替えオプションは適用されません。

l2l VPN の LAN-to-LAN セッション情報を表示します。この情報は、すべて   
のグループについて表示したり、name、ipaddress、protocol、encryption
のフィルタ オプションや並べ替えオプションを使用してフィルタリング 
することができます。

remote リモートアクセス セッションを表示します。この情報は、すべてのグルー 
プについて表示したり、name、a-ipaddress、p-ipaddress、tunnel-group、
protocol、encryption のフィルタ オプションを使用してフィルタリングす  
ることができます。

webvpn WebVPN セッションに関する情報を表示します。この情報は、すべてのグ 
ループについて表示したり、name、ipaddress、encryption のフィルタ オ  
プションや並べ替えオプションを使用してフィルタリングすることがで

きます。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次のオプションを使用して、セッション出力をフィルタリングしたり、並べ替えることができます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

フィルタ /並べ替えオプション 意味

filter a-ipaddress IPaddr 割り当てられた特定の IP アドレス（複数可）の情報のみを表  
示するように、出力をフィルタリングします。

sort a-ipaddress 割り当てられた IP アドレスを基準に、出力を並べ替えます。
filter encryption encryption-algo 指定された暗号化アルゴリズムを使用するセッション情報の

みを表示するように、出力をフィルタリングします。

sort encryption 暗号化アルゴリズムを基準に、出力を並べ替えます。

暗号化アルゴリズムは次のとおりです。

aes128

aes192

aes256

des

3des

rc4

filter ipadddress IPaddr 指定された内部 IP アドレス（複数可）の情報のみを表示する  
ように、出力をフィルタリングします。

sort ipaddress 内部 IP アドレスを基準に、出力を並べ替えます。
filter name username 

sort name

指定されたユーザ名に対応するセッションを表示するように、

出力をフィルタリングします。

ユーザ名のアルファベット順に、出力を並べ替えます。

filter p-address IPaddr 指定された外部 IP アドレスの情報のみを表示するように、出  
力をフィルタリングします。

sort p-address 指定された外部 IP アドレス（複数可）を基準に、出力を並べ  
替えます。

filter protocol protocol-name 指定されたプロトコル（複数可）を使用するセッション情報の

みを表示するように、出力をフィルタリングします。



第 30章      show service-policy ～ show xlate コマンド
show vpn-sessiondb 

30-37
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

sort protocol プロトコルを基準に、出力を並べ替えます。

プロトコルは、次のとおりです。

IKE

IMAP4S

IPSec

IPSecLAN2LAN

IPSecLAN2LANOverNatT

IPSecOverNatT

IPSecoverTCP

IPSecOverUDP

SMTPS

userHTTPS

vcaLAN2LAN

filter tunnel-group groupname 指定されたトンネル グループ（複数可）の情報のみを表示す 
るように、出力をフィルタリングします。

sort tunnel-group トンネル グループを基準に、出力を並べ替えます。
| character 出力を変更します。使用される引数は、{begin | include | exclude    

| grep | [-v]} {reg_exp} です。
<cr> 出力をコンソールに送信します。

フィルタ /並べ替えオプション 意味
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次に、特権 EXEC モードでコマンドを入力し、LAN-to-LAN セッションの詳細情報を表示する例を   
示します。

hostname# show vpn-sessiondb detail l2l
Session Type: LAN-to-LAN Detailed
Connection   : 172.16.0.1
Index        : 1                      IP Addr      : 172.16.0.1
Protocol     : IPSecLAN2LAN           Encryption   : AES256
Bytes Tx     : 48484156               Bytes Rx     : 875049248
Login Time   : 09:32:03 est Mon Aug 2 2004
Duration     : 6:16:26
Filter Name  :
 
IKE Sessions: 1 IPSec Sessions: 2
 
IKE:
  Session ID   : 1
  UDP Src Port : 500                    UDP Dst Port : 500
  IKE Neg Mode : Main                   Auth Mode    : preSharedKeys
  Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1
  Rekey Int (T): 86400 Seconds          Rekey Left(T): 63814 Seconds
  D/H Group    : 5
 
IPSec:
  Session ID   : 2
  Local Addr   : 10.0.0.0/255.255.255.0
  Remote Addr  : 209.165.201.30/255.255.255.0
  Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1
  Encapsulation: Tunnel                 PFS Group    : 5
  Rekey Int (T): 28800 Seconds          Rekey Left(T): 10903 Seconds
  Bytes Tx     : 46865224               Bytes Rx     : 2639672
  Pkts Tx      : 1635314                Pkts Rx      : 37526
 

IPSec:
  Session ID   : 3
  Local Addr   : 10.0.0.1/255.255.255.0
  Remote Addr  : 209.165.201.30/255.255.255.0
  Encryption   : AES256                 Hashing      : SHA1
  Encapsulation: Tunnel                 PFS Group    : 5
  Rekey Int (T): 28800 Seconds          Rekey Left(T): 6282 Seconds
  Bytes Tx     : 1619268                Bytes Rx     : 872409912
  Pkts Tx      : 19277                  Pkts Rx      : 1596809

hostname# 

関連コマンド コマンド 説明

show running-configuration vpn-sessiondb VPN セッション データベースの実行コンフィギュ  
レーションを表示します。

show vpn-sessiondb ratio VPN セッションの暗号化またはプロトコルの比率 
を表示します。

show vpn-sessiondb summary すべての VPN セッションのサマリーを表示します。
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show vpn-sessiondb ratio
プロトコルまたは暗号化アルゴリズムを基準として、現在のセッションの比率をパーセントで表示

するには、特権 EXEC モードで show vpn-sessiondb ratio コマンドを使用します。

show vpn-sessiondb ratio {protocol | encryption} [filter groupname]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

encryption 表示する暗号化プロトコルを識別します。フェーズ 2 暗号化を意味しま  
す。暗号化アルゴリズムは次のとおりです。

aes128

aes192

aes256

des

3des

rc4
filter groupname 指定されたトンネル グループのセッション比率のみを表示するように、出 

力をフィルタリングします。

protocol 表示するプロトコルを識別します。プロトコルは、次のとおりです。

IKE

IMAP4S

IPSec

IPSecLAN2LAN

IPSecLAN2LANOverNatT

IPSecOverNatT

IPSecoverTCP

IPSecOverUDP

SMTPS

userHTTPS

vcaLAN2LAN

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、show vpn-sessiondb ratio コマンドに encryption 引数を指定した場合の出力例を示します。

hostname# show vpn-sessiondb ratio enc
Filter Group         : All
Total Active Sessions: 5
Cumulative Sessions  : 9

Encryption               Sessions       Percent        
none                     0               0%
DES                      1              20%
3DES                     0               0%
AES128                   4 80%
AES192                   0               0%
AES256                   0               0%

次に、show vpn-sessiondb ratio コマンドに protocol 引数を指定した場合の出力例を示します。

hostname# show vpn-sessiondb ratio protocol
Filter Group         : All
Total Active Sessions: 6
Cumulative Sessions  : 10

Protocol                 Sessions       Percent        
IKE                      0               0%
IPSec                    1              20%
IPSecLAN2LAN             0               0%
IPSecLAN2LANOverNatT     0               0%
IPSecOverNatT            0               0%
IPSecOverTCP             1 20%
IPSecOverUDP             0               0%
userHTTPS                0               0%
IMAP4S                   3 30%
POP3S                    0               0%
SMTPS                    3 30%

関連コマンド コマンド 説明

show vpn-sessiondb 詳細を含めて、あるいは含めないで、セッションを表示します。

指定した基準に従ってセッションをフィルタリングしたり、並

べ替えることもできます。

show vpn-sessiondb summary 現在のセッションの総数、各タイプの現在のセッション数、最

大累積セッション数、合計累積セッション数、最大同時セッショ

ン数など、セッションのサマリーを表示します。
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show vpn-sessiondb summary
現在の VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）セッションのサマリーを表示するには、特   
権 EXEC モードで show vpn-sessiondb summary コマンドを使用します。現在のセッションの総数、      
各タイプの現在のセッション数、最大累積セッション数、合計累積セッション数、最大同時セッ

ション数など、セッションのサマリーを表示します。

show vpn-sessiondb summary

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、show vpn-sessiondb summary コマンドの出力例を示します。

hostname# show vpn-sessiondb summary

Active Sessions:Session Information: 
  LAN-to-LAN :2              Peak Concurrent : 7
  Remote Access :5 Concurrent Limit: 2000
  WebVPN :0              Cumulative Sessions: 12
  Email Proxy : 0            

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

show vpn-sessiondb 詳細を含めて、あるいは含めないで、セッションを表示します。

指定した基準に従ってセッションをフィルタリングしたり、並

べ替えることもできます。

show vpn-sessiondb ratio VPN セッションの暗号化またはプロトコルの比率を表示しま 
す。
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show xlate
変換スロットに関する情報を表示するには、特権 EXEC モードで show xlate コマンドを使用します。

show xlate [global ip1[-ip2] [netmask mask]] [local ip1[-ip2] [netmask mask]][gport port1[-port2]] 
[lport port1[-port2]] [interface if_name] [state state] [debug] [detail]

show xlate count

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

count 変換数を表示します。

debug （任意）xlate デバッグ情報を表示します。
detail （任意）xlate の詳細情報を表示します。
global ip1[-ip2] （任意）アクティブな変換をグローバル IP アドレス別またはアドレス範囲  

別に表示します。

gport port1[-port2] アクティブな変換をグローバル ポート別またはポート範囲別に表示しま 
す。

interface if_name （任意）アクティブな変換をインターフェイス別に表示します。

local ip1[-ip2] （任意）アクティブな変換をローカル IP アドレス別またはアドレス範囲別  
に表示します。

lport port1[-port2] アクティブな変換をローカル ポート別またはポート範囲別に表示します。
netmask mask （任意）グローバルまたはローカル IP アドレスを修飾するネットワーク マ   

スクを指定します。

state state （任意）アクティブな変換を状態別に表示します。次の状態を 1 つまたは  
複数入力できます。

 • static ― static 変換を指定します。

 • portmap ― PAT（ポート アドレス変換）グローバル変換を指定します。

 • norandomseq ― norondomseq 設定を使用した nat または static 変換を       
指定します。

 • identity ― nat 0 ID アドレス変換を指定します。

複数の状態を指定する場合は、スペースで区切ります。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン show xlate コマンドは、変換スロットの内容を表示します。show xlate detail コマンドは、次の情報     
を表示します。

 • {ICMP|TCP|UDP} PAT from interface:real-address/real-port to 
interface:mapped-address/mapped-port flags translation-flags

 • NAT from interface:real-address/real-port to interface:mapped-address/mapped-port flags 
translation-flags

表 30-4 に変換フラグの定義を示します。

（注） vpnclient 設定がイネーブルで、内部ホストが DNS 要求を送信している場合に、show xlate コマン     
ドを実行すると、1 つのスタティック変換に対応する xlate が複数表示されることがあります。

例 次に、show xlate コマンドの出力例を示します。3 つの PAT がアクティブである場合の変換スロッ     
ト情報が表示されます。

hostname# show xlate

3 in use, 3 most used
PAT Global 192.150.49.1(0) Local 10.1.1.15 ICMP id 340
PAT Global 192.150.49.1(1024) Local 10.1.1.15(1028)
PAT Global 192.150.49.1(1024) Local 10.1.1.15(516)

次に、show xlate detail コマンドの出力例を示します。3 つの PAT がアクティブである場合の変換      
タイプおよびインターフェイス情報が表示されます。

最初のエントリは、内部ネットワークのホスト ポート（10.1.1.15、1025）から外部ネットワークの 
ホスト ポート（192.150.49.1、1024）への TCP PAT です。r フラグは、変換が PAT であることを示       
します。i フラグは、変換が内部アドレスポートに適用されることを示します。

2 番めのエントリは、内部ネットワークのホスト ポート（10.1.1.15、1028）から外部ネットワーク  
のホスト ポート（192.150.49.1、1024）への UDP PAT です。r フラグは、変換が PAT であることを       
示します。i フラグは、変換が内部アドレスポートに適用されることを示します。

3 番めのエントリは、内部ネットワークのホスト ICMP ID（10.1.1.15、21505）から外部ネットワー   
クのホスト ICMP ID（192.150.49.1、0）への ICMP PAT です。r フラグは、変換が PAT であること        
を示します。i フラグは、変換が内部 ICMP ID に適用されることを示します。

表 30-4 変換フラグ

 フラグ 説明

 s スタティック変換スロット

 d 次のクリーニング サイクルのダンプ変換スロット
 r ポート マップ変換（ポート アドレス変換）
 n TCP シーケンス番号の非ランダム化
 i 内部アドレス変換

 D DNS ARR 再書き込み
 I nat 0からの ID 変換
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セキュリティが高いインターフェイスから低いインターフェイスに移動するパケットの場合、内部

アドレス フィールドは送信元アドレスとして表示されます。セキュリティが低いインターフェイス 
から高いインターフェイスに移動するパケットでは、宛先アドレスとして表示されます。

hostname# show xlate detail

3 in use, 3 most used
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - inside, n - no random,
       r - portmap, s - static
TCP PAT from inside:10.1.1.15/1026 to outside:192.150.49.1/1024 flags ri
UDP PAT from inside:10.1.1.15/1028 to outside:192.150.49.1/1024 flags ri
ICMP PAT from inside:10.1.1.15/21505 to outside:192.150.49.1/0 flags ri

次に、show xlate コマンドの出力例を示します。スタティック変換が 2 つ表示されます。最初の変    
換には 1 つの接続（[nconns]）が関連付けられ、2 番めの変換には 4 つの接続が関連付けられていま     
す。

hostname# show xlate
Global 209.165.201.10 Local 209.165.201.10 static nconns 1 econns 0 
Global 209.165.201.30 Local 209.165.201.30 static nconns 4 econns 0 

関連コマンド コマンド 説明

clear xlate 現在の変換および接続情報を消去します。

show conn アクティブ接続をすべて表示します。

show local-host ローカルホスト ネットワーク情報を表示します。
show uauth 現在認識されているユーザを表示します。
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31

shun ～ sysopt uauth 
allow-http-cache コマンド

shun
攻撃元ホストからの接続を遮断するには、特権 EXEC モードで shun コマンドを使用します。遮断    
をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

shun src_ip [dst_ip src_port dest_port [protocol]] [vlan vlan_id]

no shun src_ip [vlan vlan_id]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのプロトコルは 0（任意のプロトコル）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

dest_port （任意）遮断される接続の宛先ポートを指定します。

dst_ip （任意）ターゲット ホストのアドレスを指定します。
protocol （任意）UDP や TCP などの IP プロトコルを指定します。デフォルトのプ     

ロトコルは 0（任意のプロトコル）です。
src_ip 攻撃元ホストのアドレスを指定します。

src_port （任意）遮断される接続の送信元ポートを指定します。

vlan_id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン shun コマンドを使用すると、攻撃元ホストからの接続を遮断できます。ブロック機能が手動または 
Cisco IPS センサによって解除されないかぎり、コマンドに指定された値に一致するパケットは廃棄  
され、ログに記録され続けます。shun コマンドのブロック機能は、指定されたホスト アドレスに  
よる接続が現在アクティブであるかどうかに関係なく適用されます。

宛先アドレス、送信元 /宛先ポート、プロトコルをパラメータとして指定すると、それらのパラメー
タに一致する接続だけを遮断できます。

1 つの発信元 IP アドレスに関連付けることができる shun コマンドは 1 つだけです。

shun コマンドは攻撃を動的にブロックするために使用されるため、FWSM のコンフィギュレー  
ションには表示されません。

インターフェイスを取り外すと、このインターフェイスに対応するすべての遮断機能も解除されま

す。新しいインターフェイスを追加するか、または（同名の）同じインターフェイスで置換した場

合に、IPS センサでこのインターフェイスをモニタするには、IPS センサにこのインターフェイス  
を追加する必要があります。

例 次に、攻撃元ホスト（10.1.1.27）が攻撃対象（10.2.2.89）に TCP を使用して接続する例を示します。  
FWSM 接続テーブル内の接続は、次のようになります。

10.1.1.27, 555-> 10.2.2.89, 666 PROT TCP

次のオプションを使用して shun コマンドを適用します。

hostname# shun 10.1.1.27 10.2.2.89 555 666 tcp

このコマンドを実行すると、FWSM 接続テーブルから該当する接続が削除され、10.1.1.27:555 から  
10.2.2.89:666 への TCP パケットが FWSM を通過することもできなくなります。

関連コマンド コマンド 説明

clear shun 現在イネーブル化されている遮断をすべてディセーブルにし、遮断に関す

る統計情報を消去します。

show conn アクティブな接続をすべて表示します。

show shun 遮断情報を表示します。
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shutdown
インターフェイスをディセーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モード  
で shutdown コマンドを使用します。インターフェイスをイネーブルにするには、このコマンドの  
no 形式を使用します。

shutdown

no shutdown

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト すべての物理インターフェイスは、デフォルトでシャットダウンしています。セキュリティ コンテ 
キスト内で割り当てられたインターフェイスは、コンフィギュレーション内でシャットダウンしま

せん。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべての物理インターフェイスは、デフォルトでシャットダウンしています。イネーブル化された

サブインターフェイスをトラフィックが通過する前に、物理インターフェイスをイネーブルにする

必要があります。マルチ コンテキスト モードで、コンテキストに物理インターフェイスまたはサ  
ブインターフェイスを割り当てた場合、このコンテキスト内ではインターフェイスがデフォルトで

イネーブルです。ただし、コンテキスト インターフェイスをトラフィックが通過する前に、システ 
ム コンフィギュレーションでもこのインターフェイスをイネーブルにする必要があります。システ 
ム実行スペースでインターフェイスをシャットダウンした場合、このインターフェイスは共有され

るすべてのコンテキストでシャットダウンされます。

例 次に、サブインターフェイスをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# interface gigabitethernet2.1
hostname(config-subif)# vlan 101
hostname(config-subif)# nameif dmz1
hostname(config-subif)# security-level 50
hostname(config-subif)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
hostname(config-subif)# no shutdown

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

インターフェイス コンフィ 
ギュレーション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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次に、サブインターフェイスをシャットダウンする例を示します。

hostname(config)# interface gigabitethernet2.1
hostname(config-subif)# vlan 101
hostname(config-subif)# nameif dmz1
hostname(config-subif)# security-level 50
hostname(config-subif)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
hostname(config-subif)# shutdown

関連コマンド コマンド 説明

clear xlate 既存接続のすべての変換をリセットして、接続をリセットします。

interface インターフェイスを設定し、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。
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sip-map
IP アドレス プライバシー機能をイネーブルにするために必要な SIP アプリケーション検査マップ    
を識別するには、グローバル コンフィギュレーション モードで sip-map コマンドを使用します。    
マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sip-map map_name

no sip-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP アドレス プライバシー機能をイネーブルにするために必要な SIP アプリケーション検査マップ    
を識別するには、sip-map コマンドを使用します。このコマンドを入力すると、SIP マップ コンフィ   
ギュレーション モードが開始し、ip-address-privacy コマンドを入力できるようになります。SIP  
マップを定義したら、inspect sip コマンドを使用して、マップをイネーブルにします。次に、  
class-map、policy-map、および service-policy コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義し   
たり、このクラスに inspect コマンドを適用したり、1 つまたは複数のインターフェイスにポリシー   
を適用したりします。

例 次に、SIP トラフィックを識別し、SIP マップを定義し、ポリシーを定義して外部インターフェイ  
スに適用する例を示します。

hostname(config)# access-list sip-acl permit tcp any any eq 5060 
hostname(config)# class-map sip-port 
hostname(config-cmap)# match access-list sip-acl
hostname(config-cmap)# sip-map inbound_sip
hostname(config-sip-map)# ip-address-privacy
hostname(config-sip-map)# policy-map S1_policy 
hostname(config-pmap)# class sip-port
hostname(config-pmap-c)# inspect sip s1_policy 
hostname(config)#

map_name SIP マップの名前

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

FWSM 3.1 このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

smtp-server
SMTP サーバを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで smtp-server コマンド     
を使用します。コンフィギュレーションから属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用  
します。

FWSM には内部 SMTP クライアントが組み込まれています。イベント システムはこのクライアント    
を使用して、特定のイベントが発生したことを外部エンティティに通知できます。これらのイベン

ト通知を受信し、指定された電子メール アドレスに転送するように SMTP サーバを設定できます。   
SMTP 機能がアクティブになるのは、FWSM で電子メール イベントがイネーブルな場合のみです。

smtp-server {primary_server} [backup_server]

no smtp-server 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、SMTP サーバは設定されていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、IP アドレスが 10.1.1.24 の SMTP サーバ、および IP アドレスが 10.1.1.34 のバックアップ SMTP          
サーバを設定する例を示します。

hostname(config)# smtp-server 10.1.1.24 10.1.1.34

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
ip-address-privacy SIP アプリケーション検査の IP アドレス プライバシー機能をイネーブル    

にします。

inspect sip SIP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。

primary_server プライマリ SMTP サーバを識別します。IP アドレスまたは DNS 名を使用     
します。

backup_server プライマリ SMTP サーバを使用できない場合にイベント メッセージをリ   
レーするバックアップ SMTP サーバを識別します。IP アドレスまたは DNS    
名を使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  • — —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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snmp-map
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）検査用パラメータを定義するための特定のマップを識
別するには、グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-map コマンドを使用します。マッ    
プを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-map map_name

no snmp-map map_name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SNMP 検査用パラメータを定義するための特定のマップを識別するには、snmp-map コマンドを使  
用します。このコマンドを入力すると、SNMP マップ コンフィギュレーション モードが開始し、特   
定のマップを定義するためのさまざまなコマンドを入力できるようになります。SNMP マップを定 
義したら、inspect snmp コマンドを使用して、マップをイネーブルにします。次に、class-map、  
policy-map、および service-policy コマンドを使用して、トラフィック クラスを定義したり、このク   
ラスに inspect コマンドを適用したり、1 つまたは複数のインターフェイスにポリシーを適用したり   
します。

例 次に、SNMP トラフィックを識別し、SNMP マップを定義し、ポリシーを定義して外部インター  
フェイスに適用する例を示します。

hostname(config)# access-list snmp-acl permit tcp any any eq 161 
hostname(config)# access-list snmp-acl permit tcp any any eq 162
hostname(config)# class-map snmp-port 
hostname(config-cmap)# match access-list snmp-acl
hostname(config-cmap)# exit
hostname(config)# snmp-map inbound_snmp
hostname(config-snmp-map)# deny version 1
hostname(config-snmp-map)# exit
hostname(config)# policy-map inbound_policy 
hostname(config-pmap)# class snmp-port
hostname(config-pmap-c)# inspect snmp inbound_snmp 
hostname(config-pmap-c)# exit

map_name SNMP マップの名前 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
deny version 特定のバージョンの SNMP を使用してトラフィックを禁止します。
inspect snmp SNMP アプリケーション検査をイネーブルにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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snmp-server community
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）コミュニティ ストリングを設定するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで snmp-server community コマンドを使用します。コミュニティ ス     
トリングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server community text

no snmp-server community [text]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SNMP コミュニティ ストリングは、SNMP 管理ステーションと管理対象ネットワーク ノード間で    
共有されるシークレット ストリングです。FWSM はこの鍵を使用して、着信 SNMP 要求が有効か    
どうかを判別します。たとえば、コミュニティ ストリングを使用してサイトを指定してから、同じ 
ストリングを使用してルータ、FWSM、および管理ステーションを設定できます。FWSM はこのス 
トリングを使用し、コミュニティ ストリングが無効な要求には応答しません。

