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このマニュアルについて
このマニュアルは、Cisco Prime Network Analysis Module（NAM）ソフトウェア コマンド
ライン インターフェイス（CLI）を使用する方法について説明します。

対象読者
このマニュアルは、Cisco Prime NAM を設定して、ネットワーク セグメント上のトラフィッ
クをモニタリングし、新たに発生する問題を分析する必要があるネットワーク管理者を対象
としています。ネットワーク管理者として、次の項目について理解しておく必要があります。
• インターネットワーキングで使用される基本的な概念と用語。
• ネットワーク トポロジとプロトコル
• 基本的な UNIX コマンドまたは基本的な Windows 操作

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

章

タイトル

説明

第 1 章

1: Command Line Interface

NAM へのログイン方法を説明し、2 つの CLI
コマンド モード（コマンド モードおよびサブ
コマンド モード）に関する情報、および NAM
CLI の編集および作成モードに関する情報を示
します。

第 2 章

2: NAM CLI Commands:
application - device waas

CLI コマンドをアルファベット順に一覧表示
し、各コマンドの詳細な情報について説明し
ます。

第 3 章

3: NAM CLI Commands:
email – logout

CLI コマンドをアルファベット順に一覧表示
し、各コマンドの詳細な情報について説明し
ます。

第 4 章

4: NAM CLI Commands (metric CLI コマンドをアルファベット順に一覧表示
export host - show certificate し、各コマンドの詳細な情報について説明し
request)
ます。

第 5 章

5: NAM CLI Commands:
show clock details - show
monitor urlfilter

第 6 章

6: NAM CLI Commands:
CLI コマンドをアルファベット順に一覧表示
show password strong-policy - し、各コマンドの詳細な情報について説明し
web user
ます。
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付録 A

付録 A
NAM メンテナンス パー
ティション CLI

NAM メンテナンス パーティション コマンド
を一覧表示します。

付録 B

付録 B
略語

このマニュアルで使用される略語を定義しま
す。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目

表記法

コマンドおよびキーワード

太字

ユーザが値を指定する変数

イタリック体

セッション情報およびシステム情報
の表示出力

screen

ユーザが入力する情報

太字の screen フォント

ユーザが入力する変数

イタリック体の screen フォント

フォント

（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。

注意

警告

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が
記述されています。

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

製品マニュアル
この製品のマニュアル セットに関する情報またはサポートされるプラットフォームを含
むその他のマニュアルについては、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps5401/tsd_products_support_series_home.
html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL
で、毎月更新される『 What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シ
スコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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『 What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、
リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように
設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バー
ジョン 2.0 をサポートしています。
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1：コマンドライン インターフェイス
この章では、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用した Cisco Prime Network
Analysis Module ソフトウェアの使用方法について説明します。この章は、次の項で構成
されています。
•

NAM へのログイン

•

ヘルプの表示

•

コマンド モード

•

サブコマンド モード

•

作成および編集モード

•

NAM をサポートするプラットフォーム

プラットフォーム固有の設定の概要については、Cisco.com を参照してください。

NAM へのログイン
ネットワーク設定の初期設定や再設定を行う際に、コンソールにアクセスする必要がある
場合があります。プラットフォームにより、コンソールへのアクセス方法は異なります。
•

NAM アプライアンスの場合、コンソールにアクセスするには、物理的なキーボード
またはモニタを使用するか、シリアル ポートにケーブルを接続します。NAM 2300 シ
リーズ アプライアンスの場合は、Cisco Integrated Management Controller (CIMC) の
Web インターフェイス経由でコンソールにアクセスできます。 ログインしてホーム
ページの [Launch KVM Console] をクリックします。

•

SM-SRE の NAM および NME-NAM の場合は、ルータの CLI を使用してコンソー
ル接続にアクセスします。

•

Nexus の NAM または WAAS がインストールされた機器の NAM の場合は、ホス
ト アプライアンスの CLI を介してコンソールにアクセスします。

次に、NAM1、NAM2、または NAM3 プラットフォームの NAM コンソールにアクセス
する例を示します。詳細については、各プラットフォームのインストレーション ガイド
を参照してください。
Network Analysis Module へのアクセスには 2 つのレベルがあり、それぞれ異なる権限で
アクセスします。
•

guest：読み取り専用アクセス（デフォルトのパスワードは guest です）

•

root：完全な読み取り/書き込みアクセス（デフォルトのパスワードは root です）
（注） root アカウントは # プロンプトを使用し、guest アカウントは> プ

ロンプトを使用します。
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この例では、セッションを開き、NAM-1、-2、または -3 のコンソールにログインします。
ステップ 1

Telnet 接続またはコンソール ポート接続を使用してコンソールにロ
グインします。

ステップ 2

session コマンドを使用して、CLI プロンプトで NAM とのコン
ソール セッションを確立します。次に例を示します。

Cisco IOS ソフトウェア（NAM-1 または NAM-2）：
switch> session slot 4 processor 1

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 209.165.200.225 ... Open

Cisco Network Analysis Module (WS-SVC-NAM-2)

login:

Cisco IOS ソフトウェア（NAM-3）：

switch> service-module session slot 4

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 209.165.200.225 ... Open

Cisco Network Analysis Module (WS-SVC-NAM-3-K9)
login:

Catalyst オペレーティング システム ソフトウェア（NAM-1、NAM-2 および NAM-3）：

switch> session 3
Trying NAM-3...

Connected to NAM-3.

Escape character is '^]'.

Cisco Network Analysis Module (WS-SVC-NAM-3-K9)
login:

ステップ 3

ログイン プロンプトで NAM にログインします。root と入力して
root ユーザとしてログインするか、guest と入力して guest ユーザ
としてログインします。

login: root

ステップ 4

パスワード プロンプトで、アカウントのパスワードを入力します。
root アカウントのデフォルト パスワードは「root」、guest アカウ
ントのデフォルト パスワードは「guest」です。

Password:

12
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ログイン成功後は、コマンドライン プロンプトにモジュール情報および著作権情報
が表示されます。たとえば、Cisco Catalyst 6500 シリーズの場合は、次のように表示
されます。
Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module（WS-SVC-NAM-3-K9）コンソール）、5.0（1T）
Copyright (c) 1999-2011 by Cisco Systems, Inc.

nam.domain.com#

（注） 初回ログイン時は、デフォルト パスワードを変更するように求めら

れます。
デフォルト パスワードの変更
NAM の root アカウントにログインしているときにパスワードを変更するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

次のようにコマンドを入力します。

root@localhost# password username
root パスワードを変更するには、NAM への Telnet 接続を確立してから
password root コマンドを使用します。
guest パスワードを変更するには、NAM への Telnet 接続を確立してから
password guest コマンドを使用します。
ステップ 2

次のように新しいパスワードを入力します。

Changing password for user root
New UNIX password:

ステップ 3

次のように新しいパスワードを再度入力します。

Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

次に、root アカウントのパスワードを設定する例を示します。
root@localhost# password root
Changing password for user root
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

ヘルプの表示
正常にログインできたら、「?」 を入力して Return を押すか、help コマンドを入力して、
NAM の設定に使用するコマンドのリストを表示します。次に例を示します。
Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module (WS-SVC-NAM-3-K9) Console, 5.0(1T.45)
Copyright (c) 1999-2012 by Cisco Systems, Inc.
nam.domain.com# help
?

application

- display help

- configure an application [group]
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audit-trail

autocreate-data-source
clear
...

- enable logging into Web GUI and CLI accesses
- enable data source autocreation feature

- clear access log / system alerts

コマンド モード
Cisco Prime Network Analysis Module は、「root」として NAM にログインしたときにア
クセスできる設定可能なコマンド モードを提供します。特定のコマンドは、サブコマン
ド モードで入力します。すべてのコマンド モードおよびサブコマンド モードでは、ア
スタリスク（*）は、サブコマンドが必須であることを示します。

サブコマンド モード
一部のコマンドは、サブコマンド モードで入力します。この場合、そのモードで使用で
きる追加のコンフィギュレーション コマンドが提供されます。次に例を示します。
root@nam.domain.com# time

Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam.domain.com(sub-time)#

サブ コマンド モードに入ったら、「?」を入力するか、または help コマンドを入力して
そのサブ コマンド モードで使用可能なコマンドのリストを表示します。次に例を示しま
す。
root@nam.domain.com(sub-time)# ?
?

cancel

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode

exit

- exit from subcommand mode

sync

- synchronize NAM system time with switch, ntp, or local clock

help
zone

- display help

- configure time zone at the NAM

root@nam.domain.com(sub-time)#

（注） サブコマンド モードでコマンドを入力して、設定を実際に完了する

には、exit コマンドを入力する必要があります。

作成および編集モード
一部のコマンドは、設定の作成または変更（編集）に応じて、作成モードおよび編集モー
ドで動作します。

NAM をサポートするプラットフォーム
このリリースでの NAM をサポートするプラットフォームへのログイン方法の詳細につ
いては、Cisco.com からプラットフォーム固有のインストール ガイドを参照してくださ
い。Prime NAM のすべての製品マニュアルの概要を表示するには、
14
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http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/network_analysis_module_software/5.1_2/roadmap/
RoadmapNAM.html を参照してください。

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | 1：コマンドライン インターフェイス
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2：NAM CLI コマンド（application ～ device waas）
この章では、リリース 5.1(2) 5.1(3) をサポートするシスコ プラットフォーム固有のコ
マンドをアルファベット順に一覧表示します。サポートされるプラットフォームの詳細に
ついては、『Cisco Prime Network Analysis Module Release Notes』を参照してください。
特定のハードウェア プラットフォームを設定するための Cisco IOS コマンドの詳細に
ついては、関連マニュアルを参照してください。
本書では、使いやすさを考慮して、NAM CLI コマンド全体を次の章に分けています。
• 2：NAM CLI コマンド
application ～ device waas（ この章 ）
• 3：NAM CLI コマンド
email ～ logout
• 4：NAM CLI コマンド
metric export host ～ show certificate request
• 5：NAM CLI コマンド
show clock details ～ show monitor urlfilter
• 6：NAM CLI コマンド
show password strong-policy ～ web user
この章では、次のコマンドについて説明します。
•

application

• application group
• audit-trail enable
• autocreate-data-source
• cdp enable
• cdp hold-time
• cdp interval
• clear access log
• clear captured-data-files
• clear monitoring-data
• clear system-alerts
• clear system-passwords
• clock set
• config clear
• config network
• config upload
• coredump
• data-source erspan
• data-source netflow
• data-source pa
16
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• data-source waas
• debug log disable
• debug log enable
• debug log level
• debug log metric-engine
• debug log reset
• device erspan
• device netflow
• device waas

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | 2：NAM CLI コマンド（application ～
device waas）
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application
アプリケーションを作成するには、application コマンドを使用します。アプリケーショ
ン マッチを削除するには、no application コマンドを使用します。
application
no application
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

アプリケーション サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション サブコマンド モードを維持します。
「help」
コマンドの項を参照してください。

•

match：プロトコルおよび 1 つのポートまたはポート範囲を指定します。 このユー
ザ定義プロトコルに複数のプロトコルまたはポートを含める必要がある場合は、
match コマンドを繰り返します。

•

name string：アプリケーション名を設定します。これは必須フィールドです。

例

次に、アプリケーションを作成する例を示します。
root@NAM# application

new application (app tag 268435459)

Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@NAM(sub-application)# ?
?

cancel
exit
help

match
name
no

18

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode

- exit from the subcommand mode
- display help

- specify an application match

- enter the application name (*)

- remove an application match

application | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@NAM(sub-application)#

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | application
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application group
アプリケーション グループ サブモードを開始し、アプリケーション グループを定義す
るには、application group コマンドを使用します。アプリケーション 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。
application group
no application group group-name
構文の説明
group-name