例 次に、コミュニティ ストリングを wallawallabingbang に設定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server community wallawallabingbang

関連コマンド

text コミュニティ ストリングを設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server host SNMP ホスト アドレスを設定します。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。
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snmp-server contact
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）の担当者名を設定するには、グローバル コンフィギュ 
レーション モードで snmp-server contact コマンドを使用します。担当者名を削除するには、この    
コマンドの no 形式を使用します。

snmp-server contact text

no snmp-server contact [text]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、担当者を Pat Johnson に設定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server contact Pat Johnson

関連コマンド

text 担当者または FWSM システム管理者の名前を指定します。名前は大文字  
と小文字を区別する 127 文字以下の文字列です。スペースを含めることが  
できますが、複数のスペースは 1 つのスペースに省略されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server host SNMP ホスト アドレスを設定します。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。
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snmp-server enable
FWSM で SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）をイネーブルにするには、グローバル コン   
フィギュレーション モードで snmp-server enable コマンドを使用します。SNMP をディセーブルに     
するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable

no snmp-server enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトで、SNMP サーバはイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、SNMP トラップやその他の設定を行ったり、これらを再設定しなくて 
も、SNMP を簡単にイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

例 次に、SNMP をイネーブルにし、SNMP ホストおよびトラップを設定し、トラップをシステム メッ   
セージとして送信する例を示します。

hostname(config)# snmp-server enable
hostname(config)# snmp-server community wallawallabingbang
hostname(config)# snmp-server location Building 42, Sector 54
hostname(config)# snmp-server contact Sherlock Holmes
hostname(config)# snmp-server host perimeter 10.1.2.42
hostname(config)# snmp-server enable traps all
hostname(config)# logging history 7
hostname(config)# logging enable

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server host SNMP ホスト アドレスを設定します。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。
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snmp-server enable traps
FWSM から NMS へのトラップ送信をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで snmp-server enable traps コマンドを使用します。トラップをディセーブルにするには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps [all | syslog | snmp [trap] [...] | entity [trap] [...] | ipsec [trap] [...] | 
remote-access [trap]]

no snmp-server enable traps [all | syslog | snmp [trap] [...] | entity [trap] [...] | ipsec [trap] [...] | 
remote-access [trap]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定では、すべての snmp トラップがイネーブルです（snmp-server enable traps snmp     
authentication linkup linkdown coldstart）。これらのトラップをディセーブルにするには、このコマ   
ンドの no 形式に snmp キーワードを指定して使用します。ただし、 clear configure snmp-server コ        
マンドを使用すると、デフォルト設定に戻って SNMP トラップがイネーブルになります。

トラップ タイプを指定しないでこのコマンドを入力した場合は、デフォルトで syslog が適用されま   
す（デフォルトの snmp トラップおよび syslog トラップは引き続きイネーブルです）。

all すべてのトラップをイネーブルにします。

entity [trap] エンティティ トラップをイネーブルにします。entity に指定できるトラッ  
プは、次のとおりです。

 • config-change

 • fru-insert

 • fru-remove
ipsec [trap] IPSec トラップをイネーブルにします。ipsec に指定できるトラップは、次  

のとおりです。

 • start

 • stop
remote-access [trap] リモート アクセス トラップをイネーブルにします。remote-access に指定   

できるトラップは、次のとおりです。

 • session-threshold-exceeded
snmp [trap] SNMP トラップをイネーブルにします。デフォルトでは、すべての SNMP  

トラップがイネーブルです。snmp に指定できるトラップは、次のとおり 
です。

 • authentication

 • linkup

 • linkdown

 • coldstart
syslog Syslog トラップをイネーブルにします。
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コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 個々のトラップまたは一連のトラップをイネーブルにする場合は、機能タイプごとにこのコマンド

を入力します。すべてのトラップをイネーブルにする場合は、all キーワードを入力します。

NMS にトラップを送信するには、logging history コマンドを入力します。ロギングをイネーブルに   
するには、logging enable コマンドを使用します。

例 次に、SNMP をイネーブルにし、SNMP ホストおよびトラップを設定し、トラップをシステム メッ   
セージとして送信する例を示します。

hostname(config)# snmp-server enable
hostname(config)# snmp-server community wallawallabingbang
hostname(config)# snmp-server location Building 42, Sector 54
hostname(config)# snmp-server contact Sherlock Holmes
hostname(config)# snmp-server host perimeter 10.1.2.42
hostname(config)# snmp-server enable traps all
hostname(config)# logging history 7
hostname(config)# logging enable

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server host SNMP ホスト アドレスを設定します。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。
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snmp-server host
FWSM で SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用できる NMS を指定するには、グロー    
バル コンフィギュレーション モードで snmp-server host コマンドを使用します。NMS をディセー      
ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server host interface_name ip_address [trap | poll] [community text] [version {1 | 2c}] 
[udp-port port]

no snmp-server host interface_name ip_address [trap | poll] [community text] [version {1 | 2c}] 
[udp-port port]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの UDP ポートは 162 です。

デフォルトのバージョンは 1 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 最大 32 個の NMS を指定できます。

例 次に、境界インターフェイスに接続された 10.1.2.42 をホストに設定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server host perimeter 10.1.2.42

community text この NMS のコミュニティ ストリングを設定します。
host トラップの送信先または SNMP 要求の受信元となる NMS の IP アドレス      

を指定します。

interface_name NMS が FWSM と通信する場合に経由するインターフェイスの名前を指定   
します。

ip_address SNMP トラップの送信先または SNMP 要求の受信元となる NMS の IP ア       
ドレスを指定します。

trap （任意）トラップのみを送信し、現在のホストでブラウジング（ポーリン

グ）を禁止するように指定します。

poll （任意）現在のホストでブラウジング（ポーリング）を許可し、トラップ

を送信しないように指定します。

udp-port udp_port （任意）通知の送信先となる UDP ポートを設定します。デフォルトでは、  
SNMP トラップは UDP ポート 162 で送信されます。

version {1 | 2c} （任意）SNMP 通知バージョンを Version 1 または 2c に設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

snmp-server listen-port
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）要求の待ち受けポートを設定するには、グローバル コ 
ンフィギュレーション モードで snmp-server listen-port コマンドを使用します。デフォルト ポート     
に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server listen-port lport

no snmp-server listen-port lport

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト ポートは 161 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、待ち受けポートを 192 に設定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server listen-port 192

関連コマンド

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。

lport 着信要求が受け入れられるポート。デフォルト ポートは 161 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server location SNMP サーバ ロケーション ストリングを設定します。
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snmp-server location
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）に対応する FWSM のロケーションを設定するには、グ  
ローバル コンフィギュレーション モードで snmp-server location コマンドを使用します。このロ     
ケーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server location text

no snmp-server location [text]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ロケーションを Building 42、Sector 54 に設定する例を示します。

hostname(config)# snmp-server location Building 42, Sector 54

関連コマンド

location text セキュリティ アプライアンスのロケーションを指定します。location text  
は大文字と小文字を区別する 127 文字以下の文字列です。スペースを含め  
ることができますが、複数のスペースは 1 つのスペースに省略されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

snmp-server community SNMP コミュニティ ストリングを設定します。
snmp-server contact SNMP の担当者名を設定します。
snmp-server enable FWSM で SNMP をイネーブルにします。
snmp-server enable traps SNMP トラップをイネーブルにします。
snmp-server host SNMP ホスト アドレスを設定します。
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split-dns
スプリット トンネルを介して解決されるドメイン リストを入力するには、グループポリシー コン   
フィギュレーション モードで split-dns コマンドを使用します。リストを削除するには、このコマ   
ンドの no 形式を使用します。

split-dns {value domain-name1 domain-name2 domain-nameN | none}

no split-dns [domain-name domain-name2 domain-nameN]

シンタックスの説明

デフォルト スプリット DNS はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ドメイン リスト内の各エントリを区切るには、スペースを 1 つ使用します。エントリ数に制限はあ   
りませんが、文字列全体が 255 文字を超えることはできません。使用できるのは英数字、ハイフン  
（-）、およびピリオド（.）のみです。

スプリット トンネリング ドメイン リストをすべて削除するには、引数を指定しないで no split-dns     
コマンドを使用します。このコマンドは、split-dns none コマンドを発行して作成されたヌル リス   
トを含めて、設定されたスプリット トンネリング ドメイン リストをすべて削除します。

スプリット トンネリング ドメイン リストがない場合、ユーザはデフォルト グループ ポリシー内の     
すべてのリストを継承します。ユーザがこのようなスプリット トンネリング ドメイン リストを継   
承できないようにするには、split-dns none コマンドを使用します。

例 次に、グループ ポリシー  FirstGroup のスプリット トンネリングを介して解決されるように、ドメ
イン Domain1、Domain2、Domain3、および Domain4 を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# split-dns value Domain1 Domain2 Domain3 Domain4

value domain-name FWSM がスプリット トンネルを介して解決するドメイン名を指定しま  
す。

none スプリット DNS リストがないことを指定します。スプリット DNS リスト    
にヌル値を設定して、スプリット DNS リストを禁止します。デフォルト  
グループ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからのスプリット  
DNS リストの継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

split-tunnel-network-list
スプリット トンネリング用のネットワーク リストを作成するには、グループポリシー コンフィ   
ギュレーション モードで split-tunnel-network-list コマンドを使用します。ネットワーク リストを    
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

split-tunnel-network-list {value access-list name | none}

no split-tunnel-network-list value [access-list name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、スプリット トンネリング ネットワーク リストは存在しません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

default-domain DNS クエリーにドメイン フィールドがない場合に IPSec クライア    
ントが使用するデフォルト ドメイン名を指定します。

split-dns スプリット トンネルを介して解決されるドメイン リストを指定し  
ます。

split-tunnel-network-list トンネリングが必要なネットワークと不要なネットワークを区別

するために FWSM が使用するアクセス リストを識別します。
split-tunnel-policy IPSec クライアントからのパケットを、条件に応じて IPSec トンネ   

ルを介して暗号化形式で転送したり、クリアテキスト形式で特定の

ネットワーク インターフェイスに転送できるようにします。

value access-list name トンネリングするネットワークまたはトンネリングしないネットワーク

を列挙したアクセス リストを識別します。
none スプリット トンネリング用のネットワーク リストがないことを示しま  

す。FWSM はすべてのトラフィックをトンネリングします。

スプリット トンネリング ネットワーク リストにヌル値を設定して、スプ   
リット トンネリングを禁止します。デフォルト グループ ポリシーまたは   
指定されたグループ ポリシーからのデフォルト スプリット トンネリング   
ネットワーク リストの継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン FWSM はネットワーク リストに基づいてスプリット トンネリング判断を行います。ネットワーク   
リストは、プライベート ネットワークのアドレス リストで構成される標準 ACL（アクセス コント    
ロール リスト）です。

スプリット トンネリング ネットワーク リストをすべて削除するには、引数を指定しないで no    
split-tunnel-network-list コマンドを使用します。このコマンドは、split-tunnel-network-list none コ   
マンドを発行して作成されたヌル リストを含めて、設定されたネットワーク リストをすべて削除  
します。

スプリット トンネリング ネットワーク リストがない場合、ユーザはデフォルト グループ ポリシー     
または指定されたグループ ポリシー内のすべてのネットワーク リストを継承します。ユーザがこ  
のようなネットワーク リストを継承できないようにするには、split-tunnel-network-list none コマン   
ドを使用します。

スプリット トンネリング ネットワーク リストでは、トンネルを介してトラフィックを送信する必   
要があるネットワークと、トンネリングが不要なネットワークが区別されます。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup のネットワーク リスト FirstList を設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# split-tunnel-network-list FirstList

関連コマンド コマンド 説明

access-list アクセス リストを作成したり、ダウンロード可能なアクセス リストを使  
用します。

default-domain DNS クエリーにドメイン フィールドがない場合に IPSec クライアントが    
使用するデフォルト ドメイン名を指定します。

split-dns スプリット トンネルを介して解決されるドメイン リストを指定します。
split-tunnel-policy IPSec クライアントからのパケットを、条件に応じて IPSec トンネルを介   

して暗号化形式で転送したり、クリアテキスト形式で特定のネットワーク

インターフェイスに転送できるようにします。
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split-tunnel-policy
スプリット トンネリング ポリシーを設定するには、グループポリシー コンフィギュレーション   
モードで split-tunnel-policy コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションから  
split-tunnel-policy 属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。これにより、別のグ   
ループ ポリシーからスプリット トンネリング値を継承できるようになります。

split-tunnel-policy {tunnelall | tunnelspecified | excludespecified}

no split-tunnel-policy

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの tunnelall では、スプリット トンネリングはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン スプリット トンネリングの主な機能は、セキュリティ機能でなくトラフィック管理機能です。むし 
ろ、セキュリティを最適化するにはスプリット トンネリングをディセーブルにすることを推奨しま 
す。スプリット トンネリングを使用すると、リモートアクセス IPSec クライアントからのパケット   
を、条件に応じて IPSec トンネルを介して暗号化形式で転送したり、クリアテキスト形式で特定の  
ネットワーク インターフェイスに対して転送できるようになります。スプリットトンネリングがイ 
ネーブルの場合、宛先が IPSec トンネルの反対側でないパケットは、暗号化し、トンネルを介して  
送信し、暗号解除して、最終宛先にルーティングする必要がありません。

excludespecified トラフィックがクリア形式で送信されるネットワークのリストを定義し

ます。この機能は、トンネルを介して企業ネットワークに接続されている

ローカル ネットワーク上のデバイス（プリンタなど）に、リモート ユー  
ザがアクセスする場合に役立ちます。このオプションは、Cisco VPN クラ  
イアントにのみ適用されます。

split-tunnel-policy トラフィックのトンネリング ルールが設定されていることを示します。
tunnelall トラフィックがクリア形式で送信されないように、あるいは FWSM 以外  

の宛先に送信されないように指定します。リモート ユーザは企業ネット 
ワークを介してインターネット ネットワークに接続します。ローカル 
ネットワークにはアクセスできません。

tunnelspecified 指定されたネットワークに対するすべてのトラフィックをトンネリング

します。このオプションを指定すると、スプリット トンネリングがイネー 
ブルになります。これにより、トンネリングするネットワーク アドレス 
リストを作成できるようになります。その他のすべてのアドレス宛のデー

タはクリア形式で送信され、リモート ユーザのインターネット サービス  
プロバイダーでルーティングされます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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このコマンドは、このスプリット トンネリング ポリシーを特定のネットワークに適用します。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup で指定されたネットワークのみをトンネリングするように、ス   
プリット トンネリング ポリシーを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# split-tunnel-policy tunnelspecified 

関連コマンド コマンド 説明

default-domain DNS クエリーにドメイン フィールドがない場合に IPSec クライ    
アントが使用するデフォルト ドメイン名を指定します。

split-dns スプリット トンネルを介して解決されるドメイン リストを指  
定します。

split-tunnel-network-list none スプリット トンネリングに対応したアクセス リストがないこ  
とを指定します。すべてのトラフィックはトンネルを経由しま

す。

split-tunnel-network-list value トンネリングが必要なネットワークと不要なネットワークを区

別するために FWSM が使用するアクセス リストを識別します。
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ssh
FWSM に SSH（セキュア シェル）アクセスを追加するには、グローバル コンフィギュレーション    
モードで ssh コマンドを使用します。FWSM への SSH アクセスをディセーブルにするには、このコ     
マンドの no 形式を使用します。このコマンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

ssh {ip_address mask | ipv6_address/prefix} interface

no ssh {ip_address mask | ipv6_address/prefix} interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ssh ip_address コマンドは、FWSM への SSH 接続を開始することが許可されたホストまたはネット     
ワークを指定します。コンフィギュレーションに複数の ssh コマンドを含めることができます。こ  
のコマンドの no 形式を使用すると、コンフィギュレーションから特定の SSH コマンドが削除され    
ます。SSH コマンドをすべて削除するには、clear configure ssh コマンドを使用します。

FWSM に SSH を開始する前に、crypto key generate rsa コマンドを使用してデフォルト RSA 鍵を生         
成する必要があります。

次に、FWSM でサポートされているセキュリティ アルゴリズムおよび暗号を示します。

 • 3DES および AES 暗号（データ暗号化用）

 • HMAC-SHA および HMAC-MD5 アルゴリズム（パケットの整合性を保つ場合）

 • RSA 公開鍵アルゴリズム（ホスト認証用）

 • Diffie-Hellman Group 1 アルゴリズム（鍵交換用）

interface SSH をイネーブルにする FWSM インターフェイス。指定しない場合、SSH   
は外部インターフェイスを除くすべてのインターフェイスでイネーブル

になります。

ip_address FWSM への SSH 接続を開始することが許可されたホストまたはネット   
ワークの IPv4 アドレス。ホストの場合は、ホスト名も入力できます。

ipv6_address/prefix FWSM への SSH  接続を開始することが許可されたホストまたはネット    
ワークの IPv6 アドレスおよびプレフィクス

mask ip_address のネットワーク マスク 

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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次の SSH Version 2 の機能は FWSM でサポートされていません。

 • X11 転送

 • ポート転送

 • SFTP サポート

 • Kerberos および AFS チケットの送受信

 • データ圧縮

例 次に、IP アドレスが 10.1.1.1 の管理コンソールからの SSH Version 2 接続を受け入れるように内部       
インターフェイスを設定する例を示します。アイドル セッション タイムアウトは 60 分に、SCP は     
イネーブルに設定されています。

hostname(config)# ssh 10.1.1.1 255.255.255.0 inside
hostname(config)# ssh version 2
hostname(config)# ssh copy enable
hostname(config)# ssh timeout 60

関連コマンド コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去しま  
す。

crypto key generate rsa ID 証明書用の RSA 鍵ペアを生成します。
debug ssh SSH コマンドのデバッグ情報およびエラー メッセージを表示しま  

す。

show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを  
表示します。

ssh scopy enable FWSM 上でセキュアなコピー サーバをイネーブルにします。
ssh version SSH Version 1 または SSH Version 2 を使用するように FWSM を制限         

します。
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ssh disconnect
アクティブな SSH（セキュア シェル）セッションを切断するには、特権 EXEC モードで ssh     
disconnect コマンドを使用します。

ssh disconnect session_id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン セッション ID を指定する必要があります。切断する SSH セッションの ID を取得するには、show 
ssh sessions コマンドを使用します。

例 次に、切断している SSH セッションを表示する例を示します。

hostname# show ssh sessions
SID Client IP       Version Mode Encryption Hmac     State           Username
0   172.69.39.39    1.99    IN   aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
                            OUT  aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
1   172.23.56.236   1.5     -    3DES       -        SessionStarted  pat
2   172.69.39.29    1.99    IN   3des-cbc   sha1     SessionStarted  pat
                            OUT  3des-cbc   sha1     SessionStarted  pat
hostname# ssh disconnect 2
hostname# show ssh sessions
SID Client IP       Version Mode Encryption Hmac     State           Username
0   172.69.39.29    1.99    IN   aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
                            OUT  aes128-cbc md5      SessionStarted  pat
1   172.23.56.236   1.5     -    3DES       -        SessionStarted  pat

関連コマンド

session_id ID 番号で指定された SSH セッションを切断します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ssh sessions FWSM に対するアクティブ SSH セッションの情報を表示します。
ssh timeout アイドルな SSH セッションのタイムアウト値を設定します。
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ssh scopy enable
FWSM で Secure Copy（SCP）をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで ssh scopy enable コマンドを使用します。SCP をディセーブルにするには、このコマンドの no      
形式を使用します。

ssh scopy enable 

no ssh scopy enable 

シンタックスの説明 このコマンドに引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SCP はサーバにのみ実装されます。サーバは SCP の接続を受け入れたり、終了することができます   
が、開始することはできません。FWSM には次の制約事項があります。

 • この SCP ではディレクトリがサポートされていません。リモート クライアントからのアクセ   
スは FWSM 内部ファイルに限定されます。

 • SCP を使用する場合、バナーはサポートされません。

 • SCP はワイルドカードをサポートしません。

 • FWSM ライセンスには、SSH Version 2 接続をサポートする VPN-3DES-AES 機能が必要です。

例 次に、IP アドレスが 10.1.1.1 の管理コンソールからの SSH Version 2 接続を受け入れるように内部       
インターフェイスを設定する例を示します。アイドル セッション タイムアウトは 60 分に、SCP は     
イネーブルに設定されています。

hostname(config)# ssh 10.1.1.1 255.255.255.0 inside
hostname(config)# ssh version 2
hostname(config)# ssh copy enable
hostname(config)# ssh timeout 60

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  • —  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去します。
debug ssh SSH コマンドのデバッグ情報およびエラー メッセージを表示します。
show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを表示  

します。

ssh 指定されたクライアントまたはネットワークから FWSM への SSH 接    
続を許可します。

ssh version SSH Version 1 または SSH Version 2 を使用するように FWSM を制限し         
ます。
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ssh timeout
デフォルトの SSH セッション アイドル タイムアウト値を変更するには、グローバル コンフィギュ     
レーション モードで ssh timeout コマンドを使用します。デフォルトのタイムアウトに戻すには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

ssh timeout number

no ssh timeout

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのセッション タイムアウト値は 5 分です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ssh timeout コマンドは、セッションが切断されるまでのアイドル期間（分）を指定します。デフォ  
ルト期間は 5 分です。

例 次に、IP アドレスが 10.1.1.1 の管理コンソールからの SSH Version 2 接続のみを受け入れるように       
内部インターフェイスを設定する例を示します。アイドル セッション タイムアウトは 60 分に、SCP    
はイネーブルに設定されています。

hostname(config)# ssh 10.1.1.1 255.255.255.0 inside
hostname(config)# ssh version 2
hostname(config)# ssh copy enable
hostname(config)# ssh timeout 60

関連コマンド

number SSH セッションが切断されるまでの非アクティブ期間を分で指定します。 
有効値は 1 ～ 60 分です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去しま  
す。

show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを  
表示します。

show ssh sessions FWSM に対するアクティブ SSH セッションの情報を表示します。
ssh disconnect アクティブな SSH セッションを切断します。
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ssh version
FWSM で許可される SSH のバージョンを制限するには、グローバル コンフィギュレーション モー     
ドで ssh version コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用     
します。

ssh version {1 | 2}

no ssh version [1 | 2]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、SSH Version 1 と SSH Version 2 が両方ともサポートされます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 および 2 は、FWSM が限定的に使用する SSH のバージョンを指定します。このコマンドの no 形        
式を使用すると、FWSM はデフォルトの互換モードに戻ります（両方のバージョンを使用できま 
す）。デフォルト値の場合は、FWSM との SSH Version 1 および SSH Version 2 接続を確立できます。