アプリケーション グループ名

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

アプリケーション グループ サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

add protocol-specifier：プロトコルをグループに追加します。グループに追加できるプ
ロトコルは、一度に 1 つだけです（たとえば、HTTPS）。このコマンドにより、指
定された複数のプロトコルの統計情報を 1 つのカウンタにグループ化できます。
アプリケーション グループに 2 つ以上のプロトコルを追加するには、各プロトコル
に対して add コマンドを繰り返します。アプリケーション グループ サブコマンド
モードを終了すると、プロトコルが追加されます。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

delete protocol-specifier：グループからプロトコルを削除します。グループから削除で
きるプロトコルは、一度に 1 つだけです。
既存のアプリケーション グループから 2 つ以上の既存のプロトコルを削除するに
は、各プロトコルに対して delete コマンドを繰り返します。アプリケーション グ
ループ サブコマンド モードを終了すると、プロトコルが削除されます。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループ サブコマンド モードを維持しま
す。

•

name string：アプリケーション グループ名を設定します。

add または delete パラメータのどちらか、または add および delete パラメータ の両方
にプロトコル指定子を提供する必要があります。
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例

次に、グループ内に 2 つのプロトコルを持つ appGrpSample という名前のアプリケー
ション グループを作成する例を示します。
root@NAM# application group

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@NAM(sub-application-group)# ?
?

- display help

add

- add a protocol to the group (*)

cancel

- discard changes and exit from subcommand mode

delete

- remove a protocol from the group (*)

exit

- exit from subcommand mode

name

- set application group name (*)

help

- display help

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.

root@NAM(sub-application-group)# add 16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.68.4.0.1.0.0

root@NAM(sub-application-group)# add 16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.4.60.4.0.1.0.0
root@NAM(sub-application-group)# name appGrpSample
root@NAM(sub-application-group)# exit

Sucessfully create application group appGrpSample.
root@NAM#
root@NAM#

root@NAM# show application group appGrpSample
Application Group: appGrpSample
Number of Protocols: 2

- w-ether2.ip.tcp.tcp-836

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.68.4.0.1.0.0

- w-ether2.ip.udp.udp-1084

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.4.60.4.0.1.0.0

root@NAM#

関連コマンド
show application group

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | application group
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audit-trail enable
GUI および CLI アクセスの監査証跡をイネーブルにするには、audit-trail enable コマン
ドを使用します。GUI および CLI アクセスの監査証跡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。
audit-trail enable
no audit-trail enable
デフォルト
CLI および GUI アクセスの監査証跡はイネーブルです。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、GUI および CLI アクセスの監査証跡をイネーブルにする例を示します。
root@hostname.cisco.com# audit-trail enable

関連コマンド
show audit-trail
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autocreate-data-source
データソースの自動作成をイネーブルにするには、autocreate data-source コマンドを使
用します。NAM のデータソースの自動作成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。
autocreate data-source
no autocreate data-source
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、データソースの自動作成をイネーブルにする例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# autocreate-data-source ?
erspan

- enable autocreation of ERSPAN data sources

waas

- enable autocreation of WAAS data sources

netflow

- enable autocreation of NDE data sources

waas-client

waas-client-wan

- enable autocreation of WAAS Client data sources

- enable autocreation of WAAS Client WAN data sources

waas-passthru

- enable autocreation of WAAS Passthru data sources

waas-server

- enable autocreation of WAAS Server data sources

waas-passthru-export
waas-server-wan

- enable Passthru export on autocreated WAAS devices

- enable autocreation of WAAS Server WAN data sources

root@nam235Cat6k.cisco.com# autocreate-data-source

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | autocreate-data-source
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cdp enable
NME-NAM で Cisco Discovery Protocol（CDP）をイネーブルにするには、cdp enable コ
マンドを使用します。NME-NAM で CDP 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。
cdp enable
no cdp enable
（注） このコマンドは、NAM-1 または NAM-2 デバイス、Cisco NAM 2200

シリーズ アプライアンス、または NAM 仮想ブレードには無効で
す。

構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NME-NAM-80S および NME-NAM-120S でのみサポートされます。
例

次に、CDP をイネーブルにする例を示します。
root@localhost.cisco.com# cdp enable
root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
clear access log
cdp interval
cdp interval
show cdp settings
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cdp hold-time
Cisco Discovery Protocol（CDP）メッセージ保持時間を設定するには、cdp hold-time コ
マンドを使用します。CDP メッセージ保持時間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。
cdp hold-time time
no cdp hold-time
（注） このコマンドは、NAM-1 または NAM-2 デバイスまたは Cisco

NAM 2200 シリーズ アプライアンスには無効です。

構文の説明
time

CDP 保持時間を指定します。範囲は 10 ～ 255 秒です。

デフォルト
180 秒。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、CDP メッセージ保持時間を設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com# cdp hold-time 30
root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
clear access log
cdp interval
cdp interval
show cdp settings

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | cdp hold-time
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cdp interval
NME-NAM で Cisco Discovery Protocol（CDP）メッセージ間隔を設定するには、cdp
interval コマンドを使用します。NM-NAM での CDP メッセージ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。
cdp interval time
no cdp interval
（注） このコマンドは、NAM-1 または NAM-2 デバイスまたは Cisco

NAM 2200 シリーズ アプライアンスには無効です。

構文の説明
time

CDP メッセージ間隔を指定します。範囲は 5 ～ 254 秒です。

デフォルト
60 秒
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、CDP メッセージ間隔を設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com | cdp interval 200

root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
clear access log
cdp interval
cdp interval
show cdp settings
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clear access log
アクセス ログをクリアするには、clear access log

コマンドを使用します。

clear access-log
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、アクセス ログをクリアする例を示します。
root@localhost# clear access-log

関連コマンド
show access-log

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | clear access log
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clear captured-data-files
NAM ローカル ハード ドライブからすべてのキャプチャされたファイルを削除するに
は、clear captured-data-files コマンドを使用します。
clear captured-data-files
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべてのキャプチャされたファイルを削除する例を示します。
root@localhost# clear captured-data-files
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clear monitoring-data
短期間および長期間のモニタリング データを削除するには、clear monitoring-data コマ
ンドを使用します。このコマンドはまた、NAM をリセットして、キャッシュされたデー
タをクリーンアップします。
clear monitoring-data
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、アクセス ログをクリアする例を示します。
root@localhost# clear monitoring-data