例 次に、IP アドレスが 10.1.1.1 の管理コンソールからの SSH Version 2 接続を受け入れるように内部       
インターフェイスを設定する例を示します。アイドル セッション タイムアウトは 60 分に、SCP は     
イネーブルに設定されています。

hostname(config)# ssh 10.1.1.1 255.255.255.0 inside
hostname(config)# ssh version 2
hostname(config)# ssh copy enable
hostname(config)# ssh timeout 60

関連コマンド

1 SSH Version 1 接続のみがサポートされるように指定します。
2 SSH Version 2 接続のみがサポートされるように指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

clear configure ssh 実行コンフィギュレーションから SSH コマンドをすべて消去します。
debug ssh SSH コマンドのデバッグ情報およびエラー メッセージを表示します。
show running-config ssh 実行コンフィギュレーションに現在含まれている SSH コマンドを表  

示します。

ssh 指定されたクライアントまたはネットワークから FWSM への SSH 接    
続を許可します。
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ssl server-version
FWSM がサーバとして動作するときに使用する SSL/TLS プロトコルのバージョンを指定するには、   
グローバル コンフィギュレーション モードで ssl server-version  コマンドを使用します。デフォル      
ト（any）に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドを使用すると、FWSM  
が受け入れる SSL/TSL のバージョンを制限できます。

ssl server-version [any | sslv3 | tlsv1 | sslv3-only | tlsv1-only]

no ssl server-version

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値は any です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ssl server-version  コマンドは、HTTPS クライアントがファイアウォール管理のためファイアウォー    
ルに直接接続するとき、受け入れられる SSL のバージョンの指定に使用します。FWSM では、こ   
のコマンドは WebVPN 機能をサポートしません。

例 次に、FWSM が SSL サーバとして動作するとき、TLSv1 のみを使用して通信するように設定する    
例を示します。

hostname(config)# ssl server-version tlsv1-only

any SSL バージョン 2 クライアントの HELLO を受け入れ、SSL バージョン 3       
または TSL バージョン 1 のどちらかにネゴシエートします。

sslv3 SSL バージョン 2 クライアントの HELLO を受け入れ、SSL バージョン 3       
にネゴシエートします。

sslv3-only SSL バージョン 3 クライアントのみの HELLO を受け入れ、SSL バージョ      
ン 3 のみを使用します。

tlsv1 SSL バージョン 2 クライアントの HELLO を受け入れ、TLS バージョン 1       
にネゴシエートします。

tlsv1-only ＴＬＳ バージョン 1 クライアントのみの HELLO を受け入れ、TLS バー      
ジョン 1 のみを使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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static
実際の IP アドレスを対応する IP アドレスにマッピングして、1 対 1 の永続的なアドレス変換ルー       
ルを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで static コマンドを使用します。デ    
フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

スタティック NAT（ネットワーク アドレス変換）の場合：

static (real_ifc,mapped_ifc) {mapped_ip | interface} {real_ip [netmask mask] | 
access-list access_list_name} [dns] [[tcp] max_conns [emb_lim]] [udp udp_max_conns] 
[norandomseq]

no static (real_ifc,mapped_ifc) {mapped_ip | interface} {real_ip [netmask mask] | 
access-list access_list_name} [dns] [[tcp] max_conns [emb_lim]] [udp udp_max_conns] 
[norandomseq]

スタティック PAT（ポート アドレス変換）の場合：

static (real_ifc,mapped_ifc) {tcp | udp} {mapped_ip | interface} mapped_port {real_ip real_port 
[netmask mask] | access-list access_list_name} [[tcp] max_conns [emb_lim]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq] 

no static (real_ifc,mapped_ifc) {tcp | udp} {mapped_ip | interface} mapped_port {real_ip real_port 
[netmask mask] | access-list access_list_name} [[tcp] max_conns [emb_lim]] 
[udp udp_max_conns] [norandomseq]

シンタックスの説明 access-list 
access_list_name

実際のアドレスおよび宛先アドレス（またはポート）を指定して、NAT の 
実際のアドレスを識別できます。この機能はポリシー NAT といいます。

アクセス リストで使用されるサブネット マスクは、mapped_ip でも使用し   
ます。

アクセス リストに追加できるのは、permit ステートメントのみです。eq 演   
算子を使用して、アクセス リスト内で実際のポートおよび宛先ポートを指 
定することもできます。ポリシー NAT は inactive または time-range キー      
ワードを考慮しません。ポリシー NAT 設定では、すべての ACE（アクセス   
制御エントリ）がアクティブであるとみなされます。

dns （任意）このスタティック変換と一致する DNS 応答の A レコード（アドレ    
ス レコード）を書き替えます。マッピング先のインターフェイスから実際 
のインターフェイスに DNS 応答が送信される場合、A レコードはマッピン   
グ先の値から実際の値に書き替えられます。逆に、実際のインターフェイス

からマッピング先のインターフェイスに DNS 応答が送信される場合、A レ   
コードは実際の値からマッピング先の値に書き替えられます。（注）DNS リ 
ライトは、PAT には適用されません。各 A レコードには複数の PAT ルール     
を適用できるので、使用する PAT ルールが明確ではないためです。

emb_lim （任意）ホストあたりの最大初期接続数を指定します。デフォルト値は 0 で、  
初期接続数は無制限です。

初期接続数を制限して、DoS 攻撃から保護することができます。FWSM は  
初期制限を使用して、TCP 代行受信をトリガーします。これにより、TCP 
SYN パケットがインターフェイスでフラッディングすることによって発生 
する DoS 攻撃から内部システムが保護されます。初期接続は、送信元と宛  
先間で必要なハンドシェイクを終了しなかった接続要求です。
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interface マッピング先のアドレスとしてインターフェイスの IP アドレスを使用しま  
す。

（注） スタティック PAT エントリにインターフェイスの IP アドレスを追    
加する場合は、実際の IP アドレスを指定しないで、interface キー   
ワードを使用する必要があります。

mapped_ifc マッピング先の IP アドレス ネットワークに接続されたインターフェイスの   
名前を指定します。

mapped_ip 実際のアドレスの変換先アドレスを指定します。

mapped_port マッピング先の TCP または UDP ポートを指定します。ポートはリテラル名、    
または 0 ～ 65535 のポート番号で指定できます。

有効なポート番号は、次の Web サイトからオンラインで表示することがで  
きます。

http://www.iana.org/assignments/port-numbers
netmask mask 実際のアドレスおよびマッピング アドレスのサブネット マスクを指定しま  

す。単一ホストの場合は、255.255.255.255 を使用します。マスクを入力しな 
い場合は、1 つの例外を除いて、IP アドレス クラスのデフォルト マスクが    
使用されます。マスク後のホストビットがゼロでない場合にかぎり、ホスト

マスクには 255.255.255.255 が使用されます。real_ip ではなく access-list キー     
ワードを使用した場合は、アクセス リストで使用したサブネット マスクが  
mapped_ip にも使用されます。

norandomseq （任意）TCP ISN ランダム化の保護機能をディセーブルにします。別のイン  
ライン ファイアウォールで TCP シーケンス番号のランダム化をイネーブル  
にしている場合は、ランダム化をディセーブルにできます。2 つのファイア 
ウォールで同じ動作を実行する必要はないからです。ただし、ISN ランダム 
化については、両方のファイアウォールでイネーブルのままにしても、トラ

フィックに影響はありません。

各 TCP 接続には ISN が 2 つあります。1 つはクライアントによって生成さ       
れ、もう 1 つはサーバによって生成されます。セキュリティ アプライアン   
スは、発信方向に渡される TCP SYN の ISN をランダム化します。同一セ     
キュリティ レベルの 2 つのインターフェイス間の接続では、SYN の ISN が      
両方向でランダム化されます。

保護されたホストで ISN をランダム化すると、新規接続の次の ISN を予測    
して新規セッションをハイジャックする攻撃を阻止できます。

norandomseq キーワードは外部 NAT には適用されません。ファイアウォー   
ルがランダム化するのは、セキュリティがより高いインターフェイス上のホ

スト /サーバで生成される ISN のみです。外部 NAT に norandomseq を設定      
しても、norandomseq キーワードは無視されます。

real_ifc 実際の IP アドレス ネットワークに接続されたインターフェイスの名前を指   
定します。

real_ip 変換する実際のアドレスを指定します。

real_port 実際の TCP または UDP ポートを指定します。ポートはリテラル名、または    
0 ～ 65535 のポート番号で指定できます。

有効なポート番号は、次の Web サイトからオンラインで表示することがで  
きます。

http://www.iana.org/assignments/port-numbers
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デフォルト tcp_max_conns、emb_limit、および udp_max_conns のデフォルト値は、使用可能な最大値を示す 0   
（無制限）です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン スタティック NAT は、実際のアドレスからマッピング アドレスへの固定的な変換を行います。ダ   
イナミック NAT および PAT は、以降の変換を行うたびに、各ホストは異なるアドレスまたはポー    
トを使用します。スタティック NAT では、連続するどの接続でもマッピング アドレスが同じで、   
変換ルールは永続的であるため、宛先ネットワークのホストから変換先ホストにトラフィックを送

信できます（この処理を許可するアクセス リストがある場合）。

ダイナミック NAT とスタティック NAT のアドレス範囲の主な違いは、スタティック NAT では、      
リモート ホストから変換先ホストへの接続を開始でき（この処理を許可するアクセス リストがあ  
る場合）、ダイナミック NAT ではこれができないことです。スタティック NAT の場合は、実際の    
アドレスと同数のマッピング アドレスも必要です。

スタティック PAT はスタティック NAT と同じです。ただし、スタティック PAT では、実際のアド      
レスとマッピング アドレスのプロトコル（TCP または UDP）およびポートを指定することができ   
ます。

この機能によって、複数の異なるスタティック ステートメントについて同じマッピング アドレス  
を指定することができます。ただし、ステートメントごとにポートは異なっている必要があります。

同じ 2 つのインターフェイス間で複数の static コマンドを実行する場合は、実際のアドレスまたは    
マッピング アドレスに同じ値を使用できません。global コマンドで定義されたマッピング アドレ   
スを、同じマッピング先のインターフェイスに対する static コマンド内で使用しないでください。

tcp スタティック PAT の場合は、プロトコルに TCP を指定します。
tcp max_conns 各 real_ip 可変ホストが使用を許可される同時 TCP 接続の最大数を指定しま    

す。デフォルト値は 0 で、接続数は無制限です（timeout conn コマンドで指    
定されたアイドル タイムアウトが経過すると、アイドル接続は終了しま 
す）。

udp スタティック PAT の場合は、プロトコルに UDP を指定します。
udp udp_max_conns （任意）サブネット全体における同時 UDP 接続の最大数を指定します。デ  

フォルト値は 0 で、接続数は無制限です（timeout conn コマンドで指定され    
たアイドル タイムアウトが経過すると、アイドル接続は終了します）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

2.2(1) ローカル ホストの UDP 最大接続数をサポートするように、このコマンド   
が変更されました。
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セカンダリ チャネル（FTP［ファイル転送プロトコル］、VoIP など）のアプリケーション検査が必  
要となるアプリケーションの場合、ポリシー NAT 内でポートを指定すると、セカンダリ ポートが   
自動的に変換されます。

NAT は、一般に、トランスペアレント ファイアウォール モードで使用できません。トランスペア   
レント ファイアウォール モードでは、static コマンドを使用して、最大接続数、最大初期接続数、   
および TCP シーケンス ランダム化を設定できます。この場合、実際の IP アドレスとマッピング先     
IP アドレスは同じです。

Modular Policy Framework を使用して、接続制限を設定することもできます（ただし、初期接続制限   
は設定できません）。詳細については、set connection コマンドを参照してください。初期接続制限  
を設定するには、NAT を使用する必要があります。両方の方法を使用して同じトラフィックにこれ 
らの設定値を設定した場合は、小さい方の値が使用されます。TCP シーケンス ランダム化は、いず  
れかの方法を使用してディセーブルになっていれば、ディセーブルになります。

変換用ネットワーク（10.1.1.0 255.255.255.0 など）を指定すると、.0 および .255 アドレスが変換さ     
れます。これらのアドレスへのアクセスを禁止する場合は、アクセスを拒否するようにアクセス リ 
ストを設定してください。

static コマンド ステートメントを変更または削除した場合は、clear xlate コマンドを使用して、変換    
を消去します。

例 スタティック NAT の例

たとえば、次のポリシー スタティック NAT の例では、単一の実際のアドレスが、宛先アドレスに   
応じて 2 つのマッピング アドレスに変換されます。

hostname(config)# access-list NET1 permit ip host 10.1.2.27 209.165.201.0 
255.255.255.224
hostname(config)# access-list NET2 permit ip host 10.1.2.27 209.165.200.224 
255.255.255.224
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.202.129 access-list NET1
hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.202.130 access-list NET2

次のコマンドは、内部 IP アドレス（10.1.1.3）を外部 IP アドレス（209.165.201.12）にマッピングし    
ます。

hostname(config)# static (inside,outside) 209.165.201.12 10.1.1.3 netmask 
255.255.255.255

次のコマンドは、外部 IP アドレス（209.165.201.15）を内部 IP アドレス（10.1.1.6）にマッピングし    
ます。

hostname(config)# static (outside,inside) 10.1.1.6 209.165.201.15 netmask 
255.255.255.255

次のコマンドは、サブネット全体をスタティックにマッピングします。

hostname(config)# static (inside,dmz) 10.1.1.0 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0
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次に、Intel Internet Phone、CU-SeeMe、CU-SeeMe Pro、MeetingPoint、または Microsoft NetMeeting を      
使用して、H.323 を介して無制限のユーザにコールできるようにする例を示します。static コマンド  
はアドレス 209.165.201.0 ～ 209.165.201.30 をローカル アドレス 10.1.1.0 ～ 10.1.1.30 にマッピングし         
ます（209.165.201.1 は 10.1.1.1に、209.165.201.10 は 10.1.1.10 にマッピングします）。

hostname(config)# static (inside, outside) 209.165.201.0 10.1.1.0 netmask 
255.255.255.224
hostname(config)# access-list acl_out permit tcp any 209.165.201.0 255.255.255.224 eq 
h323
hostname(config)# access-group acl_out in interface outside

次に、Mail Guard をディセーブルにするために使用されるコマンドの例を示します。

hostname(config)# static (dmz1,outside) 209.165.201.1 10.1.1.1 netmask 255.255.255.255
hostname(config)# access-list acl_out permit tcp any host 209.165.201.1 eq smtp
hostname(config)# access-group acl_out in interface outside
hostname(config)# no fixup protocol smtp 25

この例では、static コマンドを使用して、外部ホストから dmz1 インターフェイス上の 10.1.1.1 メー     
ル サーバ ホストへのアクセスを許可するように、グローバル アドレスを設定できます。   
209.165.201.1 アドレスを指すように DNS の MX レコードを設定して、メールがこのアドレスに送     
信されるようにする必要があります。access-list コマンドを使用すると、外部ユーザは SMTP ポー   
ト（25）を介してグローバル アドレスにアクセスできます。no fixup protocol コマンドは Mail Guard      
をディセーブルにします。

スタティック PAT の例

たとえば、10.1.3.0 ネットワーク上のホストから FWSM の外部インターフェイス（10.1.2.14）に送   
信された Telnet トラフィックを 10.1.1.15 の内部ホストにリダイレクトするには、次のコマンドを使    
用します。

hostname(config)# access-list TELNET permit tcp host 10.1.1.15 eq telnet 10.1.3.0 
255.255.255.0 eq telnet
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet access-list TELNET

10.1.3.0 ネットワーク上のホストから FWSM の外部インターフェイス（10.1.2.14）に送信された   
HTTP トラフィックを 10.1.1.15 の内部ホストにリダイレクトするには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# access-list HTTP permit tcp host 10.1.1.15 eq http 10.1.3.0 
255.255.255.0 eq http
hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 http access-list HTTP

FWSM の外部インターフェイス（10.1.2.14）から 10.1.1.15 の内部ホストに Telnet トラフィックを     
リダイレクトするには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet 
netmask 255.255.255.255

ただし、上記の実際の Telnet サーバから接続を開始できるようにするには、追加変換を設定する必  
要があります。たとえば、その他のすべてのタイプのトラフィックを変換するには、次のコマンド

を入力します。元の static コマンドはサーバに Telnet 変換を実行しますが、nat および global コマ       
ンドはサーバからの発信接続に PAT を実行します。

hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet 
netmask 255.255.255.255
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.15 255.255.255.255
hostname(config)# global (outside) 1 10.1.2.14
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すべての内部トラフィックに個別の変換を設定し、内部ホストで Telnet サーバと異なるマッピング  
アドレスを使用している場合は、サーバへの Telnet トラフィックを許可する static ステートメント    
と同じマッピング アドレスを使用するように、Telnet サーバから送信されるトラフィックを設定す  
ることができます。Telnet サーバに限っては、より限定的な nat ステートメントを作成する必要が   
あります。nat ステートメントは最適一致を検索するために読み込まれるため、より限定的な nat  
ステートメントは一般のステートメントよりも先に照合されます。次に、Telnet static ステートメン  
ト、Telnet サーバから送信されたトラフィックに対する、より限定的な nat ステートメント、およ   
び別のマッピング アドレスを使用するその他の内部ホストのステートメントの例を示します。

hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.14 telnet 10.1.1.15 telnet 
netmask 255.255.255.255
hostname(config)# nat (inside) 1 10.1.1.15 255.255.255.255
hostname(config)# global (outside) 1 10.1.2.14
hostname(config)# nat (inside) 2 10.1.1.0 255.255.255.0
hostname(config)# global (outside) 2 10.1.2.78

既知のポート（80）を別のポート（8080）に変換するには、次のコマンドを入力します。

hostname(config)# static (inside,outside) tcp 10.1.2.45 80 10.1.1.16 8080 netmask 
255.255.255.255

関連コマンド コマンド 説明

clear configure static コンフィギュレーションから static コマンドを削除します。
clear xlate すべての変換を削除します。

nat ダイナミック NAT を設定します。
show running-config static コンフィギュレーション内の static コマンドをすべて表示しま  

す。

timeout conn 接続のタイムアウトを設定します。
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strict-http
準拠しない HTTP トラフィックを転送できるようにするには、HTTP マップ コンフィギュレーショ    
ン モードで strict-http コマンドを使用します。HTTP マップ コンフィギュレーション モードにアク      
セスするには、http-map コマンドを使用します。この機能をデフォルト動作にリセットするには、 
このコマンドの no 形式を使用します。

strict-http action {allow | reset | drop} [log]

no strict-http action {allow | reset | drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 厳格な HTTP 検査をディセーブルにすることはできませんが、strict-http action allow コマンドを実     
行すると FWSM は準拠しない HTTP トラフィックを転送できるようになります。このコマンドは、    
準拠しない HTTP トラフィックの転送を禁止するデフォルト動作を無効にします。

例 次に、準拠しない HTTP トラフィックの転送を許可する例を示します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# strict-http allow

関連コマンド

action メッセージがこのコマンド検査に失敗した場合に実行するアクション

allow メッセージを許可します。

drop 接続を終了します。

log （任意）Syslog を生成します。
reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信して、接続   

を閉じます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ  
レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付られたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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strip-group
このコマンドは、user@realm 形式で受信したユーザ名にのみ適用されます。レルムは、ユーザ名に 
@ デリミタが付加された管理ドメインです（juser@abc）。

strip-group 処理をイネーブルまたはディセーブルにするには、tunnel-group general-attributes モードで   
strip-group コマンドを使用します。FWSM は VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）クラ     
イアントが提示したユーザ名からグループ名を取得して、PPP（ポイントツーポイント）接続用の
トンネル グループを選択します。strip-group 処理がイネーブルの場合、FWSM はユーザ名のユーザ   
部分のみを送信して許可または認証を行います。それ以外の場合（strip-group 処理がディセーブル 
の場合）、FWSM はレルムを含むユーザ名全体を送信します。

strip-group 処理をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

strip-group 

no strip-group

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドのデフォルト設定はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモート アクセスおよび L2TP/IPSec トンネルタイプのみです。

例 次に、リモート アクセス トンネル グループ [remotegrp] のタイプを IPSec リモート アクセスに設定        
し、一般コンフィギュレーション モードを開始し、トンネル グループ [remotegrp] をデフォルト グ     
ループ ポリシーに設定し、このトンネル グループに対して strip-group をイネーブルにする例を示    
します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type IPSec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)# default-group-policy remotegrp
hostname(config-general)# strip-group
hostname(config-general)

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear-configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
group-delimiter グループ名解析をイネーブルにし、トンネルのネゴシエー

ション中に受信されたユーザ名からグループ名を解析する

場合に使用するデリミタを指定します。

show running-config tunnel group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グループ  
のトンネル グループ設定を表示します。

tunnel-group-map default group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明    
書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。



第 31章      shun ～ sysopt uauth allow-http-cache コマンド
strip-realm

31-39
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

strip-realm
strip-realm 処理をイネーブルまたはディセーブルにするには、tunnel-group general-attributes コンフィ   
ギュレーション モードで strip-realm コマンドを使用します。strip-realm 処理では、認証サーバまた    
は許可サーバにユーザ名を送信するときに、ユーザ名からレルムが除去されます。レルムは、ユー

ザ名に @ デリミタが付加された管理ドメインです（username@realm）。このコマンドがイネーブル  
の場合、FWSM はユーザ名のユーザ部分のみを送信して許可または認証を行います。それ以外の場 
合、FWSM はユーザ名全体を送信します。

strip-realm 処理をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

strip-realm 

no strip-realm

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドのデフォルト設定はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン この属性を適用できるのは、IPSec リモート アクセス トンネルタイプのみです。

例 次に、リモート アクセス トンネル グループ [remotegrp] のタイプを IPSec リモート アクセスに設定        
し、一般コンフィギュレーション モードを開始してトンネル グループ [remotegrp] をデフォルト グ     
ループ ポリシーに設定し、このトンネル グループに対して strip-realm をイネーブルにする例を示    
します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type IPSec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)# default-group-policy remotegrp
hostname(config-general)# strip-realm

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group general-attributes 
コンフィギュレーション

 • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定された証明書マップ エントリを表示します。
tunnel-limit crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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subject-name (crypto ca certificate map)
IPSec ピア証明書のサブジェクト DN にルール エントリを適用するように指定するには、CA 証明     
書マップ コンフィギュレーション モードで subject-name コマンドを使用します。サブジェクト名    
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

subject-name [attr tag] {eq | ne | co | nc} string

no subject-name [attr tag] {eq | ne | co | nc} string

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

attr tag （任意）証明書 DN の指定された属性値のみをルール エントリの文字列と比較   
するように指定します。tag の値は次のとおりです。

DNQ = DN 修飾子 
GENQ = 世代修飾子 
I = イニシャル 
GN = 名 
N = 名前 
SN = 姓 
IP = IP アドレス 
SER = シリアル番号 
UNAME = 構造化されていない名前 
EA = 電子メール アドレス 
T = 肩書き 
O = 組織名 
L = 地名 
SP = 州 /県 
C = 国 
OU = 組織単位 
CN = 一般名称

co ルール エントリの文字列が DN 文字列または指定された属性に含まれている   
必要があります。

eq DN 文字列または指定された属性がルール文字列全体と一致する必要がありま 
す。

nc ルール エントリ文字列が DN 文字列または指定された属性に含まれていない   
必要があります。

ne DN 文字列または指定された属性がルール文字列全体と一致しない必要があり 
ます。

string 比較する値を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

暗号 CA 証明書マップ コン   
フィギュレーション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