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | clear monitoring-data
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clear system-alerts
システム アラートをクリアするには、clear system-alerts コマンドを使用します。
clear system-alerts
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、システム アラートをクリアする例を示します。
root@localhost# clear system-alerts

関連コマンド
show system-alerts
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clear system-passwords
CLI パスワードをリセットまたはクリアするには、clear system-passwords コマンドを使
用します。
clear system-passwords
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、システム パスワードをクリアする例を示します。
root@localhost# clear system-passwords

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | clear system-passwords
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clock set
Cisco NAM 2000 シリーズ アプライアンスの日時を設定するには、clock set コマンドを
使用します。
clock set

<hh:mm:ss:>

<mm/dd/yyyy>

（注） このコマンドは、Cisco NAM 2000 シリーズ アプライアンスでのみ

有効です。
構文の説明
hh:mm:ss

hh= 時間、mm= 分、ss= 秒

mm/dd/yyyy

mm= 月、dd= 日、yyyy= 年

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、Cisco NAM 2200 シリーズ アプライアンスでのみサポートされます。
例

次に、NAM アプライアンスのクロックを設定する例を示します。
root@nam.cisco.com# clock set 06:10:00 08/04/2008

32

clock set | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

config clear
NAM をリセットし、工場出荷時の設定状態に戻すには、config clear コマンドを使用し
ます。
config clear [all | ip]
構文の説明
all

（任意）NAM を NAM IP パラメータ設定を含む工場出荷時の設
定状態にリセットします。NAM は、変更を有効にするために自
動的にリブートします。

ip

（任意）NAM IP パラメータを工場出荷時の設定状態にリセット
します。NAM が自動的にリブートするので、NAM がオンライ
ンになるように、スイッチ スーパーバイザ エンジンから NAM
に接続して NAM IP パラメータを設定する必要があります。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、設定をクリアする例を示します。
root@localhost# config clear

This operation will reset the NAM configuration with the exception
of NAM IP parameters.

This operation will also reboot the NAM to allow the changes to
take effect.

Do you wish to continue?(y/n) [n]:y

Successfully updated the SCCP configuration.

Successfully updated the H.323 configuration.
NAM syslog settings updated successfully.

NAM web interface preferences updated successfully.
Successfully modified the configuration.

NAM will be rebooted now, for the changes to take effect ...

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | config clear
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config network
NAM の設定を特定の場所から NAM にインポートするか、または NAM 仮想ブレード
のライセンスを復元するには、config network コマンドを使用します。
config network url [config_filename]
構文の説明
url

アップロードする設定またはライセンス ファイルの場所を指定
します。
ftp://<username>@<host>/<path>

config_filename

設定ファイルのファイル名を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、設定ファイルを kluu-test.config という名前の NAM（FTP サーバ namlab-pc1 にあ
る /home/kluu ディレクトリという名前のユーザ ホーム ディレクトリ）にダウンロード
する例を示します。
root@NAM #

root@NAM # config network ftp://kluu@namlab-pc1//home/kluu/kluu-test.config

Downloading ftp://kluu@namlab-pc1//home/kluu/kluu-test.config, please wait ...
Password for kluu@namlab-pc1:

ftp://kluu@namlab-pc1//home/kluu/kluu-test.config (9K)
/tmp/lrcfile.txt.1007

[########################]

9748 bytes transferred in 0.00 sec (4274.44k/sec)

9K | 4916.90K/s

Download completed.
Configuring the NAM. This may take few minutes, please wait ...
NAM configuration completed.

To view the results, use the command 'show log config'.
root@NAM #

関連コマンド
config upload
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config upload
実行 NAM コンフィギュレーションを特定の場所にアップロードするには、config
upload コマンドを使用します。
config upload url [config_filename]
構文の説明
url

アップロードする設定またはライセンス ファイルの場所を指定
します。
ftp://<username>@<host>/<path>

config_filename

設定ファイルのファイル名を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドが発行されるときに config_filename が指定されていない場合は、NAM が
デフォルトの設定ファイル名を割り当てます。
例

次に、NAM 実行コンフィギュレーションを example.config というファイル名で namlab-pc1
という名前の FTP サーバにアップロードする例を示します。
root@NAM# config upload ftp://kluu@namlab-pc1.cisco.com example.config
Building configuration, please wait... Done.

Uploading the configuration to 'example.config'

on 'ftp://kluu@namlab-pc1.cisco.com', This may take few minutes ...
Password:
Successfully uploaded the NAM configuration.
root@NAM#

関連コマンド
config network

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | config upload
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coredump
コア ダンプ ファイルを取得するには、coredump コマンドを使用します。
coredump ftp://user:passwd@host/full-path/
構文の説明
ftp://user:passwd@host/full-path/

コア ダンプ ファイルへのパスを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、コア ダンプを取得する例を示します。
root@localhost# coredump ftp://user:passwd@host/full-path/
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data-source erspan
ERSPAN（Encapsulated Remote SPAN）データソースを作成するには、data-source erspan コ
マンドを使用します。
data-source erspan
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

データソース ERSPAN サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

device-id：ERSPAN デバイス ID。この値は必須値です。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループのサブコマンド モードを維持し
ます。「help」コマンドの項を参照してください。

•

name string：データソースの ERSPAN 名を設定します。この値は必須値です。

•

session-id：ERSPAN セッション ID

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に、ERSPAN データソースを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# data-source erspan

Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-data-source-erspan)# ?
?

cancel

device-id

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode
- ERSPAN device ID (*)

exit

- create data-source and exit from sub-command mode

name

- data-source name (*)

help
session-id
show

- display help

- ERSPAN session ID

- show current config that will be applied on exit
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(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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data-source erspan | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

data-source netflow
NetFlow データ エクスポート（NDE）データソースを作成するには、data-source netflow
コマンドを使用します。
data-source netflow
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

データソース NetFlow サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

device-id：NetFlow デバイス ID。この値は必須値です。

•

engine-id：NetFlow エンジン ID

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループ サブコマンド モードを維持しま
す。

•

name string：NetFlow データソース名を設定します。この値は必須値です。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に NetFlow データソースを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# data-source netflow
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-data-source-netflow)# ?
?