例 次に、証明書マップ 1 に対して CA 証明書マップ モードを開始して、証明書サブジェクト名の組織     
属性が Central と一致する必要があることを示すルール エントリを作成する例を示します。

hostname(config)# crypto ca certificate map 1
hostname(ca-certificate-map)# subject-name attr o eq central
hostname(ca-certificate-map)# exit
hostname(config)# 

関連コマンド

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
issuer-name ルール エントリの文字列と比較する CA 証明書の DN を識別し     

ます。

tunnel-group-map crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証明書    
マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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subject-name (crypto ca trustpoint)
指定されたサブジェクト DN を登録中の証明書に追加するには、crypto ca トラストポイント コン     
フィギュレーション モードで subject-name コマンドを使用します。このサブジェクト名は、証明   
書を使用する人物またはシステムです。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使  
用します。

subject-name X.500_name

no subject-name 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定では、サブジェクト名を含めません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、トラストポイント central に対して crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モー       
ドを開始して、URL https//:www.example.com に自動登録を設定し、トラストポイント central の登録    
要求にサブジェクト DN OU cisco.example を追加する例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# enrollment url http://www.example.com/ 
hostname(ca-trustpoint)# subject-name ou=cisco.example
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

X.500_name X.500 で識別される名前を定義します。たとえば、
cn=crl,ou=certs,o=CAName,c=US のように定義します。最大文字長は 1 K です
（事実上無制限です）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。

enrollment url CA を使用して登録する URL を指定します。
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summary-address
OSPF の集約アドレスを作成するには、ルータ コンフィギュレーション モードで summary-address    
コマンドを使用します。サマリー アドレスまたは特定のサマリー アドレス オプションを削除する   
には、このコマンドの no 形式を使用します。

summary-address addr mask [not-advertise] [tag tag_value]

no summary-address addr mask [not-advertise] [tag tag_value]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • tag_value は 0 です。

 • 指定されたプレフィクス /マスクのペアと一致するルートは抑制されません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 他のルーティング プロトコルから学習したルートをサマライズできます。OSPF にこのコマンドを  
使用すると、OSPF Autonomous System Boundary Router（ASBR）は、アドレスがカバーするすべて    
の再配信済みルートの集約ルートとして、1 つの外部ルートをアドバタイズできます。このコマン 
ドは、OSPF に再配信されているその他のルーティング プロトコルからのルートのみをサマライズ  
します。OSPF エリア間のルートをサマライズするには、area range コマンドを使用します。

コンフィギュレーションから summary-address コマンドを削除するには、オプションのキーワード  
または引数を指定しないで、このコマンドの no 形式を使用します。コンフィギュレーションの  
summary コマンドからオプションを削除するには、削除するオプションを指定して、このコマンド 
の no 形式を使用します。詳細については、「例」を参照してください。

addr アドレス範囲用に指定する集約アドレスの値

mask サマリー ルートに使用する IP サブネット マスク
not-advertise （任意）指定したプレフィクス / マスクのペアと一致するルートを抑制し

ます。 
tag tag_value （任意）各外部ルートに結合する 32 ビット 10 進値。OSPF 自体はこの値を     

使用しません。この値は、ASBR 間で情報を伝達する場合に使用します。 
値を指定しない場合、BGP および EGP からのルートにはリモート  
Autonomous System（AS; 自律システム）の番号が使用され、他のプロトコ  
ルの場合にはゼロ（0）が使用されます。有効値は 0 ～ 4294967295 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、3 に設定された tag 値を使用して、ルート サマライズを設定する例を示します。

hostname(config-router)# summary-address 1.1.0.0 255.255.0.0 tag 3
hostname(config-router)#

次に、オプションを含む summary-address コマンドの no 形式を使用して、このオプションをデフォ    
ルト値に戻す例を示します。この例では、上記の例で 3 に設定された tag 値が summary-address コ      
マンドから削除されます。

hostname(config-router)# no summary-address 1.1.0.0 255.255.0.0 tag 3
hostname(config-router)#

次に、コンフィギュレーションから summary-address コマンドを削除する例を示します。

hostname(config-router)# no summary-address 1.1.0.0 255.255.0.0
hostname(config-router)#

関連コマンド コマンド 説明

area range エリア境界でルートを統合し、サマライズします。

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf summary-address OSPF ルーティング プロセスごとに、サマリー アドレス設定を   

表示します。
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sunrpc-server
SunRPC サービス テーブルにエントリを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モー    
ドで sunrpc-server コマンドを使用します。コンフィギュレーションから SunRPC サービス テーブ     
ルを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sunrpc-server ifc_name ip_addr mask service service_type {protocol {tcp | udp}} port port [- port ] 
timeout hh:mm:ss 

no sunrpc-server ifc_name ip_addr mask service service_type {protocol {tcp | udp}} port port [- port] 
timeout hh:mm:ss 

no sunrpc-server active service service_type server ip_addr

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン SunRPC サービス テーブルは、timeout で指定された期間中に確立された SunRPC セッションに基づ     
いて、FWSM 内の SunRPC トラフィックの通過を許可する場合に使用します。

例 次に、SunRPC サービス テーブルを作成する例を示します。

hostname(config)# sunrpc-server outside 10.0.0.1 255.0.0.0 service 100003 protocol TCP 
port 111 timeout 0:11:00
hostname(config)# sunrpc-server outside 10.0.0.1 255.0.0.0 service 100005 protocol TCP 
port 111 timeout 0:11:00

ifc_name サーバ インターフェイス名
ip_addr SunRPC サーバの IP アドレス
mask ネットワーク マスク
port port [- port ] SunRPC プロトコル ポート範囲を指定します。
protocol tcp SunRPC トランスポート プロトコルを指定します。
protocol udp SunRPC トランスポート プロトコルを指定します。
service service_type SunOS rpcinfo コマンドの出力で指定されているとおりに、SunRPC サービ   

ス プログラム番号を設定します。
timeout hh:mm:ss SunRPC サービス トラフィックのアクセスが終了するまでのタイムアウ  

ト アイドル時間を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

2.2(1) rpc-server コマンドが追加されました。
3.1(1) このコマンドは rpc-server から変更されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear configure sunrpc-server FWSM から Sun リモート プロセッサ コール サービス を       
消去します。

show running-config sunrpc-server SunRPC の設定に関する情報を表示します。
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support-user-cert-validation
リモート証明書を発行した CA に対して現在のトラストポイントが認証される場合に、このトラス  
トポイントに基づいてリモート ユーザ証明書を検証するには、crypto ca トラストポイント コンフィ    
ギュレーション モードで support-user-cert-validation コマンドを使用します。デフォルト設定に戻   
すには、このコマンドの no 形式を使用します。

support-user-cert-validation

no support-user-cert-validation 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定では、ユーザ証明書の検証がサポートされます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM には、同じ CA を持つトラストポイントを 2 つ設定できるため、同じ CA から 2 つの異なる         
ID 証明書が生成されます。トラストポイントの認証先 CA に、この機能がイネーブル化された別の   
トラストポイントがすでに対応付けられている場合は、このオプションが自動的にディセーブルに

なります。これにより、パス検証パラメータがあいまいに選択されることがなくなります。トラス

トポイントの認証先 CA に、この機能がイネーブル化された別のトラストポイントがすでに対応付  
けられている場合、ユーザがこの機能を実行しようとしてもアクションは許可されません。2 つの 
トラストポイントでこの設定をイネーブルにして、同じ CA に対して認証することはできません。

例 次に、トラストポイント central に対して crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モー       
ドを開始して、トラストポイント central でのユーザ検証をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# support-user-cert-validation
hostname(ca-trustpoint)# 

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crypto ca トラストポイント コ   
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
default enrollment 登録パラメータをデフォルトに戻します。



第 31章      shun ～ sysopt uauth allow-http-cache コマンド           
sysopt connection tcpmss

31-48
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス

OL-8124-01-J

sysopt connection tcpmss
最大 TCP セグメント サイズが設定値を超えたり、最大値が指定サイズを下回らないようにするに   
は、グローバル コンフィギュレーション モードで sysopt connection tcpmss コマンドを使用します。      
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

sysopt connection tcpmss [minimum] bytes

no sysopt connection tcpmss [minimum] [bytes]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの最大値は 1380 バイトです。minimum 機能は、デフォルトでディセーブルです（0 に    
設定）。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ホストとサーバは両方とも、最初に接続を確立するときに最大セグメント サイズを設定できます。 
いずれかの最大値が sysopt connection tcpmss コマンドで設定された値よりも大きい場合、FWSM は     
最大値を無効にして、設定された値を挿入します。いずれかの最大値が sysopt connection tcpmss   
minimum コマンドで設定された値よりも小さい場合、FWSM は最大値を無効にして、設定された  
[minimum] 値を挿入します（minimum 値は、実際は使用可能な最小の最大値です）。たとえば、最  
大サイズに 1200 バイト、最小サイズに 400 バイトが設定してある場合に、ホストが最大サイズと   
して 1300 バイトを要求すると、FWSM は 1200 バイト（最大値）を要求するようにパケットを変更     
します。別のホストが最大値として 300 バイトを要求した場合、FWSM は 400 バイト（最小値）を     
要求するようにパケットを変更します。

デフォルトの 1380 バイトは、合計パケット サイズがイーサネットのデフォルト MTU（最大伝送ユ    
ニット）である 1500 バイトを超過しないように、ヘッダー情報分のサイズを確保したサイズです。  
次の計算を参照してください。

1380 データ＋ 20 TCP ＋ 20 IP ＋ 24 AH ＋ 24 ESP_CIPHER ＋ 12 ESP_AUTH ＋ 20 IP ＝ 1500 バイト

bytes 最大 TCP セグメント サイズをバイト数で指定します（48 から最大値まで    
の値）。デフォルト値は 1380 バイトです。この機能をディセーブルにする  
には、bytes を 0 に設定します。

minimum キーワードを指定した場合、bytes は許可されている最小の最大  
値を表します。

minimum （任意）最大セグメント サイズが bytes（48 ～ 65535 バイト）以上の値に     
なるように上書きします。この機能は、デフォルトでディセーブルです（0
に設定）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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ホストまたはサーバが最大セグメント サイズを要求しない場合、FWSM は RFC 793 のデフォルト     
値である 536 バイトが有効であると想定します。

1380 を超える最大サイズを設定すると、MTU サイズ（デフォルトは 1500）に応じてパケットが分   
割されることがあります。分割数が多いと、フラグ ガード機能を使用する場合に、FWSM のパ  
フォーマンスが低下することがあります。最小サイズを設定すると、TCP サーバがクライアントに 
多数の小さな TCP データ パケットを送信することでサーバおよびネットワークのパフォーマンス   
が低下することがなくなります。

（注） この機能を通常使用することは推奨しませんが、Syslog IPFRAG メッセージ 209001 および 209002     
が表示された場合は、bytes 値を大きくすることができます。

例 次に、最大サイズを 1200 に、最小値を 400 に設定する例を示します。

hostname(config)# sysopt connection tcpmss 1200
hostname(config)# sysopt connection tcpmss minimum 400

関連コマンド コマンド 説明

clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
sysopt connection timewait 最後の標準 TCP 停止シーケンス後も、各 TCP 接続が短縮された    

TIME_WAIT 状態にとどまるように設定します。
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sysopt nodnsalias
DNS 検査をディセーブルにして、alias コマンドを使用したときに DNS A レコード アドレスが変更      
されないようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで sysopt nodnsalias コマン     
ドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。alias
コマンドで NAT（ネットワーク アドレス変換）のみを実行し、DNS パケット変換が不要な場合は、   
DNS アプリケーション検査をディセーブルにすることができます。

sysopt nodnsalias {inbound | outbound}

no sysopt nodnsalias {inbound | outbound}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、この機能はディセーブルです（DNS レコード アドレスは変更できます）。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン alias コマンドは NAT を実行して DNS A レコード アドレスを変更します。場合によっては、DNS       
レコード変更をディセーブルにすることができます。

例 次に、着信パケットの DNS アドレス変更をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# sysopt nodnsalias inbound

関連コマンド

inbound セキュリティの低いインターフェイスから、alias コマンドで指定されたセ 
キュリティの高いインターフェイスに送信されるパケットに対して、DNS
レコード変更をディセーブルにします。

outbound alias コマンドで指定されたセキュリティの高いインターフェイスからセ 
キュリティの低いインターフェイスに送信されるパケットに対して、DNS
レコード変更をディセーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 • —  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

alias 外部アドレスを変換し、変換を反映するように DNS レコードを  
変更します。

clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
sysopt noproxyarp インターフェイス上でプロキシ ARP をディセーブルにします。
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sysopt noproxyarp
インターフェイス上で NAT（ネットワーク アドレス変換）グローバル アドレスのプロキシ ARP を     
ディセーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで sysopt noproxyarp コマン     
ドを使用します。グローバル アドレスのプロキシ ARP を再イネーブルにするには、このコマンド   
の no 形式を使用します。

sysopt noproxyarp interface_name

no sysopt noproxyarp interface_name

シンタックスの説明

デフォルト グローバル アドレスのプロキシ ARPは、デフォルトでイネーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン まれに、グローバル アドレスのプロキシ ARP をディセーブルにしなければならない場合がありま   
す。

同じイーサネット ネットワーク上の別のデバイスに IP トラフィックを送信するホストでは、この   
デバイスの MAC（メディア アクセス制御）アドレス情報が必要です。ARP は、IP アドレスから    
MAC アドレスへの変換を解決するレイヤ 2 プロトコルです。ホストが「この IP アドレスの所有者     
は誰か？」を確認する ARP 要求を送信すると、この IP アドレスを所有するデバイスが「自分がこ    
の IP アドレスを持っていて、MAC アドレスは次のとおりである」と応答します。

プロキシ ARP は、デバイスがこの IP アドレスを所有していない場合でも、ARP 要求に自身の MAC      
アドレスで応答する場合に使用します。ユーザが NAT を設定し、FWSM インターフェイスと同じ   
ネットワーク上のグローバル アドレスを指定した場合、FWSM はプロキシ ARP を使用します。ト    
ラフィックがホストに到達するには、FWSM がプロキシ ARP を使用して、FWSM MAC アドレスが     
宛先グローバル アドレスに割り当てられていることを示す必要があります。

例 次に、内部インターフェイスでプロキシ ARP をディセーブルにする例を示します。

hostname(config)# sysopt noproxyarp inside

interface_name プロキシ ARP をディセーブルにするインターフェイスの名前を指定しま  
す。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

alias 外部アドレスを変換し、変換を反映するように DNS レコードを  
変更します。

clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
sysopt nodnsalias alias コマンドを使用する場合に、DNS A レコード アドレスの変    

更を禁止します。
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sysopt radius ignore-secret
RADIUS アカウンティング応答内の認証鍵を無視するには、グローバル コンフィギュレーション  
モードで sysopt radius ignore-secret コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、    
このコマンドの no形式を使用します。一部の RADIUS サーバとの互換性を保つために、認証鍵を  
無視しなければならない場合があります。

sysopt radius ignore-secret

no sysopt radius ignore-secret

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト この機能は、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Livingston Version 1.16 など、鍵をアカウンティング確認応答内の認証ハッシュに含めない一部の   
RADIUS サーバでは、使用時に注意する必要があります。この場合、FWSM がアカウンティング要  
求を再送信し続けることがあります。アカウンティング確認応答の認証者の鍵を無視して、再送信

問題を回避するには、sysopt radius ignore-secret コマンドを使用します（ここで説明している鍵は、   
aaa-server host コマンドで設定された鍵です）。

例 次に、アカウンティング応答内の認証鍵を無視する例を示します。

hostname(config)# sysopt radius ignore-secret

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa-server host AAA サーバを識別します。
clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
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sysopt uauth allow-http-cache
Web ブラウザが FWSM の仮想 HTTP サーバを使用して再認証する場合に（virtual http コマンドを       
参照）、キャッシュ内のユーザ名およびパスワードを提供できるようにするには、グローバル コン 
フィギュレーション モードで sysopt uauth allow-http-cache コマンドを使用します。HTTP キャッ      
シュを禁止する場合は、認証セッションがタイムアウトしたあと、次に仮想 HTTP サーバに接続す  
るときに、ユーザ名およびパスワードが再要求されます。この機能をディセーブルにするには、こ

のコマンドの no形式を使用します。

sysopt uauth allow-http-cache

no sysopt uauth allow-http-cache

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト この機能は、デフォルトでディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、HTTP キャッシュの使用を許可する例を示します。

hostname(config)# sysopt uauth allow-http-cache

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

virtual http FWSM で HTTP 認証を使用し、HTTP サーバも認証を要求して    
いる場合、このコマンドを使用すると、FWSM および HTTP サー   
バで別々に認証することができます。仮想 HTTP を使用しない  
場合、FWSM での認証に使用したのと同じユーザ名およびパス 
ワードが HTTP サーバに送信されます。HTTP サーバのユーザ名   
およびパスワードが別に要求されることはありません。

clear configure sysopt sysopt コマンドの設定を消去します。
show running-config sysopt sysopt コマンドの設定を表示します。
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32

telnet ～ tunnel-limit コマンド

telnet
コンソールに Telnet アクセスを追加し、アイドル タイムアウトを設定するには、グローバル コン    
フィギュレーション モードで telnet コマンドを使用します。設定された IP アドレスから Telnet ア       
クセスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

telnet {{hostname | IP_address mask interface_name} | {IPv6_address interface_name} | 
{timeout number}}

no telnet {{hostname | IP_address mask interface_name} | {IPv6_address interface_name} | 
{timeout number}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、アイドル時間が 5 分に達すると Telnet セッションは FWSM により終了されます。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

hostname FWSM の Telnet コンソールにアクセスできるホストの名前を指定します。
interface_name Telnet 接続先のネットワーク インターフェイスの名前を指定します。
IP_address FWSM へのログインが許可されているホストまたはネットワークの IP ア   

ドレスを指定します。

IPv6_address FWSM へのログインが許可されている IPv6 アドレス / プレフィクスを指   
定します。

mask IP アドレスに対応付けられたネットマスクを指定します。
timeout number FWSM によって終了されるまでの Telnet セッションのアイドル期間（分）   

を指定します。有効値は 1 ～ 1440 分です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン telnet コマンドを使用すると、FWSM コンソールに Telnet でアクセスできるホストを指定できます。    
すべてのインターフェイス上で FWSM への Telnet 接続をイネーブルにできます。ただし、FWSM    
は外部インターフェイスへのすべての Telnet トラフィックを IPSec で保護します。外部インター    
フェイスへの Telnet セッションをイネーブルにするには、FWSM で生成される IP トラフィックを     
追加するように外部インターフェイス上の IPSec を設定し、外部インターフェイス上で Telnet をイ    
ネーブルにします。

設定済みの IP アドレスからの Telnet アクセスを削除するには、no telnet コマンドを使用します。      
FWSM によってログオフされるまでのコンソール Telnet セッションの最大アイドル期間を設定す   
るには、telnet timeout コマンドを使用します。no telnet コマンドと telnet timeout コマンドは併用       
できません。

IP アドレスを入力する場合は、ネットマスクも入力する必要があります。デフォルトのネットマス 
クはありません。内部ネットワークのサブネット マスクは使用しないでください。netmask は IP ア    
ドレスのビット マスクにすぎません。アクセスを単一の IP アドレスに制限するには、各オクテッ   
トに 255 を指定します（255.255.255.255 など）。

IPSec が動作している場合は、非セキュアなインターフェイス名（通常は外部インターフェイス）を 
指定できます。最低でも、telnet コマンドを使用してインターフェイス名を指定するように、crypto 
map コマンドを設定してください。

コンソールへの Telnet アクセス用パスワードを設定するには、passwd コマンドを使用します。デ   
フォルトは cisco です。FWSM コンソールに現在アクセスしている IP アドレスを表示するには、who     
コマンドを使用します。アクティブな Telnet コンソール セッションを終了するには、kill  コマンド     
を使用します。

console キーワードを指定して aaa コマンドを使用する場合は、Telnet コンソール アクセスを認証     
サーバで認証する必要があります。

（注） FWSM Telnet コンソール アクセスおよびコンソール ログイン要求タイムアウトに対して認証が必    
要となるように、aaa コマンドを設定した場合は、FWSM ユーザ名および enable password コマン     
ドによって設定されたパスワードを入力して、シリアル コンソールから FWSM にアクセスできま   
す。

例 次に、ホスト 192.168.1.3 および 192.168.1.4 が Telnet を介して FWSM コンソールにアクセスできる        
ように設定する例を示します。192.168.2.0 ネットワーク上のすべてのホストにもアクセスが許可さ 
れます。

hostname(config)# telnet 192.168.1.3 255.255.255.255 inside
hostname(config)# telnet 192.168.1.4 255.255.255.255 inside
hostname(config)# telnet 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
hostname(config)# show running-config telnet
192.168.1.3 255.255.255.255 inside
192.168.1.4 255.255.255.255 inside
192.168.2.0 255.255.255.0 inside

リリース 変更

3.1(1) 変数 IPv6_address が追加されました。no telnet timeout コマンドが追加さ     
れました。
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次に、最大セッション アイドル期間を変更する例を示します。

hostname(config)# telnet timeout 10
hostname(config)# show running-config telnet timeout
telnet timeout 10 minutes

次に、Telnet コンソール ログイン セッションの例を示します（入力時にパスワードは表示されませ   
ん）。

hostname# passwd: cisco

Welcome to the XXX
…
Type help or ‘?’ for a list of available commands.
hostname>

no telnet コマンドを使用してエントリを個別に削除したり、clear configure telnet  コマンドを使用      
して telnet コマンド ステートメントをすべて削除することができます。

hostname(config)# no telnet 192.168.1.3 255.255.255.255 inside
hostname(config)# show running-config telnet
192.168.1.4 255.255.255.255 inside
192.168.2.0 255.255.255.0 inside

hostname(config)# clear configure telnet

関連コマンド コマンド 説明

clear configure telnet コンフィギュレーションから Telnet 接続を削除します。
kill Telnet セッションを終了します。
show running-config telnet FWSM への Telnet 接続に使用できる現在の IP アドレス リスト      

を表示します。

who FWSM 上でアクティブな Telnet 管理セッションを表示します。
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terminal
現在の Telnet セッション中にシステム ログ メッセージを表示できるようにするには、特権 EXEC     
モードで terminal monitor コマンドを使用します。システム ログ メッセージをディセーブルにする     
には、terminal no monitor コマンドを使用します。

terminal {monitor | no monitor}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、システム ログ メッセージはディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、現在の Telnet セッションに対してのみロギングをイネーブルにして、そのあとディセーブル  
にする例を示します。

hostname# terminal monitor
hostname# terminal no monitor

関連コマンド

monitor 現在の Telnet セッションでシステム ロギング メッセージの表示をイネー    
ブルにします。

no monitor 現在の Telnet セッションでシステム ロギング メッセージの表示をディ    
セーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure terminal 端末の表示幅設定を消去します。

pager Telnet セッション中に [---more---] プロンプトの前に表示され   
る行数を設定します。このコマンドはコンフィギュレーション

に保存されます。

show running-config terminal 現在の端末設定を表示します。

terminal pager Telnet セッション中に [---more---] プロンプトの前に表示され   
る行数を設定します。このコマンドはコンフィギュレーション

に保存されません。

terminal width グローバル コンフィギュレーション モードで端末表示幅を設  
定します。
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terminal pager
Telnet セッション中に [---more---] プロンプトの前に表示される 1 ページあたりの行数を設定する     
には、特権 EXEC モードで terminal pager コマンドを使用します。

terminal pager [lines] lines

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトは 24 行です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、現在の Telnet セッションにかぎって、ページャの行設定を変更します。新しいデ  
フォルト ページャ設定をコンフィギュレーションに保存するには、pager コマンドを使用します。

管理コンテキストに、またはシステム実行スペースに対するセッションに Telnet 接続している場合  
に、別のコンテキストに切り替えると、所定のコンテキストにおける pager コマンドの設定に関係  
なく、ページャの行設定はユーザ セッションの設定に従います。現在のページャ設定を変更するに 
は、新しい設定値を指定して terminal pager コマンドを入力するか、現在のコンテキストで pager    
コマンドを入力します。pager コマンドを使用すると、コンテキストのコンフィギュレーションに 
新しいページャ設定が保存されるだけでなく、現在の Telnet セッションにも新しい設定が適用され  
ます。

例 次に、表示行数を 20 に変更する例を示します。

hostname# terminal pager 20

[lines] lines [---more---] プロンプトの前に表示される 1 ページあたりの行数を設定   
します。デフォルトは 24 行です。0 を指定するとページ制限はなくなりま   
す。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 行です。lines キーワードは省略で     
きます。指定しても、しなくても、コマンドは同じです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが pager コマンドから変更されました。pager コマンドは現   
在、グローバル コンフィギュレーション モード コマンドです。
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関連コマンド

terminal width
コンソール セッション中の情報表示幅を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モー   
ドで terminal width コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの   
no 形式を使用します。

terminal width columns

no terminal width columns

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト表示幅は 80 カラムです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、端末の表示幅を 100 カラムに設定する例を示します。

hostname# terminal width 100

関連コマンド

コマンド 説明

clear configure terminal 端末の表示幅設定を消去します。

pager Telnet セッション中に [---more---] プロンプトの前に表示され   
る行数を設定します。このコマンドはコンフィギュレーション

に保存されます。

show running-config terminal 現在の端末設定を表示します。

terminal Telnet セッションでシステム ログ メッセージを表示できるよう   
にします。

terminal width グローバル コンフィギュレーション モードで端末表示幅を設  
定します。

columns 端末の幅をカラム数で指定します。デフォルトは 80 で、指定できる範囲  
は 40 ～ 511 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure terminal 端末の表示幅設定を消去します。

show running-config terminal 現在の端末設定を表示します。

terminal 特権 EXEC モードで端末行パラメータを設定します。
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tftp-server
configure net または write net コマンドで使用するデフォルトの TFTP（簡易ファイル転送プロトコ      
ル）サーバおよびパスとファイル名を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モード  
で tftp-server コマンドを使用します。サーバ設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用    
します。このコマンドは IPv4 および IPv6 アドレスをサポートします。

tftp-server interface_name server filename

no tftp-server [interface_name server filename]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン tftp-server コマンドを使用すると、configure net および write net コマンドを簡単に入力できるよう      
になります。configure net または write net コマンドを入力する場合は、tftp-server コマンドで指定      
された TFTP サーバを継承したり、独自に値を指定することができます。また tftp-server コマンド    
のパスをそのまま継承したり、tftp-server コマンド値の末尾にパスおよびファイル名を追加したり、 
tftp-server コマンド値を上書きすることもできます。

FWSM がサポートする tftp-server コマンドは 1 つのみです。

例 次に、TFTP サーバを指定して、/temp/config/test_config ディレクトリからコンフィギュレーション  
を読み取る例を示します。

hostname(config)# tftp-server inside 10.1.1.42 /temp/config/test_config
hostname(config)# configure net

関連コマンド

interface_name ゲートウェイ インターフェイスの名前を指定します。セキュリティが最大 
でないインターフェイスを指定すると、インターフェイスがセキュアでな

いことを示す警告メッセージが表示されます。

server TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を設定します。IPv4 または IPv6 ア      
ドレスを入力できます。

filename パスとファイル名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) ゲートウェイ インターフェイスが必要になりました。

コマンド 説明

configure net コンフィギュレーションを TFTP サーバ上の指定パスから  
ロードします。

show running-config tftp-server デフォルトの TFTP サーバ アドレスおよびコンフィギュレー   
ション ファイルのディレクトリを表示します。
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timeout
最大アイドル時間を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで timeoutコマンド   
を使用します。

timeout {xlate | conn | half-closed | udp | icmp | h225 | h323 | mgcp | mgcp-pat | sip | sip_media | 
non_tcp_udp | sunrpc | uauth} hh:mm:ss

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • conn hh:mm:ss ― 1 時間（01:00:00）

 • h255 hh:mm:ss ― 1 時間（01:00:00）

 • h323 hh:mm:ss ― 5 分（00:05:00） 

 • half-closed hh:mm:ss ― 10 分（00:10:00）

 • icmp hh:mm:ss ― 2 分（00:00:02）

 • mgcp hh:mm:ss ― 5 分（00:05:00）

 • mgcp-pat hh:mm:ss ― 5 分（00:05:00）

 • non_tcp_udp hh:mm:ss ― 10 分（00:10:00）

 • sip hh:mm: ― 30 分（00:30:00）

 • sip_media hh:mm:ss ― 2 分（00:02:00）

 • sunrpc hh:mm:ss ― 10 分（00:10:00）

conn 接続が終了するまでのアイドル時間を指定します。最小値は 5 分です。
hh:mm:ss タイムアウトを指定します。

h225 H.225 シグナリング接続が終了するまでのアイドル時間を指定します。
h323 H.245（TCP）および H.323（UDP）メディア接続が終了するまでのアイド 

ル時間を指定します。デフォルトは 5 分です。

（注） H.245 と H.323 のメディア接続には同じ接続フラグが設定される   
ため、H.245（TCP）接続は H.323（RTP および RTCP）メディア   
接続とアイドル タイムアウトが同じになります。

half-closed 半分終了した TCP 接続が解放されるまでのアイドル時間を指定します。
icmp ICMP のアイドル時間を指定します。
mgcp MGCP メディア接続が削除されるまでのアイドル時間を設定します。
mgcp-pat MGCP PAT 変換が削除されるまでの絶対的なインターバルを設定します。
non_tcp_udp TCP/UDP 以外の接続が終了するまでのアイドル時間を設定します。
sip SIP タイマーを変更します。
sip_media UDP 非アクティビティ タイムアウトでなく、SIP UDP メディア パケット     

による SIP RTP/RTCP に使用される SIP メディア タイマーを変更します。
sunrpc SUNRPC スロットが終了するまでのアイドル時間を指定します。
uauth 認証および許可キャッシュがタイムアウトし、ユーザが次の接続を再認証

するまでの期間を設定します。

udp UDP スロットが解放されるまでのアイドル時間を指定します。最小値は 1  
分です。

xlate 変換スロットが解放されるまでのアイドル時間を指定します。最小値は 1 
分です。
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 • uauthタイマー ― absolute

 • udp hh:mm:ss ― 2 分（00:02:00）

 • xlate hh:mm:ss ― 3 時間（03:00:00）

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン timeout コマンドを使用すると、複数のプロセスのアイドル時間を設定できます。指定したアイド 
ル時間の間スロットが使用されなかった場合、リソースは空いているプールに戻されます。通常の

接続終了シーケンスのあと、TCP 接続スロットは約 60 秒間解放されます。

（注） 接続にパッシブ FTP（ファイル転送プロトコル）が使用されている場合、または Web 認証に virtual    
コマンドが使用されている場合は、timeout uauth 0:0:0 コマンドを使用しないでください。

接続タイマーは変換タイマーよりも優先します。変換タイマーが機能するのは、すべての接続がタ

イムアウトしたあとのみです。

conn hh:mm:ss を設定する場合に 0:0:0 を使用すると、接続がタイムアウトしなくなります。

half-closed hh:mm:ss を設定する場合に 0:0:0 を使用すると、半分終了した接続がタイムアウトしな   
くなります。

h255 hh:mm:ss を設定する場合に h225 00:00:00 を設定すると、H.225 シグナリング接続は切断され      
なくなります。タイマアウト値に h225 00:00:01 を指定すると、タイマーはディセーブルになり、す   
べてのコールが削除された直後に TCP 接続が終了します。

uauth hh:mm:ss 期間は、xlate キーワードの値よりも小さくなければなりません。キャッシングを   
ディセーブルにするには、0 に設定します。接続上でパッシブ FTP を使用する場合は、ゼロに設定   
しないでください。

absolute キーワードをディセーブルにするには、uauth タイマーを 0（ゼロ）に設定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) キーワード mgcp-pat が追加されました。rpc キーワードが sunrpc に変更     
されました。
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例 次に、最大アイドル時間を設定する例を示します。

hostname(config)# timeout uauth 0:5:00 absolute uauth 0:4:00 inactivity
hostname(config)# show running-config timeout
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323 0:05:00  
sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute uauth 0:04:00 inactivity

関連コマンド コマンド 説明

show running-config timeout 指定されたプロトコルのタイムアウト値を表示します。
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timeout (aaa-server host)
AAA（認証、認可、アカウンティング）サーバとの接続確立を断念するまでの、ホスト固有の最大
応答時間を設定するには、aaa サーバ ホスト モードで timeout コマンドを使用します。タイムアウ     
ト値を削除して、デフォルト値の 10 秒にタイムアウトをリセットするには、このコマンドの no 形    
式を使用します。

timeout seconds

no timeout

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのタイムアウト値は 10 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、すべての AAA サーバ プロトコル タイプに対して有効です。

FWSM が AAA サーバとの接続を試行する期間を指定するには、timeout コマンドを使用します。    
FWSM が接続を試行する間隔を指定するには、retry-interval コマンドを使用します。

タイムアウトは、FWSM がサーバとのトランザクションを実行しようとする合計時間です。再試行 
インターバルによって、タイムアウト期間中に通信を再試行する頻度が決まります。したがって、

再試行インターバルがタイムアウト値以上であれば、再試行されません。再試行が必要な場合は、

再試行インターバルをタイムアウト値よりも小さくする必要があります。

例 次に、タイムアウト値を 30 秒、再試行インターバルを 10 秒に、ホスト 1.2.3.4 の RADIUS AAA サー         
バ [svrgrp1] を設定する例を示します。FWSM は、30 秒後に断念するまでに通信を 3 回試行します。

hostname(config)# aaa-server svrgrp1 protocol radius
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server svrgrp1 host 1.2.3.4
hostname(config-aaa-server-host)# timeout 30
hostname(config-aaa-server-host)# retry-interval 10
hostname(config-aaa-server-host)# exit
hostname(config)# 

seconds 要求のタイムアウト間隔（1 ～ 60 秒）を指定します。この値は、FWSM がプ    
ライマリ AAA サーバへの要求を断念するまでの時間です。スタンバイ AAA   
サーバが存在する場合、FWSM はバックアップ サーバに要求を送信します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

aaa サーバ ホスト コンフィ   
ギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

timeout (gtp-map)
GTP セッションの非アクティビティ タイマーを変更するには、GTP マップ コンフィギュレーショ    
ン モードで timeout コマンドを使用します。GTP マップ コンフィギュレーション モードにアクセ      
スするには、gtp-map コマンドを使用します。これらのインターバルをデフォルト値に戻すには、 
このコマンドの no 形式を使用します。

timeout {gsn | pdp-context | request | signaling | tunnel } hh:mm:ss

no timeout {gsn | pdp-context | request | signaling | tunnel } hh:mm:ss

シンタックスの説明

デフォルト gsn、pdp-context、および signaling のデフォルトは 30 分です。

request のデフォルトは 1 分です。

tunnel のデフォルトは 1 分です（Delete PDP Context Request が受信されない場合）。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

コマンド 説明

aaa-server host aaa サーバ ホスト コンフィギュレーション モードを開始して、    
ホスト固有の AAA サーバ パラメータを設定できるようにしま   
す。

clear configure aaa-server コンフィギュレーションから AAA コマンド ステートメントを   
すべて削除します。

show running-config aaa 現在の AAA 設定値を表示します。

hh:mm:ss タイムアウト値です。hh は時間、mm は分、ss は秒を指定します。値 0 を     
指定すると、すぐには切断されません。

gsn GSN を削除するまでの非アクティビティ期間を指定します。
pdp-context PDP コンテキストの受信を開始するまでの最大許容時間を指定します。
request GTP メッセージの受信を開始するまでに最大許容時間を指定します。
signaling GTP シグナリングを削除するまでの非アクティビティ期間を指定します。
tunnel GTP トンネルを切断するまでの非アクティブ期間を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン PDP コンテキストは、IMSI および NSAPI を組み合わせた TID で識別されます。各 MS には最大 15         
の NSAPI を設定できるため、各 QoS（サービス品質）レベルのアプリケーション要件に基づいて、   
それぞれ異なる NSAPI を持つ複数の PDP コンテキストを作成することができます。

GTP トンネルは異なる GSN ノード内にある 2 つの対応する PDP コンテキストによって定義され、       
トンネル ID で識別されます。外部パケット データ ネットワークとモバイル ステーション ユーザ      
間でパケットを転送する場合は、GTP トンネルが必要です。

例 次に、要求キューのタイムアウト値を 2 分に設定する例を示します。

hostname(config)# gtp-map gtp-policy
hostname(config-gtpmap)# timeout request 00:02:00

関連コマンド コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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time-range
time-range コンフィギュレーション モードを開始し、トラフィック ルールまたはアクションに付加   
できる時間範囲を定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードで time-range コマン    
ドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

time-range name

no time-range name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 時間範囲を作成しても、デバイスへのアクセスは制限されません。time-range コマンドは時間範囲 
のみを定義します。時間範囲を定義してから、トラフィック ルールまたはアクションに付加します。

時間ベースの ACL を実行するには、time-range コマンドを使用して、特定の時刻と曜日を定義しま   
す。次に、access-list extended time-range コマンドを使用して時間範囲を ACL にバインドします。

時間範囲には FWSM のシステム クロックを使用しますが、機能が最適に動作するのは、NTP と同    
期した場合です。

例 次に、時間範囲 [New_York_Minute] を作成し、time-range コンフィギュレーション モードを開始す    
る例を示します。

hostname(config)# time-range New_York_Minute
hostname(config-time-range)#

時間範囲を作成し、time-range コンフィギュレーション モードを開始すると、absolute および   
periodic コマンドを使用して時間範囲パラメータを定義できるようになります。time-range コマン  
ドの absolute および periodic キーワードをデフォルト設定にリセットするには、time-range コンフィ     
ギュレーション モードで default コマンドを使用します。

name 時間範囲の名前。名前の最大長は 64 文字です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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時間ベースの ACL を実行するには、time-range コマンドを使用して、特定の時刻と曜日を定義しま   
す。次に、access-list extended コマンドを使用して、時間範囲を ACL にバインドさせます。次に、    
ACL [Sales] を時間範囲 [New_York_Minute] にバインドさせる例を示します。

hostname(config)# access-list Sales line 1 extended deny tcp host 209.165.200.225 host 
209.165.201.1 time-range New_York_Minute
hostname(config)# 

ACL の詳細については、access-list extended コマンドを参照してください。

関連コマンド コマンド 説明

absolute 時間範囲が有効となる絶対時刻を定義します。

access-list extended FWSM を介して IP トラフィックを許可または拒否するポリシーを設定し   
ます。

default time-range コマンドの absolute および periodic キーワードをデフォルト設     
定に戻します。

periodic 時間範囲機能をサポートする機能に、週単位の反復する時間範囲を指定し

ます。
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timers lsa-group-pacing
OSPF Link-State Advertisement（LSA; リンク ステート アドバタイズ）をグループに収集してリフ     
レッシュ、チェックサム、エージングを行うインターバルを指定するには、ルータ コンフィギュ 
レーション モードで timers lsa-group-pacing コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

timers lsa-group-pacing seconds

no timers lsa-group-pacing [seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのインターバルは 240 秒です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF LSA をグループに収集し、リフレッシュ、チェックサム、またはエージングを行うインター  
バルを変更するには、timers lsa-group-pacing seconds コマンドを使用します。デフォルトのタイマー   
値に戻すには、no timers lsa-group-pacing コマンドを使用します。

例 次に、LSA のグループ処理インターバルを 500 秒に設定する例を示します。

hostname(config-router)# timers lsa-group-pacing 500
hostname(config-router)# 

関連コマンド

seconds OSPF LSA をグループに収集して、リフレッシュ、チェックサム、または  
エージングを行うインターバル。有効値は 10 ～ 1800 秒です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示します。
timers spf Shortest Path First（SPF）の計算遅延およびホールドタイムを指定します。
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timers spf
Shortest Path First（SPF）計算の遅延およびホールドタイムを指定するには、ルータ コンフィギュ   
レーション モードで timers spf コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの    
no 形式を使用します。

timers spf delay holdtime

no timers spf [delay holdtime]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの設定は次のとおりです。

 • delay ― 5 秒

 • holdtime ― 10 秒

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSPF プロトコルがトポロジ変更を受信してから計算を開始するまでの遅延時間、および連続する 
2 つの SPF 計算間のホールドタイムを設定するには、timers spf コマンドを使用します。デフォル     
トのタイマー値に戻すには、no timers spf コマンドを使用します。

例 次に、SPF 計算の遅延を 10 秒、SPF 計算のホールドタイムを 20 秒に設定する例を示します。

hostname(config-router)# timers spf 10 20
hostname(config-router)#

関連コマンド

delay OSPF がトポロジ変更を受信してから、SPF 計算を開始するまでの遅延時  
間を、1 ～ 65535 秒の範囲で指定します。

holdtime 連続する 2 つの SPF 計算間のホールドタイム（秒）。有効値は 1 ～ 65535       
です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ルータ コンフィギュレーショ 
ン

 • —  • — —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

router ospf ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
show ospf OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示します。
timers lsa-group-pacing OSPF LSA を収集して、リフレッシュ、チェックサム、またはエー  

ジングを行うインターバルを指定します。
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transfer-encoding
転送符号化タイプを指定して、HTTP トラフィックを制限するには、HTTP マップ コンフィギュレー   
ション モードで transfer-encoding コマンドを使用します。HTTP マップ コンフィギュレーション     
モードにアクセスするには、http-map コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするに 
は、このコマンドの no形式を使用します。

transfer-encoding type {chunked | compress | deflate | gzip | identity | default} action {allow | reset | 
drop} [log]

no transfer-encoding type {chunked | compress | deflate | gzip | identity | default} action {allow | reset 
| drop} [log]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。このコマンドがイネーブル化されていて、サ

ポート対象の転送符号化タイプが指定されていない場合、デフォルトで接続は許可され、ロギング

は行われません。デフォルト アクションを変更するには、default キーワードを使用し、別のデフォ  
ルト アクションを指定します。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

action 指定した転送符号化タイプを使用する接続が検出された場合に実行するアク

ションを指定します。

allow メッセージを許可します。

chunked メッセージ本体が一連のチャンクとして転送される転送符号化タイプを識別

します。

compress メッセージ本体が UNIX ファイル圧縮を使用して転送される転送符号化タイ  
プを識別します。

default サポートされているにもかかわらず、コンフィギュレーション リストに存在 
しない要求方式がトラフィックに含まれている場合に、FWSM が実行するデ 
フォルト アクションを指定します。

deflate メッセージ本体が zlib 形式（RFC 1950）および deflate 圧縮（RFC 1951）を使      
用して転送される転送符号化タイプを識別します。

drop 接続を終了します。

gzip メッセージ本体が GNU zip（RFC 1952）を使用して転送される転送符号化タ   
イプを識別します。

identity メッセージ本体が転送符号化を使用しないで転送される接続を識別します。

log （任意）Syslog を生成します。
reset クライアントおよびサーバに TCP リセット メッセージを送信します。
type HTTP アプリケーション検査を介して制御される転送符号化タイプを指定し 

ます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

HTTP マップ コンフィギュ
レーション

 •  •  •  • —
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コマンド履歴

使用上のガイドライン transfer-encoding コマンドをイネーブルにすると、FWSM は設定されているサポート対象の転送符  
号化タイプごとに、指定されたアクションを HTTP 接続に適用します。

FWSM は default アクションを、設定リストの転送符号化タイプと一致しないすべてのトラフィッ   
クに適用します。設定済みの default アクションでは、ロギングを行わずに接続を許可します。

たとえば、設定済みのデフォルト アクションがある場合に、アクションが drop や log である符号     
化タイプを 1 つまたは複数指定すると、FWSM は設定済みの符号化タイプを含む接続を削除し、各   
接続をロギングし、その他のサポート対象符号化タイプに対応する接続をすべて許可します。

より限定的なポリシーを設定する場合は、デフォルト アクションを drop（または reset）および log    
（イベントを記録する場合）に変更します。次に、許可された符号化タイプごとに allow アクション  
を設定します。

適用する設定ごとに、transfer-encoding コマンドを 1 回入力します。デフォルト アクションを変更    
する場合、および設定済みの転送符号化タイプのリストに各符号化タイプを追加する場合は、それ

ぞれ別々の transfer-encoding コマンド インスタンスを使用します。

このコマンドの no 形式を使用して、設定済みのアプリケーション タイプ リストからアプリケー    
ション カテゴリを削除した場合、コマンドライン内のそのアプリケーション カテゴリ キーワード   
後の文字列はすべて無視されます。

例 次に、設定済みのデフォルトを使用して、特に禁止されていないサポート対象アプリケーション タ 
イプをすべて許可する、制限の緩いポリシーを設定する例を示します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# transfer-encoding gzip drop log

この場合、GNU zip を使用する接続のみが削除され、イベントが記録されます。

次に、接続をリセットし、特に許可されていないすべての符号化タイプに対応するイベントを記録

するようにデフォルト アクションを変更して、限定的なポリシーを設定する例を示します。

hostname(config)# http-map inbound_http
hostname(config-http-map)# port-misuse default action reset log
hostname(config-http-map)# port-misuse identity allow