cancel

device-id
engine-id

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode
- netflow device ID (*)
- netflow Engine ID

exit

- create data-source and exit from sub-command mode

name

- data-source name (*)

help
show

- display help

- show current config that will be applied on exit
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(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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data-source netflow | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

data-source pa
パフォーマンス エージェント（PA）データソースを作成するには、data-source pa コマ
ンドを使用します。
data-source pa
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
データソース NetFlow サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

device-id：NetFlow デバイス ID。この値は必須値です。

•

engine-id：NetFlow エンジン ID

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループ サブコマンド モードを維持しま
す。

•

name string：NetFlow データソース名を設定します。この値は必須値です。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に、PA データソースを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# data-source pa
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-data-source-netflow)# ?
?

cancel

device-id
engine-id

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode
- netflow device ID (*)
- netflow Engine ID

exit

- create data-source and exit from sub-command mode

name

- data-source name (*)

help
show

- display help

- show current config that will be applied on exit
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(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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data-source pa | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

data-source waas
Wide Area Application Services（ WAAS）データソースを作成するには、data-source waas コ
マンドを使用します。
data-source waas
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

データソース WAAS サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

device-id：WAAS デバイス ID。この値は必須値です。

•

segment：データソースに追加する必要のあるネットワーク セグメントです。この値
は必須値です。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit の項を参照してくださ
い。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループのサブコマンド モードを維持し
ます。help コマンドの項を参照してください。

•

name string：WAAS データソース名を設定します。この値は必須値です。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に、WAAS データソースを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# data-source waas
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-data-source-waas)# ?
?

cancel

device-id

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode
- WAAS device ID (*)

exit

- create data-source and exit from sub-command mode

name

- data-source name (*)

help
segment

- display help

- network segment to be added to data-source (*)
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show

- show current config that will be applied on exit

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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data-source waas | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

debug log disable
デバッグ ロギングをディセーブルにするには、debug log disable コマンドを使用します。
debug log disable
構文の説明
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
このコマンドにデフォルトの動作または設定はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべてのデバッグ ロギングをディセーブルにする例を示します。
root@nam.cisco.com# debug log disable
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debug log enable
デバッグ ロギングをイネーブルにするには、debug log enable コマンドを使用します。
debug log enable
構文の説明
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
このコマンドにデフォルトの動作または設定はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべてのデバッグ ロギングをイネーブルにする例を示します。
root@nam.cisco.com# debug log enable
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debug log enable | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

debug log level
NAM システムで稼働している各モジュールのデバッグ ログ レベルを設定するには、
debug log-level コマンドを使用します。
show debug log level

<log-feature> <log-level>

構文の説明
log-feature

使用可能な機能名は次のとおりです。
ART, CAPTURE, COLL_SHARED, DSMON_HOST, DSMON_MATRIX,
DSMON_PDIST, DSMON_STATS, ENTITY, ETHERSTATS, FM, FR, MAIN,
MISC, RMON, RPC, DSRC, PARSER, PPROC, RTP, METRIC_ENGINE,
OTHER, PORT_TABLE, MPLS_STATS, POLLD, RMON1_HOST,
RMON1_MATRIX, RMON2_ADDRMAP, RMON2_HOST, RMON2_MATRIX,
RMON2_PDIST, SMON_PRIO, SMON_VLAN, SNMP, SRSNMP, SWPOLLD,
TREND_DAEMON, TREND_RPC, TREND_SNMP, URL_COLLECTION,
WAAS。

log-level

0 ～ 7 の値で、次のログレベルを表します。
0：重大
1：エラー
2：警告
3：通知
4：情報
5：デバッグ
6：デバッグ 2
7：デバッグ 3

デフォルト
このコマンドにデフォルトの動作または設定はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、Automated Response Time（ART）機能を設定して、ログ レベル 2 までのすべての
ログ メッセージを表示する方法を示します。このコマンドにより、重大、エラー、警告
に設定されたログ レベルを持つ、ART モジュールによって生成されたすべてのメッセー
ジが記録されます。
root@nam.cisco.com# debug log level ART 2
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debug log metric-engine
デバッグ ログ メトリックエンジンを設定するには、debug log metric-engine コマンドを
使用します。
debug log metric-engine
構文の説明
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
デフォルトの動作や値はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、デバッグ ログ レベルのメトリックエンジンの設定を示します。
root@nam.cisco.com# debug log metric-engine
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debug log metric-engine | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

debug log reset
デバッグ ロギング レベルをリセットしてデフォルト設定に戻すには、debug log reset コ
マンドを使用します。
debug log reset
構文の説明
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
デフォルトの動作や値はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべてのデバッグ ログ レベルをリセットしてデフォルト値に戻す例を示します。
root@nam.cisco.com# debug log reset
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device erspan
ERSPAN（Encapsulated Remote SPAN）デバイスを作成するには、device erspan コマンド
を使用します。
device erspan
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

デバイス ERSPAN サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

address：デバイスの IP アドレス。この値は必須値です。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループのサブコマンド モードを維持し
ます。help コマンドの項を参照してください。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に、ERSPAN デバイスを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# device erspan
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-device-erspan)# ?
?

address
cancel

- display help

- device IP address (*)

- discard changes and exit from subcommand mode

exit

- create device and exit from sub-command mode

show

- show current config that will be applied on exit

help

- display help

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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device erspan | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

device netflow
NetFlow データ エクスポート（NDE）デバイスを作成するには、device netflow コマン
ドを使用します。
device netflow
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

デバイス NetFlow サブモードを開始すると、次のコマンドを使用します。
•

address：デバイスの IP アドレス。この値は必須値です。

•

community：SNMPv2c

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループのサブコマンド モードを維持し
ます。help コマンドの項を参照してください。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

•

snmp-version：デバイスとの通信に使用する SNMP のバージョン

•

v3-auth-passphrase：SNMPv3

•

v3-auth-protocol：SNMPv3 認証プロトコル

•

v3-priv-passphrase：SNMPv3 プライバシー パスフレーズ

•

v3-priv-protocol：SNMPv3 プライバシー プロトコル

•

v3-sec-level：SNMPv3 セキュリティ レベル

•

v3-username：SNMPv3 ユーザ名

コミュニティ ストリング

認証パスフレーズ

例

次に、NetFlow デバイスを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# device netflow
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-device-netflow)# ?
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?