この場合、転送符号化を使用しない接続のみが許可されます。サポート対象のその他の符号化タイ

プに対応した HTTP トラフィックが受信されると、FWSM は接続をリセットし、Syslog エントリを    
作成します。

関連コマンド

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map セキュリティ アクションを適用するトラフィック クラスを定義します。
debug appfw 拡張 HTTP 検査に関連付けられたトラフィックの詳細情報を表示します。
http-map 拡張 HTTP 検査を設定するために HTTP マップを定義します。
inspect http 特定の HTTP マップがアプリケーション検査で使用されるようにします。
policy-map 特定のセキュリティ アクションにクラス マップを対応付けます。
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trust-point
IKE ピアに送信される証明書を識別するトラストポイントの名前を指定するには、tunnel-group 
ipsec-attributes モードで trust-point コマンドを使用します。トラストポイントの指定を除去するす   
るには、このコマンドの no 形式を使用します。

trust-point trust-point-name 

no trust-point trust-point-name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのトンネルグループ タイプにこの属性を適用できます。

例 次に、config-ipsec コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec LAN-to-LAN トンネ    
ル グループ 209.165.200.225 の IKE ピアに送信する証明書を識別するためのトラストポイントを設     
定する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)# trust-point mytrustpoint
hostname(config-ipsec)# 

関連コマンド

trust-point-name 使用するトラストポイントの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

tunnel-group ipsec-attributes コ  
ンフィギュレーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
crypto ca trustpoint  指定したトランスポートでトラストポイント モードを開  

始します。

show running-config tunnel-group 指定したトンネル グループまたはすべてのトンネル グ  
ループの設定を表示します。

tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    
明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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tunnel-group
IPSec の接続固有レコードのデータベースを作成および管理するには、グローバル コンフィギュ  
レーション モードで tunnel-group コマンドを使用します。トンネル グループを削除するには、こ    
のコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-group name type type

no tunnel-group name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

（注） tunnel-group コマンドをトランスペアレント ファイウォール モードで使用すると、LAN-to-LAN ト    
ンネル グループを設定できますが、リモートアクセス グループを設定することはできません。  
LAN-to-LAN で使用できるすべての tunnel-group コマンドは、トランスペアレント ファイウォール    
モードでも使用できます。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM にはデフォルト トンネル グループが 2 つあります。IPSec リモートアクセス トンネル グルー        
プのデフォルトである DefaultRAGroup と、IPSec LAN-to-LAN トンネル グループのデフォルトであ     
る DefaultL2Lgroup です。これらのデフォルト トンネル グループは変更できますが、削除すること    
はできません。トンネル ネゴシエーション中に特定のトンネル グループが識別されなかった場合、  
FWSM はこれらのグループを使用して、リモート アクセスおよび LAN-to-LAN トンネル グループ     
のデフォルト トンネル パラメータを設定します。

 tunnel-group コマンドには、次のコマンドがあります。これらの各コマンドを実行するとコンフィ  
ギュレーション モードが開始し、コンフィギュレーション モードのレベルで属性を設定できるよ  
うになります。

 • tunnel-group general-attributes

name トンネル グループ名を指定します。任意の文字列を選択できます。名前に 
IP アドレスを指定する場合は、通常、ピアの IP アドレスを使用します。

type トンネル グループのタイプを指定します。 
L2TP/IPSec ― L2TP over IPSec 
ipsec-ra ― IPSec リモート アクセス 
ipsec-l2l ― IPsec LAN-to-LAN

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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 • tunnel-group ipsec-attributes

 • tunnel-group ppp-attributes

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec LAN-to-LAN トンネ    
ル グループを設定する例を示します。名前は LAN-to-LAN ピアの IP アドレスです。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type ipsec-l2l
hostname(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group すべてのトンネル グループまたは特定のトンネル グルー  

プのトンネル グループ設定を表示します。
tunnel-group map crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    

明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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tunnel-group general-attributes
general-attributes コンフィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレー   
ション モードで tunnel-group general-attributes コマンドを使用します。このモードは、サポートさ    
れているすべてのトンネリング プロトコルに共通の設定値を設定する場合に使用します。

一般属性をすべて削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-group name general-attributes 

no tunnel-group name general-attributes

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の表に、このグループに属するコマンド、およびこれらのコマンドを設定できるトンネルグルー

プ タイプを示します。

general-attributes このトンネルグループの属性を指定します。

name トンネル グループ名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

一般属性 使用可能なトンネルグループ タイプ

accounting-server-group IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
address-pool IPSec RA、L2TP/IPSec
authentication-server-group IPSec RA、L2TP/IPSec
authorization-server-group IPSec RA、L2TP/IPSec
default-group-policy IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
dhcp-server IPSec RA、L2TP/IPSec
strip-group IPSec RA、L2TP/IPSec
strip-realm IPSec RA、L2TP/IPSec
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、LAN-to-LAN ピアの IP ア
ドレスを使用して IPSec LAN-to-LAN 接続のトンネル グループを作成し、一般属性を設定するため
の一般コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。トンネル グループ名は 
209.165.200.225 です。

hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 type IPSec_L2L
hostname(config)# tunnel-group 209.165.200.225 general
hostname(config-general)#

次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec リモート アクセス接    
続のトンネル グループ [remotegrp] を作成し、トンネル グループ [remotegrp] の一般属性を設定する      
ための一般コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general
hostname(config-general)

関連コマンド コマンド 説明

clear configure tunnel-group 設定されたトンネル グループをすべて消去します。
show running-config tunnel-group 指定したトンネル グループまたはすべてのトンネル グルー  

プの設定を表示します。

tunnel-group-map default-group crypto ca certificate map コマンドを使用して作成された証    
明書マップ エントリにトンネル グループを対応付けます。
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tunnel-group ipsec-attributes
ipsec-attribute コンフィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーショ   
ン モードで tunnel-group ipsec-attributes コマンドを使用します。このモードは、IPSec トンネリン     
グ プロトコル固有の設定値を設定する場合に使用します。

IPSec 属性をすべて削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-group name ipsec-attributes 

no tunnel-group name ipsec-attributes

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このグループに属するコマンドは、次のとおりです。

ipsec-attributes このトンネルグループの属性を指定します。

name トンネル グループ名を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

IPSec 属性 使用可能なトンネルグループ タイプ

authorization-dn-attributes IPSec RA

authorization-required IPSec RA

chain IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
client-update IPSec RA

isakmp keepalive IPSec RA

peer-id-validate IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
pre-shared-key IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
radius-with-expiry IPSec RA

trust-point IPSec RA、IPSec L2L、L2TP/IPSec
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例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、IPSec リモートアクセス ト    
ンネル グループ [remotegrp] のトンネル グループを作成し、IPSec グループ属性を指定する例を示し     
ます。

hostname(config)# tunnel-group remotegrp type ipsec_ra
hostname(config)# tunnel-group remotegrp ipsec-attributes
hostname(config-ipsec)

関連コマンド コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
subject-name（crypto ca certificate map） ルール エントリの文字列と比較する CA 証明書の DN    

を識別します。

tunnel-group-map default-group 既存のトンネルグループ名をデフォルト トンネル グ  
ループとして指定します。
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tunnel-group-map default-group
tunnel-group-map コマンドは、証明書ベースの IKE セッションをトンネル グループにマッピングす    
る場合に使用するポリシーおよびルールを設定します。crypto ca certificate map コマンドを使用し    
て作成された証明書マップ エントリをトンネル グループに対応付けるには、グローバル コンフィ   
ギュレーション モードで tunnel-group-map コマンドを使用します。各呼び出しが一意であり、マッ   
プ インデックスを複数回参照しないかぎり、このコマンドは何度でも呼び出すことができます。

トンネルグループマップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-group-map [rule-index] default-group tunnel-group-name

no tunnel-group-map [rule-index] default-group tunnel-group-name

シンタックスの説明

デフォルト tunnel-group-map default-group のデフォルト値は DefaultRAGroup です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン crypto ca certificate map コマンドは、プライオリティが設定された証明書マッピング ルール リス      
トをメンテナンスします。存在できるマップは 1 つのみですが、このマップには最大 65535 のルー    
ルを含めることができます。詳細については、crypto ca certificate map コマンドの説明を参照して    
ください。

証明書からトンネルグループ名を取得する処理では、トンネル グループに対応付けられていない証 
明書マップ内のエントリ（このコマンドで識別されないすべてのマップ ルール）は無視されます。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力し、設定されているその他の  
方式で名前を取得できない場合に使用する、デフォルト トンネル グループを指定する例を示しま  
す。使用するトンネル グループ名は group1 です。

hostname(config)# tunnel-group-map default-group group1
hostname(config)# 

default-group 
tunnel-group-name

設定されているその他の方式で名前を取得できない場合に使用する、デ

フォルト トンネル グループを指定します。tunnel-group name は常に存在    
している必要があります。

rule index （任意）crypto ca certificate map コマンドで指定されたパラメータを参照    
します。指定できる値は 1 ～ 65535 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド

tunnel-group-map enable
証明書ベースの IKE セッションをトンネル グループにマッピングする場合に使用するポリシーお   
よびルールを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで tunnel-group-map enable    
コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-group-map [rule-index] enable policy

no tunnel-group-map [rule-index] enable policy

シンタックスの説明

デフォルト tunnel-group-map コマンドのデフォルト値は DefaultRAGroup に設定されている enable ou および      
default-group です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
subject-name（crypto ca certificate map） ルール エントリの文字列と比較する CA 証明書の DN    

を識別します。

policy 証明書からトンネル グループ名を取得するためのポリシーを指定します。 
policy には次のいずれかを指定できます。

ike-id ― トンネルグループがルール検索に基づいて判別されない場合、また  
は OU（組織単位）から取得されない場合に、証明書ベース IKE セッション   
が phase1 IKE ID の内容に基づいてトンネル グループにマッピングされるよ     
うに指定します。

ou ― トンネルグループがルール検索に基づいて判別されない場合に、サブ  
ジェクト DN（識別名）内の OU 値を使用するように指定します。

peer-ip ― トンネルグループがルール検索に基づいて判別されない場合、また  
は OU や IKE-ID 方式から取得されない場合に、確立されたピア IP アドレス      
を使用するように指定します。

rules ― 証明書ベース IKE セッションが、このコマンドによって設定された    
証明書マップの対応付けに基づいてトンネル グループにマッピングされるよ 
うに指定します。

rule index （任意）crypto ca certificate map コマンドで指定されたパラメータを参照しま    
す。指定できる値は 1 ～ 65535 です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •
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コマンド履歴

使用上のガイドライン crypto ca certificate map コマンドは、プライオリティが設定された証明書マッピング ルール リス      
トをメンテナンスします。存在できるマップは 1 つのみですが、このマップには最大 65535 のルー    
ルを含めることができます。詳細については、crypto ca certificate map コマンドの説明を参照して    
ください。

例 次に、phase1 IKE ID の内容に基づいて、トンネル グループに証明書ベース IKE セッションのマッ      
ピングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# tunnel-group-map enable ike-id
hostname(config)# 

次に、確立されたピア IP アドレスに基づいて、トンネル グループへの証明書ベース IKE セッショ     
ンのマッピングをイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# tunnel-group-map enable peer-ip
hostname(config)# 

次に、サブジェクト DN 内の OU に基づいて、証明書ベース IKE セッションのマッピングをイネー      
ブルにする例を示します。

hostname(config)# tunnel-group-map enable ou
hostname(config)# 

次に、確立されたルールに基づいて、証明書ベース IKE セッションのマッピングをイネーブルにす  
る例を示します。

hostname(config)# tunnel-group-map enable rules
hostname(config)# 

関連コマンド

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crypto ca certificate map CA 証明書マップ モードを開始します。
subject-name（crypto ca certificate map） ルール エントリの文字列と比較する CA 証明書の DN    

を識別します。
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tunnel-limit
FWSM でアクティブにできる GTP トンネルの最大数を指定するには、GTP マップ コンフィギュ     
レーション モードで tunnel limit コマンドを使用します。GTP マップ コンフィギュレーション モー       
ドにアクセスするには、gtp-map コマンドを使用します。トンネル制限をデフォルト設定に戻すに 
は、このコマンドの no 形式を使用します。

tunnel-limit max_tunnels

no tunnel-limit max_tunnels

シンタックスの説明

デフォルト トンネル制限のデフォルトは 500 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドで指定されたトンネル数に到達すると、新しい要求は廃棄されます。

例 次に、GTP トラフィックの最大トンネル数を 10,000 に指定する例を示します。

hostname(config)# gtp-map qtp-policy
hostname(config-gtpmap)# tunnel-limit 10000

関連コマンド

max_tunnels 許容される最大トンネル数です。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です    
（トンネル全体の最大数）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

GTP マップ コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear service-policy inspect gtp グローバル GTP 統計情報を消去します。
debug gtp GTP 検査の詳細情報を表示します。
gtp-map GTP マップを定義し、GTP マップ コンフィギュレーション モー    

ドをイネーブルにします。

inspect gtp 特定の GTP マップがアプリケーション検査で使用されるように  
します。

show service-policy inspect gtp GTP 設定を表示します。
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33

upgrade-mp ～  
write terminal コマンド

upgrade-mp
メンテナンス パーティション ソフトウェアをアップグレードするには、upgrade-mp コマンドを使   
用します。

upgrade-mp {http[s]://[user:password@]server[:port]/pathname | tftp[://server/pathname]}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

tftp TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバを指定します。サーバおよ
びパスを指定しない場合は、情報を求めるプロンプトが表示されます。デ

フォルト TFTP サーバを設定する手順については、tftp-server コマンドを   
参照してください。

http[s] HTTP（S）サーバを指定します。
server HTTP（S）または TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
pathname ソフトウェア イメージのパス名およびファイル名を指定します。
user （任意）HTTP（S）ユーザ名を指定します。
password （任意）ユーザ パスワードを指定します。
port （任意）HTTP（S）ポートを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権モード  •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、TFTP サーバからイメージをダウンロードする例を示します。

hostname# upgrade-mp tftp://10.192.1.1/c6svc-mp.2-1-1.bin.gz

関連コマンド コマンド 説明

copy フラッシュメモリにファイルをコピーします。
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url
CRL を取得するためにスタティック URL のリストをメンテナンスするには、crl configure コンフィ     
ギュレーション モードで url コマンドを使用します。crl configure コンフィギュレーション モード      
には、crypto ca トラストポイント コンフィギュレーション モードからアクセスできます。既存の    
URL を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

url index url

no url index url

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 既存の URL を上書きすることはできません。既存の URL を置き換えるには、まず、このコマンド    
の no 形式を使用して削除する必要があります。

例 次に、crl configure コンフィギュレーション モードを開始し、CRL 取得用の URL リストを作成およ      
びメンテナンスするために インデックス 3 を設定し、CRL の取得元となる URL https://example.com      
を設定する例を示します。

hostname(configure)# crypto ca trustpoint central
hostname(ca-trustpoint)# crl configure
hostname(ca-crl)# url 3 https://example.com
hostname(ca-crl)# 

関連コマンド

index リスト内の各 URL のランクを決定する 1 ～ 5 の値を指定します。FWSM      
はインデックスが 1 の URL を最初に試行します。

url CRL の取得元の URL を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

crl configure コンフィギュレー  
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

crl configure ca-crl コンフィギュレーション モードを開始します。
crypto ca trustpoint トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始します。
policy CRL の取得元を指定します。
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url-block 
フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間に Web サーバ応答で使用する URL バッ     
ファを管理するには、グローバル コンフィギュレーション モードで url-block コマンドを使用しま    
す。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

url-block block block_buffer_limit

no url-block block block_buffer_limit

Websense の場合のみ：

url-block url-mempool memory_pool_size

no url-block url-mempool memory_pool_siz

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン Websense フィルタリング サーバに url-block url-size コマンドを使用すると、最大 4 KB の長い URL         
をフィルタリングできます。Websense および N2H2 フィルタリング サーバに url-block block コマ       
ンドを使用すると、FWSM が URL フィルタリング サーバからの応答を待機している間、Web クラ     
イアント要求への応答として Web サーバから着信したパケットがバッファリングされます。この  
方法を使用すると、Web クライアントのパフォーマンスがデフォルトの FWSM 動作（パケットを   
廃棄し、接続が許可された場合は Web サーバにパケットの再送信を要求する）よりも向上します。

block 
block_buffer_limit

フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機する間 Web サーバ応   
答を保存するための HTTP 応答バッファを作成します。シングル コンテキ   
スト モードでは、使用できる値は 0 ～ 128 です。1550 バイト ブロックの       
個数が指定されます。マルチ コンテキスト モードでは、使用できる値は  
0 ～ 16 です。

url-mempool 
memory_pool_size

Websense URL フィルタリング専用です。キロバイト（KB）単位の URL   
バッファ メモリ プールのサイズです。シングル コンテキスト モードでは、    
使用できる値は 2 ～ 10240 です。2 ～ 10240 KB の URL バッファ メモリ           
プールを指定します。マルチ コンテキスト モードでは、使用できる値は  
0 ～ 512 です。

url-size long_url_size Websense URL フィルタリング専用です。最大許容 URL サイズ（KB 単位）     
です。使用できる値は 2、3、または 4 です。最大 URL サイズを 2 KB、3       
KB、または 4 KB に指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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url-block block コマンドを使用し、フィルタリング サーバによって接続が許可された場合、FWSM   
は HTTP 応答バッファから Web クライアントにブロックを送信し、バッファからブロックを削除    
します。フィルタリング サーバによって接続が拒否されると、FWSM は Web クライアントに拒否    
メッセージを送信し、HTTP 応答バッファからブロックを削除します。

フィルタリング サーバのフィルタリング判断を待機している間、Web サーバ応答のバッファリン  
グに使用するブロック数を指定するには、 url-block block command を使用します。

Websense フィルタリング サーバがフィルタリングする最大 URL 長および URL バッファに割り当      
てる最大メモリを指定するには、 url-block url-size コマンドおよび url-block url-mempool コマンド      
を使用します。これらのコマンドを使用すると、1159 バイトを超える URL（最大 4096 バイト）を    
Websense サーバに送信することができます。url-block url-size コマンドは、1159 バイトを超える    
URL をバッファに格納してから、Websense サーバに（TCP パケット ストリームを介して）送信し、    
Websense サーバがこの URL へのアクセスを許可または拒否できるようにします。

例 次に、URL フィルタリング サーバからの応答をバッファリングするために 1550 バイトブロックを    
56 割り当てる例を示します。

hostname#(config)# url-block block 56

関連コマンド コマンド 説明

clear url-block block statistics ブロック バッファ使用率カウンタを消去します。
filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-block N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機    

する間 URL をバッファに格納するための URL ブロックの情報    
を表示します。

url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の   
URL キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定  
します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別     
します。
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url-cache
N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッシングをイネーブルに     
し、キャッシュ サイズを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで url-cache コ     
マンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

url-cache {dst |   src_dst} kbytes[kb]

no url-cache {dst |   src_dst} kbytes[kb]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン url-cache コマンドを使用すると、Web サーバからの応答が N2H2 または Websense フィルタリング      
サービス サーバからの応答よりも早い場合に、この応答をバッファに格納するように設定できま 
す。このコマンドにより、Web サーバの応答を 2 回ロードすることがなくなります。

URL キャッシングをイネーブルにしたり、キャッシュ サイズを設定したり、キャッシュ統計情報  
を表示するには、url-cache コマンドを使用します。

キャッシングを行うと、FWSMのメモリに URL へのアクセス権限が格納されます。ホストが接続  
を要求すると、FWSM は N2H2 または Websense サーバに要求を転送しないで、まず URL キャッ       
シュ内で一致するアクセス権限を検索します。キャッシングをディセーブルにするには、no
url-cache コマンドを使用します。

dst URL 宛先アドレスに基づくキャッシュ エントリ。すべてのユーザが N2H2 ま    
たは Websense サーバ上で同じ URL フィルタリング ポリシーを共有する場合     
は、このモードを選択します。

kb （任意）指定したサイズがキロバイト単位であることを示します。kb を追加す 
ることが習慣になっている場合に備え、FWSM はこのキーワードを便宜的に 
許可しています。

kbytes キャッシュ サイズの値を 1 ～ 128 KB の範囲で指定します。
src_dst URL 要求を開始する送信元アドレスと URL 宛先アドレスの両方に基づく   

キャッシュ エントリ。ユーザが N2H2 または Websense サーバ上で同じ URL      
フィルタリング ポリシーを共有しない場合は、このモードを選択します。

statistics キャッシュ検索数およびヒット レートなど、その他の URL キャッシュ統計情   
報を表示するには、statistics オプションを使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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（注） N2H2 または Websense サーバの設定を変更する場合は、no url-cache コマンドでキャッシュをディ     
セーブルにしてから、url-cache コマンドでキャッシュを再度イネーブルにします。

URL キャッシュを使用しても、Websense プロトコル バージョン 1 の Websense アカウンティング       
ログは更新されません。Websense プロトコル バージョン 1 を使用している場合は、Websense にロ     
グの蓄積を許可して、Websense アカウンティング情報を表示できるようにします。目的のセキュリ 
ティ要求を満たす使用プロファイルを取得したら、url-cache をイネーブルにしてスループットを増 
大させます。url-cache コマンドの使用中は、Websense プロトコル バージョン 4 および N2H2 URL       
フィルタリングに対応するように、アカウンティング ログが更新されます。

例 次に、送信元またおよび宛先アドレスに基づくすべての発信 HTTP 接続をキャッシュに格納する例  
を示します。

hostname(config)# url-cache src_dst 128

関連コマンド コマンド 説明

clear url-cache statistics コンフィギュレーションから url-cache コマンドのステートメント  
を削除します。

filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-cache statistics N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機す    

る間に URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を    
表示します。

url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL    
キャッシングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。

url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別しま     
す。
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url-server
filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別するには、グローバル コンフィギュ      
レーション モードで url-server コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no    
形式を使用します。

N2H2

url-server (if_name) vendor n2h2 host local_ip [port number] [timeout seconds] [protocol {TCP | 
UDP [connections num_conns]}]

no url-server (if_name) vendor n2h2 host local_ip [port number] [timeout seconds] [protocol {TCP | 
UDP [connections num_conns]}]

Websense

url-server (if_name) vendor websense host local_ip [timeout seconds] [protocol {TCP | UDP | 
connections num_conns] | version]

no url-server (if_name) vendor websense host local_ip [timeout seconds] [protocol {TCP | UDP 
[connections num_conns] | version]

シンタックスの説明 N2H2

Websense

connections num_conns 許可される最大接続数を制限します。

host local_ip URL フィルタリング アプリケーションが稼働するサーバ
if_name （任意）認証サーバが存在するネットワーク インターフェイス。指定し 

ない場合、デフォルトは内部です。

port number N2H2 サーバのポート。FWSM はこのポートで UDP 応答も待ち受けま    
す。デフォルトのポート番号は 4005 です。

protocol プロトコルを設定するには、TCP または UDP キーワードを使用します。   
デフォルトは TCP です。

timeout seconds 指定した次のサーバに FWSM が切り替わるまでの最大許容アイドル時  
間。デフォルトは 5 秒です。

vendor n2h2 URL フィルタリング サービス ベンダーが N2H2 であることを示します。

connections num_conns 許可される最大接続数を制限します。

if_name 認証サーバが存在するネットワーク インターフェイス。指定しない場 
合、デフォルトは内部です。

host local_ip URL フィルタリング アプリケーションが稼働するサーバ
timeout seconds 指定した次のサーバに FWSM が切り替わるまでの最大許容アイドル時  