- display help

address

- device IP address (*)

cancel

- discard changes and exit from subcommand mode

exit

- create device and exit from sub-command mode

show

- show current config that will be applied on exit

community
help

- SNMPv2c community string

- display help

snmp-version

v3-auth-passphrase

- SNMP version to use to communicate with device
- SNMPv3 authentication passphrase

v3-auth-protocol

- SNMPv3 authentication protocol

v3-priv-protocol

- SNMPv3 privacy protocol

v3-priv-passphrase
v3-sec-level
v3-username

- SNMPv3 privacy passphrase

- SNMPv3 security level

- SNMPv3 username

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.

52

device netflow | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

device waas
Wide Area Application Services（WAAS）デバイスを作成するには、device waas コマンド
を使用します。
device waas
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

デバイス WAAS サブモードを開始すると、次のコマンドを使用可能できます。
•

address：デバイスの IP アドレス。この値は必須値です。

•

passthru：WAAS デバイスからのトラフィックをイネーブルまたはディセーブルにす
る passthru です。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

help：ヘルプを表示し、アプリケーション グループのサブコマンド モードを維持し
ます。「help」コマンドの項を参照してください。

•

show：現在の設定を表示します。この設定は終了時に適用されます。

例

次に、WAAS デバイスを作成する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# device waas
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@nam235Cat6k.cisco.com(sub-device-waas)# ?
?

address
cancel
exit
help

passthru
show

- display help

- device IP address (*)

- discard changes and exit from subcommand mode

- create device and exit from sub-command mode
- display help

- enable/disable passthru traffic from WAAS device

- show current config that will be applied on exit

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
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3：NAM CLI コマンド（email ～ logout）
この章では、次のコマンドについて説明します。
•

email

•

entity alias

•

entity assetid

•

exit

•

help

•

ip address

•

ip broadcast

•

ip domain

•

ip gateway

•

ip host

•

ip hosts add

•

ip hosts delete

•

ip http port

•

ip http secure generate

•

ip http secure install certificate

•

ip http secure port

•

ip http secure server

•

ip http server

•

ip http tacacs+

•

ip interface

•

ip nameserver

•

license install

•

logout

•

managed-device address

•

managed-device community
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3：NAM CLI コマンド（email ～ logout） | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

email
電子メールでアラームとレポートの両方のデータを送信する電子メール サーバを設定し、
電子メールで送信するアラーム メッセージをイネーブルまたはディセーブルにし、サブ
コマンド モードを開始するには、email コマンドを使用します。電子メール サーバを削
除するには、no email server コマンドを使用します。電子メールによるスケジューリン
グされたレポート データとアラーム メッセージの両方の送信を中止するには、no email
alarm コマンドを使用します。
email
no email server
no email alarm
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン
Note

受信者は、アラーム メッセージ受信者です。レポート データ受信者は CLI
ではサポートされません。

電子メール サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用します。
•

?または help：ヘルプを表示します。「help」コマンドの項を参照してください。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドの項を参照し
てください。

•

server email-server：電子メール サーバ名を指定します。

•

alarm enable：電子メールによるアラーム メッセージの送信をイネーブルにします。

•

alarm disable：電子メールによるアラーム メッセージの送信をディセーブルにします。

•

alarm recipients space-separated-list-of-email-addresses：電子メール アドレス
（admin@domain.com、user@domain.com など）のリストです。

例

次に、NAM を設定し、電子メールによって、スケジューリングされたレポートを
abc@example.com および xyz@example.com に送信する例を示します。
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root@localhost# email

proot@localhost(sub-email)# server example-email.domain.com
root@localhost(sub-email)# alarm enable

root@localhost(sub-email)# alarm recipients admin@domain.com another_admin@domain.com
root@localhost(sub-email)# exit

Successfully set email configuration settings.

関連コマンド
show debug metric-engine
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email | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

entity alias
エンティティ MIB のエンティティ エイリアスを設定するには、entity alias コマンドを
使用します。
entity alias string
構文の説明
string

entPHysicalAlias を設定するために使用するエンティティ ストリ
ングを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

エンティティ MIB により、entPhysicalTable および entLastChangeTime が SNMP で使
用できるようになります。
clear configuration コマンドは、エンティティ エイリアスおよび資産 ID を空のストリ
ングに設定することにより、これらを削除します。
例

次に、NAM からログアウトする例を示します。
root@localhost# entity alias 123456

関連コマンド
show entity
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entity assetid
エンティティ MIB 資産 ID を設定するには、entity assetid コマンドを使用します。
entity assetid string
構文の説明
string

entPHysicalAssetID を設定するために使用するエンティティ ス
トリングを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

エンティティ MIB により、entPhysicalTable および entLastChangeTime が SNMP で使
用できるようになります。
clear configuration コマンドは、エンティティ エイリアスおよび資産 ID を空のストリ
ングに設定することにより、これらを削除します。
例

次に、NAM からログアウトする例を示します。
root@localhost# entity assetid 1234566

関連コマンド

show entity
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exit
システムからログアウトするか、またはサブコマンド モードを終了するには、exit コマ
ンドを使用します。
exit
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

サブコマンド モードを終了するには、exit コマンドを使用します。exit コマンドは、サ
ブモードを終了する前に変更内容を保存します。
例

次に、NAM からログアウトする例を示します。
root@localhost# exit
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exsession
外部ログインをイネーブルまたはディセーブルにするには、exsession コマンドを使用し
ます。
exsession on [ssh]
exsession off
構文の説明
on

外部ログインをイネーブルにします。

off

外部ログインをディセーブルにします。

ssh

（任意）外部ログインを SSH に設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

強力な暗号化パッチが NAM に組み込まれているため、パッチをダウンロードする必要は
ありません。
例

次に、NAM への外部ログインを許可する例を示します。
root@localhost# exsession on
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ftp
スケジューリングされたレポートの保管のために FTP サーバおよびディレクトリを設
定するには、ftp コマンドを使用します。FTP のスケジューリングされたレポートをディ
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。
ftp
no ftp
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