間。デフォルトは 5 秒です。
protocol プロトコルを設定するには、TCP または UDP キーワードを使用しま   

す。デフォルトは TCP プロトコル、バージョン 1 です。
vendor websense URL フィルタリング サービス ベンダーが Websense であることを示し     

ます。

version プロトコル バージョン 1 または 4 を指定します。デフォルトは TCP プ       
ロトコル バージョン 1 です。TCP を設定するには、バージョン 1 また      
はバージョン 4 を使用します。UDP を設定するには、バージョン 4 の     
みを使用します。
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デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン url-server コマンドは、N2H2 または Websense URL フィルタリング アプリケーションが稼働する      
サーバを指定します。URL サーバは 16 台まで指定できますが、一度に使用できるアプリケーショ   
ンは 1 つ（N2H2 または Websense）のみです。FWSM の設定を変更しても、アプリケーション サー      
バの設定は更新されません。アプリケーション サーバの設定は、ベンダーの指示に従って、個別に 
行う必要があります。

url-server コマンドは、HTTPS および FTP（ファイル転送プロトコル）に filter コマンドを発行す     
る前に設定する必要があります。サーバ リストからすべての URL サーバを削除すると、URL フィ    
ルタリングに関連するすべての filter コマンドも削除されます。

サーバを指定したら、filter url コマンドを使用して URL フィルタリング サービスをイネーブルに     
します。

URL をフィルタリングする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ベンダー固有の適切な url-server コマンド形式を使用して、URL フィルタリング アプリケーション    
サーバを指定します。

ステップ 2 filter コマンドを使用して、URL フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 3 （任意）url-cache コマンドを使用して、URL キャッシングをイネーブルにし、認識される応答時間  
を短縮します。

ステップ 4 （任意）url-block コマンドを使用して、ロング URL および HTTP バッファリングのサポートをイ     
ネーブルにします。

ステップ 5 show url-block block statistics、show url-cache statistics、または show url-server statistics コマンドを         
使用して、実行情報を表示します。

N2H2 によるフィルタリングの詳細については、次の URL にある N2H2 の Web サイトを参照して       
ください。

http://www.n2h2.com

（注） N2H2 社は、2003 年 10 月に Secure Computing 社に買収されました。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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Websense フィルタリング サービスの詳細については、次の URL にある Web サイトを参照してく      
ださい。

http://www.websense.com/

例 次に、N2H2 を使用した場合に、10.0.2.54 ホストからの接続を除く、すべての発信 HTTP 接続をフィ    
ルタリングする例を示します。

hostname(config)# url-server (perimeter) vendor n2h2 host 10.0.1.1
hostname(config)# filter url http 0 0 0 0
hostname(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

次に、Websense を使用した場合に、10.0.2.54 ホストからの接続を除く、すべての発信 HTTP 接続を    
フィルタリングする例を示します。

hostname(config)# url-server (perimeter) host 10.0.1.1 protocol TCP version 4
hostname(config)# filter url http 0 0 0 0
hostname(config)# filter url except 10.0.2.54 255.255.255.255 0 0

関連コマンド コマンド 説明

clear url-server URL フィルタリング サーバの統計情報を消去します。
filter url トラフィックを URL フィルタリング サーバに転送します。
show url-block N2H2 または Websense フィルタリング サーバからの応答を待機する間に    

URL をバッファに格納するための URL キャッシュの情報を表示します。
url-cache N2H2 または Websense サーバからの応答を保留している間の URL キャッ     

シングをイネーブルにし、キャッシュ サイズを設定します。
url-server filter コマンドで使用する N2H2 または Websense サーバを識別します。
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user-authentication
ユーザ認証をイネーブルにするには、グループポリシー コンフィギュレーション モードで  
user-authentication enable コマンドを使用します。ユーザ認証をディセーブルにするには、  
user-authentication disable コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションからユーザ認証属  
性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このオプションを使用すると、別のグ  
ループ ポリシーからユーザ認証に関する値を継承できます。

ユーザ認証がイネーブルな場合、ハードウェア クライアントの背後にいる各ユーザは、トンネルを 
介してネットワークにアクセスすることを認証する必要があります。

user-authentication {enable | disable}

no user-authentication

シンタックスの説明

デフォルト ユーザ認証はディセーブルです。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各ユーザは、設定した認証サーバの順序に従って認証します。

プライマリ FWSM でユーザ認証が必要な場合は、すべてのバックアップ サーバにもユーザ認証を   
設定する必要があります。

例 次に、グループ ポリシー [FirstGroup] のユーザ認証をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# user-authentication enable

disable ユーザ認証をディセーブルにします。

enable ユーザ認証をイネーブルにします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

ip-phone-bypass ユーザ認証を行わなくても IP Phone を接続できるようにしま   
す。Secure Unit Authentication は引き続き有効です。

leap-bypass ユーザ認証の前に（ユーザ認証がイネーブルな場合）、VPN（バー
チャル プライベート ネットワーク）クライアントの背後にある  
無線デバイスから送信された LEAP パケットが VPN トンネルを    
通れるようにします。このようにすると、シスコ製無線アクセ

ス ポイント デバイスを使用するワークステーションで LEAP 認    
証を確立できます。その後、ユーザ認証ごとに再認証します。

secure-unit-authentication クライアントがトンネルを開始するたびに、ユーザ名およびパ

スワードを使用して認証するように VPN クライアントに要求  
して、セキュリティを高めます。

user-authentication-idle-timeout ユーザごとにアイドル タイムアウトを設定します。アイドル タ  
イムアウト期間内にユーザ接続上で通信アクティビティがな

かった場合、FWSM は接続を終了します。
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user-authentication-idle-timeout
ハードウェア クライアントの背後にあるユーザごとにアイドル タイムアウトを設定するには、グ  
ループポリシー コンフィギュレーション モードで user-authentication-idle-timeout コマンドを使用    
します。タイムアウト値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

user-authentication-idle-timeout {minutes | none}

no user-authentication-idle-timeout

シンタックスの説明

デフォルト 30 分

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーからアイドル タイムアウト値を継承できま  
す。アイドル タイムアウト値の継承を禁止するには、user-authentication-idle-timeout none コマン   
ドを使用します。

アイドル タイムアウト期間内にハードウェア クライアントの背後にあるユーザによる通信アク  
ティビティがなかった場合、FWSM は接続を終了します。

最小値は 1 分、デフォルトは 30 分、最大値は 10,080 分です。

例 次に、グループ ポリシー [FirstGroup] のアイドル タイムアウト値を 45 分に設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# user-authentication-idle-timeout 45

関連コマンド

minutes アイドル タイムアウト期間の分数を指定します。有効範囲は 1 ～ 35791394    
分です。

none アイドル タイムアウト期間を無制限に許可します。アイドル タイムアウ  
トにヌル値を設定し、アイドル タイムアウトを禁止します。デフォルト 
グループ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからのユーザ認証  
アイドル タイムアウト値の継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

user-authentication ハードウェア クライアントの背後にいるユーザが、接続前に FWSM  
に対して自身を識別するように要求します。
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username
FWSM データベースにユーザを追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで   
username コマンドを使用します。ユーザを削除するには、削除するユーザ名を使用して、このコ 
マンドの no 形式を使用します。ユーザ名をすべて削除するには、ユーザ名を付加しないで、この  
コマンドの no 形式を使用します。

username {name} {nopassword | password password [encrypted]} [privilege priv_level]}

no username [name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの特権レベルは 2 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

encrypted パスワードが暗号化されていることを示します。username コマンドでパ 
スワードを定義すると、FWSM は、セキュリティ向上のため、そのパス 
ワードを暗号化して設定ファイルに保存します。show running-config  コ   
マンドを入力したとき、username コマンドによって表示されるのは、実 
際のパスワードではなく、暗号化されたパスワードと、その後に続く

encrypted キーワードです。たとえば、「test」というパスワードを入力し 
た場合、show running-config  コマンドの出力は次のようになります。

username pat password rvEdRh0xPC8bel7s encrypted

encrypted キーワードを CLI に実際に入力するのは、設定を別の FWSM に     
カットアンドペーストして同じパスワードを使用する場合だけです。

name 4 ～ 15 文字の文字列としてユーザ名を指定します。
nopassword このユーザにはパスワードが不要なことを示します。

password password パスワードとして、3 ～ 16 文字までの長さの文字列を設定します。
privilege priv_level このユーザの権限レベルを 0 ～ 15（値が大きいほど権限レベルが高い）に   

設定します。デフォルトの権限レベルは 2 です。この権限レベルは、コマ  
ンド許可に使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン login コマンドは、このデータベースを使用して認証します。

CLI にはアクセスできるが、権限モードには入れないユーザをローカル データベースに追加する場  
合は、コマンド許可をイネーブルにする必要があります。詳細については、aaa authorization コマ  
ンドの項を参照してください。コマンド許可がイネーブルになっていない場合でも、権限レベルが

2 以上であれば（2 がデフォルト）、ユーザは各自のパスワードを使用して CLI から特権 EXEC モー      
ド（およびすべてのコマンド）にアクセスできます。あるいは、AAA 認証を使用して、ユーザが 
login コマンドを実行できないようにするか、すべてのローカル ユーザをレベル 1 に設定し、enable    
パスワードを使用して特権 EXEC モードにアクセスできるユーザを制御できるようにすることも  
できます。

デフォルトでは、このコマンドを使用して追加された VPN（バーチャル プライベート ネットワー   
ク）ユーザには、属性またはグループ ポリシーが関連付けられていません。username attributes  コ    
マンドを使用して、すべての値を明示的に設定する必要があります。

例 次に、ユーザ名 anyuser に、暗号化されたパスワード 12345678 および権限レベル 12 を設定する例      
を示します。

hostname(config)# username anyuser password 12345678 privilege 12

関連コマンド コマンド 説明

clear config username 特定のユーザまたはすべてのユーザの設定を消去します。

show running-config username 特定のユーザまたはすべてのユーザの実行コンフィギュレー

ションを表示します。

username attributes ユーザ名属性モードを開始し、特定のユーザの AVP を設定でき  
るようにします。
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username attributes
ユーザ名属性モードを開始するには、ユーザ名コンフィギュレーション モードで username  
attributes コマンドを使用します。特定のユーザの属性をすべて削除するには、ユーザ名を付加し 
て、このコマンドの no 形式を使用します。全ユーザの属性をすべて削除するには、ユーザ名を付  
加しないで、このコマンドの no 形式を使用します。属性モードでは、指定されたユーザの AVP を    
設定できます。

username {name} attributes

no username [name] attributes

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 内部ユーザ認証データベースは、username コマンドで入力されたユーザで構成されています。login 
コマンドは、このデータベースを使用して認証します。

属性モードにおけるこのコマンドの構文には、一般に次の特徴があります。

 • no 形式は、実行コンフィギュレーションから属性を削除します。

 • none キーワードも、実行コンフィギュレーションから属性を削除しますが、そのためには属性 
をヌル値に設定して、継承を禁止します。

 • ブール属性には、イネーブル化およびディセーブル化された設定用の明示的な構文がありま

す。

例 次に、ユーザ anyuser に対してユーザ名属性コンフィギュレーション モードを開始する例を示しま   
す。

hostname(config)# username anyuser attributes
hostname(config-username)# 

関連コマンド

name ユーザの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ名  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear config username ユーザ名データベースを消去します。

show running-config username 特定のユーザまたはすべてのユーザの実行コンフィギュレー

ションを表示します。

username FWSM データベースにユーザを追加します。
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virtual http
仮想 HTTP サーバを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで virtual http コマ       
ンドを使用します。仮想サーバをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。  
FWSM で HTTP 認証を使用し、HTTP サーバも認証を要求している場合、このコマンドを使用する    
と、FWSM および HTTP サーバで別々に認証することができます。仮想 HTTP を使用しない場合、     
FWSM での認証に使用したのと同じユーザ名およびパスワードが HTTP サーバに送信されます。   
HTTP サーバのユーザ名およびパスワードが別に要求されることはありません。

virtual http ip_address [warning]

no virtual http ip_address [warning]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン HTTP 認証をイネーブルにすると（aaa authentication match コマンドまたは aaa authentication      
include コマンドを参照）、FWSM は AAA（認証、認可、アカウンティング）サーバによる認証が   
可能となるように、各ユーザにユーザ名およびパスワードを求めるプロンプトを表示します。AAA
サーバがユーザを認証すると、HTTP サーバとの接続が継続的に許可されます。ただし、AAA サー  
バのユーザ名およびパスワードは HTTP パケットに含まれたままです。パケットにユーザ名および  
パスワードがすでに含まれているため、HTTP サーバに独自の認証メカニズムがある場合、ユーザ 
名およびパスワードを求めるプロンプトは再表示されません。AAA サーバと HTTP サーバでユー   
ザ名およびパスワードが異なる場合は、HTTP 認証に失敗します。

ip_address FWSM に仮想 HTTP サーバの IP アドレスを設定します。このアドレスは     
FWSM にルーティングされる未使用アドレスである必要があります。たとえ 
ば、外部にアクセスするときに内部アドレスに NAT（ネットワーク アドレス  
変換）を実行し、仮想 HTTP サーバに外部からアクセスする場合は、仮想  
HTTP サーバ アドレスにグローバル NAT アドレスを 1 つ使用します。

warning （任意）HTTP 接続を FWSM にリダイレクトする必要があることをユーザに通   
知します。このキーワードを適用できるのは、リダイレクトを自動実行でき

ないテキストベース ブラウザのみです。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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HTTP サーバが個別にユーザにプロンプトを表示できるようにするには、virtual http コマンドを使   
用して、FWSM 上で仮想 HTTP サーバをイネーブルにします。このコマンドは、AAA 認証が必要    
なすべての HTTP 接続を FWSM 上の仮想 HTTP サーバにリダイレクトします。FWSM は、AAA       
サーバのユーザ名およびパスワードを求めるプロンプトを表示します。AAA サーバがユーザを認 
証すると、FWSM は HTTP 接続を元のサーバにリダイレクトしますが、AAA サーバのユーザ名お    
よびパスワードはパケットに含まれません。HTTP パケットにユーザ名およびパスワードが含まれ 
ないため、HTTP サーバは HTTP サーバのユーザ名およびパスワードをユーザに個別に要求します。

注意 virtual http コマンドを使用する場合は、timeout uauth コマンドの期間を 0 秒に設定しないでくだ      
さい。このように設定すると、実際の Web サーバとの HTTP 接続が確立されなくなります。

例 次に、AAA 認証とともに仮想 HTTP をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# access-list HTTP-ACL extended permit tcp 10.1.1.0 any eq 80
hostname(config)# aaa authentication match HTTP-ACL inside tacacs+
hostname(config)# virtual http 10.1.2.1

関連コマンド コマンド 説明

clear configure virtual コンフィギュレーションから virtual コマンドのステートメント  
を削除します。

show running-config virtual FWSM 仮想サーバの IP アドレスを表示します。
sysopt uauth allow-http-cache virtual http コマンドをイネーブルにすると、ブラウザ キャッ   

シュ内のユーザ名およびパスワードを使用して、仮想サーバに

再接続できます。

virtual telnet 認証が必要なその他の接続タイプを開始する前に、FWSM に仮 
想 Telnet サーバを設定して、ユーザが FWSM で認証できるよう    
にします。



第 33章      upgrade-mp ～ write terminal コマンド
virtual telnet 

33-19
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

virtual telnet
FWSM に仮想 Telnet サーバを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで virtual      
telnet コマンドを使用します。仮想 Telnet サーバをディセーブルにするには、このコマンドの no 形     
式を使用します。

virtual telnet ip-address

no virtual telnet ip-address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン FWSM が認証プロンプトを表示しない、その他のトラフィック タイプの認証が必要な場合は、仮  
想 Telnet サーバを使用してユーザを認証しなければならないことがあります。

任意のプロトコルまたはサービスに対してネットワーク アクセス認証を設定できますが 
（aaa authentication match または aaa authentication include コマンドを参照）、直接認証できるのは       

HTTP、Telnet、または FTP（ファイル転送プロトコル）の場合のみです。ユーザは認証が必要なそ 
の他のトラフィックが許可される前に、まずこれらのサービスのいずれかを使用して認証する必要

があります。HTTP、Telnet、または FTP トラフィックの FWSM の通過を禁止し、その他のトラ    
フィック タイプを認証する必要がある場合は、仮想 Telnet を設定することができます。ユーザは   
FWSM に設定された IP アドレスに Telnet 接続し、FWSM は Telnet プロンプトを表示します。

認証されていないユーザが仮想 Telnet IP アドレスに接続した場合、このユーザはユーザ名およびパ   
スワードを要求され、その後 AAA サーバによって認証されます。認証されたユーザには、メッセー  
ジ [Authentication Successful] が表示されます。その後、ユーザは認証を必要とするその他のサービ   
スに正常にアクセスできます。

ip_address FWSM に仮想 Telnet サーバの IP アドレスを設定します。このアドレスは     
FWSM にルーティングされる未使用アドレスである必要があります。たとえ 
ば、外部にアクセスするときに内部アドレスに NAT（ネットワーク アドレス  
変換）を実行し、仮想 Telnet サーバに外部からアクセスする場合は、仮想  
Telnet サーバ アドレスにグローバル NAT アドレスを 1 つ使用します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、その他のサービスに対して AAA 認証とともに仮想 Telnet をイネーブルにする例を示します。

hostname(config)# access-list AUTH extended permit tcp 10.1.1.0 host 10.1.2.1 eq 
telnet
hostname(config)# access-list AUTH extended permit tcp 10.1.1.0 host 209.165.200.225 
eq smtp
hostname(config)# aaa authentication match AUTH inside tacacs+
hostname(config)# virtual telnet 10.1.2.1

関連コマンド コマンド 説明

clear configure virtual コンフィギュレーションから virtual コマンドのステートメント  
を削除します。

show running-config virtual FWSM 仮想サーバの IP アドレスを表示します。
virtual http FWSM で HTTP 認証を使用し、HTTP サーバも認証を要求して    

いる場合、このコマンドを使用すると、FWSM および HTTP サー   
バで別々に認証することができます。仮想 HTTP を使用しない  
場合、FWSM での認証に使用したのと同じユーザ名およびパス 
ワードが HTTP サーバに送信されます。HTTP サーバのユーザ名   
およびパスワードが別に要求されることはありません。
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vpn-access-hours
設定された時間範囲ポリシーにグループ ポリシーを対応付けるには、グループポリシー コンフィ  
ギュレーション モードまたはユーザ名コンフィギュレーション モードで  vpn-access-hours コマン     
ドを使用します。実行コンフィギュレーションからこの属性を削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーから時間範囲値を継承で 
きます。値の継承を禁止するには、vpn-access-hours none コマンドを使用します。

vpn-access hours value {time-range} | none

no vpn-access hours

シンタックスの説明

デフォルト 無制限

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、時間範囲ポリシー 824 にグループ ポリシー FirstGroup を関連付ける例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-access-hours 824

関連コマンド

none VPN アクセス時間をヌル値に設定して、時間範囲ポリシーを禁止します。 
デフォルト グループ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからの   
値の継承を禁止します。

time-range 設定された時間範囲ポリシーの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

time-range 開始日や終了日を含めて、ネットワークにアクセスする曜日および時刻を

設定します。
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vpn-addr-assign
リモート アクセス クライアントに IP アドレスを割り当てる方式を指定するには、グローバル コン     
フィギュレーション モードで vpn-addr-assign コマンドを使用します。コンフィギュレーションか   
ら属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。FWSM から設定済みの VPN（バー    
チャル プライベート ネットワーク）アドレス割り当て方式をすべて削除するには、引数を指定し  
ないで、このコマンドの no 形式を使用します。

vpn-addr-assign {aaa | dhcp | local}

no vpn-addr-assign [aaa | dhcp | local]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン DHCP を選択した場合は、dhcp-network-scope コマンドを使用して、DHCP サーバで使用できる IP    
アドレス範囲も定義する必要があります。

local を選択した場合は、ip-local-pool コマンドを使用して、使用する IP アドレス範囲も定義する必    
要があります。その後、vpn-framed-ip-address および vpn-framed-netmask コマンドを使用して、IP   
アドレスおよびネットマスクを各ユーザに割り当てます。

AAA を選択した場合は、設定済みの RADIUS サーバのいずれかから IP アドレスを取得します。

例 次に、アドレス割り当て方式として DHCP を設定する例を示します。

hostname(config)# vpn-addr-assign dhcp

aaa 外部 AAA（認証、認可、アカウンティング）認証サーバから IP アドレス   
を取得します。

dhcp DHCP を介して IP アドレスを取得します。
local 内部認証サーバから IP アドレスを割り当てて、トンネル グループに対応   

付けます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

dhcp-network-scope グループ ポリシーのユーザにアドレスを割り当てるために FWSM  
の DHCP サーバが使用する IP アドレス範囲を指定します。

ip-local-pool ローカル IP アドレス プールを作成します。
vpn-framed-ip-address 特定のユーザに割り当てる IP アドレスを指定します。
vpn-framed-ip-netmask 特定のユーザに割り当てるネットマスクを指定します。
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vpn-filter
VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）接続に使用するアクセス リストの名前を指定する   
には、グループ ポリシー モードまたはユーザ名モードで vpn-filter コマンドを使用します。vpn-filter    
none コマンドを発行して作成されたヌル値を含めて、アクセス リストを削除するには、このコマ  
ンドの no 形式を使用します。no オプションを使用すると、別のグループ ポリシーから値を継承で    
きます。値の継承を禁止するには、vpn-filter none コマンドを使用します。

現在のユーザまたはグループ ポリシーに対応したさまざまなトラフィック タイプを許可または禁  
止するように、アクセス リストを設定します。その後、vpn-filter コマンドを使用して、設定した  
アクセス リストを適用します。

vpn-filter {value acl_name | none}

no vpn-filter

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン WebVPN は、vpn-filter コマンドで定義されたアクセス リストを使用しません。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup のアクセス リスト acl_vpn を呼び出すフィルタを設定する例を      
示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-filter value acl_vpn

関連コマンド

none アクセス リストがないことを指定します。ヌル値を設定し、アクセス リ  
ストを禁止します。別の グループ ポリシーからアクセス リストを継承で   
きなくなります。

value acl_name 設定済みアクセス リストの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

access-list アクセス リストを作成します。
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vpn-framed-ip-address
特定のユーザに割り当てる IP アドレスを指定するには、ユーザ名モードで vpn-framed-ip-address   
コマンドを使用します。IP アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vpn-framed-ip-address {ip_address}

no vpn-framed-ip-address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ユーザ anyuser に IP アドレス 10.92.166.7 を設定する例を示します。

hostname(config)# username anyuser attributes
hostname(config-username)# vpn-framed-ip-address 10.92.166.7