FTP サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

?または help：ヘルプを表示します。help コマンドの項を参照してください。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

directory WORD：FTP サーバ上の FTP の場所を指定します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit
ください。

•

password WORD：FTP サーバにユーザ パスワードを指定します。

•

index：FTP エントリを識別する一意の整数

•

user WORD：FTP サーバにユーザ名を指定します。

•

server WORD：FTP サーバ名または IP アドレスを指定します。

コマンドを参照して

例

次に、スケジューリングされたレポートの保管のために FTP サーバを設定する例を示し
ます。
root@localhost# ftp

Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@localhost(sub-ftp)# ?
?

cancel

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | ftp
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directory

- FTP location at the FTP server

exit

- exit from subcommand mode

index

- a unique integer identifying the ftp entry

help

password
server
user
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- display help

- password of the user at the FTP server

- set FTP server

- user name at the FTP server

ftp | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

help
ヘルプを表示するには、help コマンドまたは ?を使用します。?を入力したあとは、Enter
キーを押す必要があります。
help | ?
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モードまたはサブコマンド モードです。
例

次に、ヘルプを表示する例を示します。
nam.domain.com# help
?

application
audit-trail

- display help

autocreate-data-source
clear

- configure an application [group]

- enable logging Web GUI and CLI accesses

- enable data source autocreation feature

- clear access log / system alerts
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ip address
システムの IP アドレスを設定するには、ip address コマンドを使用します。
ip address ip-address subnet-mask
構文の説明
ip-address

システムの IP アドレスを設定します。

subnet-mask

サブネット マスクを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

IP アドレスの設定後、ゲートウェイ アドレスは 0.0.0.0 に設定されることがあります。
この状況が発生した場合、ip gateway コマンドを使用してゲートウェイ アドレスを設定
します。
ブロードキャスト アドレスは、新しい IP アドレスとネットワーク マスクを使用して作
成されるアドレスで、自動的に設定されます。異なるブロードキャスト アドレスを選択
するには、ip broadcast コマンドを使用します。
例

次に、システムの IP アドレスを設定する例を示します。
root@localhost# ip address 172.20.104.74 255.255.255.192
IP address and netmask configured successfully.

NOTE: Default gateway address has been reset to 0.0.0.0
Please use 'ip gateway' command to configure it.
root@localhost# ip gateway 172.20.104.66
root@localhost# show ip
IP address:

Subnet mask:

IP Broadcast:
DNS Name:

Default Gateway:
Nameserver(s):

172.20.104.74

255.255.255.192
172.20.255.255

namlab-kom8.cisco.com
172.20.104.66

171.69.2.133

HTTP server:

Enabled

HTTP port:

80

HTTP secure server:
HTTP secure port:
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Disabled

443
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TACACS+ configured:
Telnet:
SSH:

root@localhost#

No

Enabled

Disabled

関連コマンド
ip broadcast
ip domain
ip host
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ip broadcast
システムのブロードキャスト アドレスを設定するには、ip broadcast コマンドを使用し
ます。
ip broadcast broadcast-address
構文の説明
broadcast-address

システムのブロードキャスト アドレスを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、システムのブロードキャスト アドレスを設定する例を示します。
root@localhost# ip broadcast 172.20.104.127
root@localhost#

関連コマンド
ip broadcast
ip domain
ip host
show ip
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ip domain
システムのドメイン名を設定するには、ip domain コマンドを使用します。
ip domain name
構文の説明
name

システムのドメイン名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、IP ドメイン名を設定する例を示します。
root@nam# ip domain cisco.com
root@nam.cisco.com#

関連コマンド
ip broadcast
ip domain
ip host
show ip
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ip gateway
システムのデフォルト ゲートウェイ アドレスを設定するには、ip gateway コマンドを
使用します。
ip gateway default-gateway
構文の説明
default-gateway

デフォルト ゲートウェイ アドレスを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、IP ゲートウェイ アドレスを設定する例を示します。
root@localhost# ip gateway 123.34.56.0

関連コマンド
ip broadcast
ip domain
ip host
show ip
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ip host
システムのホスト名を設定するには、ip host コマンドを使用します。
ip host name
構文の説明
name

IP ホスト名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、IP ホスト名を設定する例を示します。
root@NAM.cisco.com# ip host orion
root@orion.cisco.com#

関連コマンド
ip broadcast
ip domain
show ip
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ip hosts add
ホスト エントリを追加、または置き換えるには、ip hosts add コマンドを使用します。
ip hosts add ip-address host-name [alias1] [alias2]
ip hosts add ftp://user:passwd@host/full-path/filename
構文の説明
ip-address

ホスト IP アドレスを設定します。

host-name

FTP URL となりうるホスト名をファイル名で設
定します。

alias1 alias2

（任意）ホスト エイリアスを設定します。

ftp://user:passwd@host/full-path/filename

ホスト パラメータのファイルの場所へのパスを
設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

NAM にホスト エントリをインポートするには、ip hosts add
ftp://user:passwd@host/full-path/filename コマンドを使用します。最大 1,000 エントリを
NAM に含めることができます。
例

次に、特定の IP ホストを追加する例を示します。
root@localhost# ip hosts add 30.50.68.10 orion

関連コマンド
ip hosts delete
show hosts
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ip hosts delete
ホスト エントリを削除するには、ip hosts delete コマンドを使用します。
ip hosts delete ip-address
ip hosts delete ftp://user:passwd@host/full-path/filename
構文の説明
ip-address

ホスト IP アドレスを設定します。

ftp://user:passwd@host/full-path/filename

ホスト パラメータのファイルの場所へのパスを
設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、特定の IP ホストを削除する例を示します。
root@localhost# ip hosts delete 30.50.68.10 orion

関連コマンド
ip hosts add
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ip http port
HTTP ポートを設定するには、ip http port コマンドを使用します。
ip http port 1-65535
構文の説明
1-65535