関連コマンド

ip_address このユーザの IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

vpn-framed-ip-netmask このユーザのサブネット マスクを指定します。
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vpn-framed-ip-netmask
特定のユーザに割り当てるサブネット マスクを指定するには、ユーザ名モードで 
vpn-framed-ip-netmask コマンドを使用します。サブネット マスクを削除するには、このコマンド
の no 形式を使用します。

vpn-framed-ip-netmask {netmask}

no vpn-framed-ip-netmask

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、ユーザ anyuser にサブネット マスク 255.255.255. 254 を設定する例を示します。

hostname(config)# username anyuser attributes
hostname(config-username)# vpn-framed-ip-netmask 255.255.255.254

関連コマンド

netmask このユーザのサブネット マスクを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ名属性コンフィギュ

レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

vpn-framed-ip-address このユーザの IP アドレスを指定します。
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vpn-group-policy
設定済みのグループ ポリシーからユーザが属性を継承するように設定するには、ユーザ名コンフィ 
ギュレーション モードで vpn-group-policy コマンドを使用します。ユーザ コンフィギュレーショ    
ンからグループ ポリシーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このコマンドを   
使用すると、ユーザはユーザ名レベルで設定されていない属性を継承できます。

vpn-group-policy {group-policy name}

no vpn-group-policy {group-policy name}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ユーザにグループ ポリシーは対   
応付けられていません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定のユーザのグループ ポリシー内の属性値を上書きするには、ユーザ名モードで属性値を設定し 
ます（この属性をユーザ名モードで使用できる場合）。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup の属性を使用するように、ユーザ anyuser を設定する例を示し     
ます。

hostname(config)# username anyuser attributes
hostname(config-username)# vpn-group-policy FirstGroup

関連コマンド

group-policy name グループ ポリシーの名前を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

ユーザ名属性コンフィギュ

レーション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。

コマンド 説明

group-policy FWSM データベースにグループ ポリシーを追加します。
group-policy attributes グループポリシー属性モードを開始し、グループ ポリシーの 

AVP を設定できるようにします。
username FWSM データベースにユーザを追加します。
username attributes ユーザ名属性モードを開始し、特定のユーザの AVP を設定でき  

るようにします。
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vpn-idle-timeout
ユーザ タイムアウト期間を設定するには、グループポリシー コンフィギュレーション モードまた   
はユーザ名コンフィギュレーション モードで vpn-idle-timeout コマンドを使用します。この期間内   
に接続上で通信アクティビティがなかった場合、FWSM は接続を終了します。

実行コンフィギュレーションからこの属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。  
このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーからタイムアウト値を継承できます。値の継 
承を禁止するには、vpn-idle-timeout none コマンドを使用します。

vpn-idle-timeout {minutes | none}

no vpn-idle-timeout

シンタックスの説明

デフォルト 30 分

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グループ ポリシー [FirstGroup] の VPN アイドル タイムアウトを 15 分に設定する例を示しま        
す。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-idle-timeout 30

関連コマンド

minutes タイムアウト期間の分数を指定します。1 ～ 35791394 の整数を使用します。
none アイドル タイムアウト期間を無制限に許可します。アイドル タイムアウトに  

ヌル値を設定し、アイドル タイムアウトを禁止します。デフォルト グループ  
ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからの値の継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

group-policy グループ ポリシーを作成または編集します。
vpn-session-timeout VPN 接続の最大許容時間を設定します。この期間が終了すると、 

FWSM は接続を終了します。
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vpn-sessiondb logoff
すべての VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）セッションまたは選択された VPN セッ     
ションをログオフするには、グローバル コンフィギュレーション モードで vpn-sessiondb logoff コ     
マンドを使用します。

vpn-sessiondb logoff {remote | l2l | email-proxy | protocol protocol-name | name username | ipaddress 
IPaddr | tunnel-group groupname | index indexnumber | all}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

all すべての VPN セッションをログオフします。
email-proxy すべての電子メール プロキシ セッションをログオフします。
index indexnumber インデックス番号を使用して、単一セッションをログオフします。セッ

ションのインデックス番号を指定します。

ipaddress IPaddr 指定した IP アドレスに対応するセッションをログオフします。
l2l すべての LAN-to-LAN セッションをログオフします。
name username 指定したユーザ名に対応するセッションをログオフします。

protocol protocol-name 指定したプロトコルに対応するセッションをログオフします。指定で

きるプロトコルは、次のとおりです。

IKE

IMAP4S

IPSec

IPSecLAN2LAN

IPSecLAN2LANOverNatT

IPSecOverNatT

IPSecoverTCP

IPSecOverUDP

POP3S

SMTPS

userHTTPS

vcaLAN2LAN

remote すべてのリモートアクセス セッションをログオフします。
tunnel-group groupname 指定したトンネル グループに対応するセッションをログオフします。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、すべてのリモートアクセス セッションをログオフする例を示します。

hostname# vpn-sessiondb logoff remote

次に、すべての IPSec セッションをログオフする例を示します。

hostname# vpn-sessiondb logoff protocol IPSec

vpn-sessiondb max-session-limit
VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）セッションを FWSM の許容値よりも小さな値に制    
限するには、グローバル コンフィギュレーション モードで vpn-sessiondb max-session-limit コマン     
ドを使用します。セッション制限を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。現在の  
設定を上書きするには、このコマンドを再度実行します。

vpn-sessiondb max-session-limit {session-limit}

no vpn-sessiondb max-session-limit

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、WebVPN を含めて、VPN セッションのすべてのタイプに適用されます。

例 次に、VPN セッションの最大数を 450 に設定する例を示します。

hostname# vpn-sessiondb max-session-limit 450

session-limit 許可される最大 VPN セッション数を指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グローバル コンフィギュレー 
ション

 •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドのサポートが追加されました。
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vpn-session-timeout
VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）接続で許可されれる最大時間を設定するには、グ  
ループポリシー コンフィギュレーション モードまたはユーザ名コンフィギュレーション モードで   
vpn-session-timeout コマンドを使用します。この期間が終了すると、FWSM は接続を終了します。

実行コンフィギュレーションからこの属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。  
このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーからタイムアウト値を継承できます。値の継 
承を禁止するには、vpn-session-timeout none コマンドを使用します。

vpn-session-timeout {minutes | none}

no vpn-session-timeout

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

例 次に、グループ ポリシー FirstGroupの VPN セッション タイムアウト値を 180 分に設定する例を示       
します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-session-timeout 180

関連コマンド

minutes タイムアウト期間の分数を指定します。1 ～ 35791394 の整数を使用します。
none セッション タイムアウト期間を無制限に許可します。セッション タイムアウト  

にヌル値を設定し、セッション タイムアウトを禁止します。デフォルト グルー  
プ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからの値の継承を禁止します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。

group-policy グループ ポリシーを作成または編集します。
vpn-idle-timeout ユーザ タイムアウト期間を設定します。この期間内に接続上で通信アク 

ティビティがなかった場合、FWSM は接続を終了します。
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vpn-simultaneous-logins
ユーザに許可される同時ログイン数を設定するには、グループポリシー コンフィギュレーション 
モードまたはユーザ名コンフィギュレーション モードで vpn-simultaneous-logins コマンドを使用   
します。実行コンフィギュレーションからこの属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使  
用します。このオプションを使用すると、別のグループ ポリシーから値を継承できます。ログイン 
をディセーブルにして、ユーザ アクセスを禁止するには、0 を入力します。

vpn-simultaneous-logins {integer}

no vpn-simultaneous-logins

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの同時ログイン数は 3 です。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン ログインをディセーブルにして、ユーザ アクセスを禁止するには、0 を入力します。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup の最大同時ログイン数を 4 に設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-simultaneous-logins 4

integer 0 ～ 2147483647 の値

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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vpn-tunnel-protocol
VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）のトンネル タイプ（IPSec）を設定するには、グ   
ループポリシー コンフィギュレーション モードまたはユーザ名コンフィギュレーション モードで   
vpn-tunnel-protocol コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションからこの属性を削除する 
には、このコマンドの no 形式を使用します。

vpn-tunnel-protocol IPSec

no vpn-tunnel-protocol [IPSec]

シンタックスの説明

デフォルト IPSec

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、1 つまたは複数のトンネリング モードを設定する場合に使用します。ユーザが  
VPN トンネルを介して接続するには、少なくとも 1 つのトンネリング モードを設定する必要があ    
ります。

例 次に、グループ ポリシー [FirstGroup] に IPSec トンネリング モードを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# vpn-tunnel-protocol IPSec

IPSec 2 つのピア間で IPSec トンネルをネゴシエートします（リモート アクセス ク     
ライアントまたは別のセキュア ゲートウェイ）。認証、暗号化、カプセル化、 
および鍵の管理を行うセキュリティ アソシエーションを作成します。

webvpn HTTPS 対応 Web ブラウザを介してリモート ユーザに VPN サービスを提供し      
ます。クライアントは不要です。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  •  •  •  • —

ユーザ名  •  •  •  • —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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who
FWSM 上のアクティブな Telnet 管理セッションを表示するには、特権 EXEC モードで who コマン       
ドを使用します。

who [local_ip]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン who コマンドを使用すると、現在 FWSMにログインしている各 Telnet クライアントの TTY_ID お      
よび IP アドレスを表示できます。

例 次に、クライアントが Telnet セッションを介して FWSM にログインしている場合の who コマンド      
の出力例を示します。

hostname# who
0: 100.0.0.2
hostname# who 100.0.0.2
0: 100.0.0.2
hostname#

関連コマンド

local_ip （任意）特定の内部 IP アドレスまたはネットワーク アドレスのみを表示す   
るように指定します（IPv4 または IPv6）。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

kill Telnet セッションを終了します。
telnet FWSM コンソールへの Telnet アクセスを追加し、アイドル タイムアウト    

を設定します。
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wins-server
プライマリおよびセカンダリ WINS サーバの IP アドレスを設定するには、グループポリシー コン     
フィギュレーション モードで wins-server コマンドを使用します。実行コンフィギュレーションか   
らこの属性を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。このオプションを使用すると、  
別のグループ ポリシーから WINS サーバを継承できます。サーバの継承を禁止するには、   
wins-server none コマンドを使用します。

wins-server value {ip_address} [ip_address] | none

no wins-server

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン wins-server コマンドを発行するたびに、既存設定が上書きされます。たとえば、WINS サーバ x.x.x.x   
を設定してから、WINS サーバ y.y.y.y を設定すると、2 番めのコマンドによって最初の設定が上書    
きされ、y.y.y.y が単独の WINS サーバになります。複数のサーバがある場合も同様です。設定済み   
のサーバを上書きしないで WINS サーバを追加するには、このコマンドを入力するときにすべての  
WINS サーバの IP アドレスをコマンドに含めます。

例 次に、グループ ポリシー FirstGroup に、IP アドレスが 10.10.10.15、10.10.10.30、および 10.10.10.45      
の WINS サーバを設定する例を示します。

hostname(config)# group-policy FirstGroup attributes
hostname(config-group-policy)# wins-server value 10.10.10.15 10.10.10.30 10.10.10.45

none wins-servers をヌル値に設定して、WINS サーバを禁止します。デフォルト  
グループ ポリシーまたは指定されたグループ ポリシーからの値の継承を  
禁止します。

value ip_address プライマリおよびセカンダリ WINS サーバの IP アドレスを指定します。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

グループ ポリシー  • —  • — —

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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write erase
スタートアップ コンフィギュレーションを消去するには、特権 EXEC モードで write erase コマン      
ドを使用します。実行コンフィギュレーションは影響を受けません。

write erase

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン セキュリティ コンテキスト内では、このコマンドがサポートされません。コンテキスト スタート  
アップ コンフィギュレーションを識別するには、システム コンフィギュレーション内で config-url   
コマンドを使用します。コンテキスト コンフィギュレーションを削除する場合は、リモート サー  
バ（指定されている場合）からファイルを手動で削除するか、または システム実行スペース内で 
delete コマンドを使用して、フラッシュ メモリからファイルを削除します。

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションを消去する例を示します。

hostname# write erase
Erase configuration in flash memory? [confirm] y

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  • —  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実行コン    
フィギュレーションをマージします。

delete フラッシュメモリからファイルを削除します。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

write memory 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 
ンに保存します。
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write memory
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保存するには、特権 
EXEC モードで write memory コマンドを使用します。

write memory [all [/noconfirm]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションは、コマンドラインで実行された変更を含む、メモリ内で現在稼働中

の設定です。スタートアップ コンフィギュレーションは、起動時に稼働中のメモリにロードされる 
コンフィギュレーションです。ここに保存された変更のみが、再起動後も維持されます。シングル

コンテキスト モードのスタートアップ コンフィギュレーション、およびマルチ コンテキスト モー    
ドのシステムのスタートアップ コンフィギュレーションは、非表示ファイルです。マルチ コンテ  
キスト モードの場合、コンテキスト スタートアップ コンフィギュレーションは、システム コン    
フィギュレーション内の config-url コマンドで指定された場所に配置されます。

マルチ コンテキスト モードでは、各コンテキストで write memory コマンドを入力することで、現     
在のコンテキストのコンフィギュレーションを保存できます。すべてのコンテキスト コンフィギュ 
レーションを保存するには、システム実行スペースで  write memory all  コマンドを入力します。コ      
ンテキスト スタートアップ コンフィギュレーションは外部サーバに配置できます。この場合、  
FWSM はコンフィギュレーションを config-url コマンドで指定されたサーバに保存します。ただし、   
HTTP および HTTPS URL の場合は、例外的に、サーバにコンフィギュレーションを保存できませ    
ん。FWSM は、 write memory all  コマンドで各コンテキストを保存した後、次のメッセージを表示      
します。

‘Saving context ‘b’ ... ( 1/3 contexts saved ) ’

エラーのため、コンテキストが保存されない場合があります。次のエラー情報を確認してください。

/noconfirm all キーワードを使用するとき、確認プロンプトを表示しません。
all このキーワードを指定すると、マルチ コンテキスト モードのシステム実  

行スペースから、システムのコンフィギュレーションのほか、すべてのコ

ンテキストのコンフィギュレーションが保存されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

3.1(1) すべてのコンテキスト コンフィギュレーションを保存するには、all キー  
ワードを使用します。
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 • メモリ不足のためコンテキストが保存されない場合は、次のメッセージが表示されます。

The context 'context a' could not be saved due to Unavailability of resources

 • リモートの宛先が到達不能のためコンテキストが保存されない場合は、次のメッセージが表示

されます。

The context 'context a' could not be saved due to non-reachability of destination

 • コンテキストがロックされているため保存されない場合は、次のメッセージが表示されます。

Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts are 
locked.
context ‘a’ , context ‘x’ , context ‘z’ .

コンテキストは、他のユーザが設定を保存中か、コンテキストを削除中の場合のみ、ロックさ

れます。

 • 起動コンフィギュレーションが（HTTP サーバ上で）読み取り専用のためコンテキストが保存 
されない場合は、他のすべてのメッセージの後に次のメッセージ レポートが出力されます。
Unable to save the configuration for the following contexts as these contexts have 
read-only config-urls:
context ‘a’ , context ‘b’ , context ‘c’ .

 • フラッシュ メモリ内に不良セクタが検出されたためコンテキストが保存されない場合は、次の 
メッセージが表示されます。

The context 'context a' could not be saved due to Unknown errors

コンテキスト スタートアップ コンフィギュレーションにアクセスする場合は管理コンテキスト イ   
ンターフェイスが使用されるため、write memory コマンドでも管理コンテキスト インターフェイ   
スを使用します。ただし、write net コマンドでは、コンテキスト インターフェイスを使用して、コ   
ンフィギュレーションを TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバに書き込みます。

write memory コマンドは copy running-config startup-config コマンドと同じです。

例 次に、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保存する例を示し 
ます。

hostname# write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: e43e0621 9772bebe b685e74f 748e4454

19319 bytes copied in 3.570 secs (6439 bytes/sec)
[OK]
hostname# 

関連コマンド コマンド 説明

admin-context 管理コンテキストを設定します。

configure memory スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィ 
ギュレーションをマージします。

config-url コンテキスト設定の場所を指定します。

copy running-config startup-config 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。

write net TFTP サーバに実行コンフィギュレーションをコピーします。
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write net
実行コンフィギュレーションを TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバに保存するには、特 
権 EXEC モードで write net コマンドを使用します。

write net [server:[filename] | :filename]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

:filename パスとファイル名を指定します。tftp-server コマンドを使用してファイル名が 
設定されている場合は、この引数を省略できます。

このコマンドでファイル名を指定し、tftp-server コマンドで名前を指定した場 
合、FWSM は tftp-server コマンドのファイル名をディレクトリとして処理し、   
write net コマンドのファイル名をこのディレクトリにファイルとして追加しま  
す。

tftp-server コマンドの値を上書きするには、パスおよびファイル名の前にス 
ラッシュを入力します。スラッシュは、パスが tftpboot ディレクトリに対する  
相対パスでなく、絶対パスであることを示します。このファイルに対して生成

された URL には、ファイル名パスの前に二重スラッシュ（//）が付加されます。  
必要なファイルが tftpboot ディレクトリ内にある場合は、ファイル名パスに  
tftpboot ディレクトリのパスを含めることができます。TFTP サーバがこのタイ  
プの URL をサポートしていない場合は、copy running-config tftp コマンドを使     
用します。

tftp-server コマンドを使用して TFTP サーバ アドレスを指定した場合は、コロ    
ン（:）を入力し、そのあとにファイル名のみを入力します。

server: TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を設定します。このアドレスは、   
tftp-server コマンドで設定されたアドレス（存在する場合）を上書きします。

デフォルト ゲートウェイ インターフェイスは、セキュリティが最大のイン  
ターフェイスです。tftp-server コマンドを使用して、別のインターフェイス名 
を設定できます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

3.1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションは、コマンドラインで実行された変更を含む、メモリ内で現在稼働中

の設定です。

マルチ コンテキスト モードの場合、このコマンドは現在のコンフィギュレーションのみを保存し  
ます。1 回のコマンドですべてのコンテキストを保存することはできません。システムごと、およ 
びコンテキストごとに、このコマンドを個別に入力する必要があります。write net コマンドでは、  
コンテキスト インターフェイスを使用して、コンフィギュレーションを TFTP（簡易ファイル転送  
プロトコル）サーバに書き込みます。ただし、write memory コマンドでは、システムがコンテキス  
ト スタートアップ コンフィギュレーションにアクセスする場合に管理コンテキスト インターフェ   
イスを使用するため、スタートアップ コンフィギュレーションを保存するには、管理コンテキスト 
インターフェイスを使用します。

write net コマンドは copy running-config tftp コマンドと同じです。

例 次に、tftp-server コマンドで TFTP サーバおよびファイル名を設定する例を示します。

hostname# tftp-server inside 10.1.1.1 /configs/contextbackup.cfg
hostname# write net

次に、write net コマンドでサーバおよびファイル名を設定する例を示します。tftp-server コマンド   
は読み込まれません。

hostname# write net 10.1.1.1:/configs/contextbackup.cfg

次に、write net コマンドでサーバおよびファイル名を設定する例を示します。tftp-server コマンド   
はディレクトリ名を設定します。サーバ アドレスは上書きされます。

hostname# tftp-server 10.1.1.1 configs
hostname# write net 10.1.2.1:context.cfg

関連コマンド コマンド 説明

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実    
行コンフィギュレーションをマージします。

copy running-config tftp TFTP サーバに実行コンフィギュレーションをコピーします。
show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

tftp-server その他のコマンドで使用する デフォルトの TFTP サーバおよび   
パスを設定します。

write memory 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 
レーションに保存します。
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write standby
FWSM またはコンテキスト 実行コンフィギュレーションをフェールオーバー スタンバイ装置にコ   
ピーするには、特権 EXEC モードで write standby コマンドを使用します。

write standby

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブ / スタンバイ フェールオーバーの場合、write standby コマンドはアクティブ フェール    
オーバー装置の RAM（ランダム アクセス メモリ）に格納されたコンフィギュレーションを、スタ   
ンバイ装置の RAM に書き込みます。write standbyコマンドは、プライマリおよびセカンダリ装置   
の設定情報が異なる場合に使用してください。このコマンドは、アクティブな装置上で入力します。

アクティブ /アクティブ フェールオーバーの場合、write standby コマンドの動作は次のとおりです。

 • システム実行スペース内で write standby コマンドを入力した場合、システム コンフィギュレー    
ションおよび FWSM のすべてのセキュリティ コンテキストのコンフィギュレーションがピア   
装置に書き込まれます。スタンバイ状態のセキュリティ コンテキストの設定情報も書き込まれ 
ます。このコマンドは、アクティブ状態のフェールオーバー グループ 1 を持つ装置の、システ   
ム実行スペース内で入力する必要があります。

 • write standby コマンドをセキュリティ コンテキスト内で入力した場合は、セキュリティ コン    
テキストに対応するコンフィギュレーションのみがピア装置に書き込まれます。このコマンド

は、セキュリティ コンテキストがアクティブ状態である装置の、セキュリティ コンテキスト  
内で入力する必要があります。

（注） write standby コマンドは、ピア装置の実行コンフィギュレーションにコンフィギュレーションを複  
製します。コンフィギュレーションはスタートアップ コンフィギュレーションに保存されません。 
コンフィギュレーションの変更をスタートアップ コンフィギュレーションに保存するには、write 
standby コマンドで入力したのと同じ装置上で、copy running-config startup-config コマンドを使用    
します。コマンドがピア装置に複製されて、コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィ 
ギュレーションに保存されます。

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

2.2(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、現在の実行コンフィギュレーションをスタンバイ装置に書き込む例を示します。

hostname# write standby
Building configuration...
[OK]
hostname# 

関連コマンド コマンド 説明

failover reload-standby スタンバイ装置を強制的に再起動します。



第 33章      upgrade-mp ～ write terminal コマンド
write terminal 

33-43
Catalyst 6500 シリーズ スイッチ /Cisco 7600 シリーズ ルータ Firewall Services Module コマンド リファレンス           

OL-8124-01-J

write terminal
端末の実行コンフィギュレーションを表示するには、特権 EXEC モードで write terminal コマンド     
を使用します。

write terminal

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドには、デフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード 次の表に、コマンドを入力できるモードを示します。

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、show running-config コマンドと同じです。

例 次に、実行コンフィギュレーションを端末に表示する例を示します。

hostname# write terminal
: Saved
:
ASA Version 7.0(0)61
multicast-routing
names
name 10.10.4.200 outside
!
interface GigabitEthernet0/0
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.86.194.60 255.255.254.0
 webvpn enable
...

関連コマンド

コマンド モード

ファイアウォール モード セキュリティ コンテキスト

ルーテッド
トランスペ
アレント シングル

マルチ

コンテキスト システム

特権 EXEC  •  •  •  •  •

リリース 変更

1.1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

configure net 指定された TFTP URL のコンフィギュレーション ファイルに実    
行コンフィギュレーションをマージします。

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

write memory 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 
レーションに保存します。
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