ポート番号を 1 ～ 65535 の範囲で指定します。

構文の説明
すべてのポートが割り当て可能であるとは限りません。ほとんどのブラウザは、その他の
アプリケーションで使用されるポートをブロックします。Commonly-Blocked Ports に、通
常はブロックされるポートを示します。
表 3-1
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通常はブロックされるポート

アプリ
ポート ケーション

アプリ
ポート ケーション

アプリ
ポート ケーション

アプリ
ポート ケーション

1

tcpmux

43

nicname

117

uucp-path

531

chat

7

echo

53

domain

119

NNTP

532

netnews

9

discard

77

priv-rjs

123

NTP

540

uucp

11

systat

79

finger

135

loc-srv /
epmap

556

remotefs

13

daytime

87

ttylink

139

netbios

563

NNTP+SSL

15

netstat

95

supdup

143

IMAP2

587

submission

17

qotd

101

hostriame

179

LDAP

601

syslog

19

chargen

102

iso-tsap

389

LDAP

636

LDAP+SSL

20

ftp data

103

gppitnp

465

SMTP+SSL

993

IMAP+SSL

21

ftp control

104

acr-nema

512

print / exec

995

POP3+SSL

22

ssh

109

POP2

513

login

4045

lockd

23

Telnet

110

POP3

514

シェル

6000

X11

25

smtp

111

sunrpc

515

printer

37

time

113

auth

526

tempo

42

name

115

sftp

530

courier
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デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM の HTTP ポートを指定する例を示します。
root@localhost# ip http port 233

関連コマンド
ip http secure generate
ip http server
ip http tacacs+
show ip
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ip http secure generate
証明書要求を生成するには、ip http secure generate コマンドを使用します。
ip http secure generate {certificate-request | self-signed-certificate}
構文の説明
certificate-request

証明書要求を生成します。

self-signed-certificate

自己署名した証明書を生成します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、セキュア サーバを設定する例を示します。
root@localhost# ip http secure generate certificate-request

関連コマンド
ip http port
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ip http secure install certificate
証明書をインストールするには、ip http secure install certificate コマンドを使用します。
ip http secure install certificate
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、セキュア サーバを設定する例を示します。
root@localhost# ip http secure install certificate

関連コマンド
ip
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ip http secure port
セキュア サーバ ポートを設定するには、ip http secure port コマンドを使用します。
ip http secure port port
構文の説明
port

HTTP セキュア ポートを設定します。

構文の説明
すべてのポートが割り当て可能であるとは限りません。ほとんどのブラウザは、その他の
アプリケーションで使用されるポートをブロックします。「 通常はブロックされるポート」
（P.72）通常はブロックされるポートを示します。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、セキュア サーバ ポートを設定する例を示します。
root@localhost# ip http secure port 30

関連コマンド
ip
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ip http secure server
セキュア サーバを設定するには、ip http secure server コマンドを使用します。
ip http secure server {enable | disable}
構文の説明
server enable | disable

HTTP サーバをイネーブルまたはディセーブルにします。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

強力な暗号化パッチが NAM に組み込まれているため、パッチをダウンロードする必要は
ありません。
例

次に、セキュア サーバを設定する例を示します。
root@localhost# ip http secure server enable

関連コマンド
ip
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ip http server
HTTP サーバをイネーブルにするには、ip http server コマンドを使用します。
ip http server {enable | disable}
構文の説明
enable

HTTP サーバをイネーブルにします。

disable

HTTP サーバをディセーブルにします。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、HTTP サーバをイネーブルにする例を示します。
root@localhost# ip http server enable

関連コマンド
ip
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ip http tacacs+
TACACS+ サーバをイネーブルにするには、ip http tacacs+ コマンドを使用します。
ip http tacacs+ enable primary-srv [backup-srv] [en-secret-key encrypted-secret-key]
ip http tacacs+ disable
構文の説明
disable

TACACS+ サーバをディセーブルにします。

enable

TACACS+ サーバをイネーブルにします。

primary-srv

プライマリ TACACS+ サーバを指定します。

backup-srv

（任意）バックアップ TACACS+ サーバを指定します。

en-secret-key

（任意）秘密キーをイネーブルにするための引数名。

encrypted-secret-key

（任意）引数値。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

en-secret-key キーワードは、NAM コンフィギュレーションをインポートする際にのみ使
用します。このキーは、この例のように、DES 暗号化ストリングをこのキーワードの引
数として指定しないかぎり使用できません。
root@localhost# ip http tacacs+ enable 10.0.0.1 10.0.0.2 en-secret-key "dEAF="

例

次に、TACACS+ をイネーブルおよびディセーブルにする例を示します。
TACACS+ をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
root@hostname.cisco.com# ip http tacacs+ enable 10.0.0.1 10.0.0.2
Secret key:

Repeat secret key:

Successfully enabled Tacacs+

root@hostname.cisco.com# show ip
IP address:

172.20.98.177

IP Broadcast:

172.20.255.255

Subnet mask:
DNS Name:

255.255.255.192

hostname.cisco.com
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Default Gateway:
Nameserver(s):

172.20.98.129

171.69.2.133

HTTP server:

Enabled

HTTP port:

80

HTTP secure server:
HTTP secure port:

TACACS+ configured:

Disabled

443

Yes

TACACS+ primary server: 10.0.0.1
TACACS+ backup server : 10.0.0.2
Telnet:

Enabled

SSH:

Disabled

root@hostname.cisco.com#

TACACS+ をディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。
root@hostname.cisco.com# ip http tacacs+ disable
TACACS+ disabled successfully.

root@hostname.cisco.com# show ip
IP address:

Subnet mask:

IP Broadcast:
DNS Name:

Default Gateway:
Nameserver(s):

172.20.98.177

255.255.255.192
172.20.255.255

hostname.cisco.com
172.20.98.129

171.69.2.133

HTTP server:

Enabled

HTTP port:

80

HTTP secure server:
HTTP secure port:

TACACS+ configured:
Telnet:
SSH:

Disabled

443
No

Enabled

Disabled

root@hostname.cisco.com#

関連コマンド
ip
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ip interface
NM-NAM の外部ポートまたは内部ポートを選択するには、ip interface コマンドを使用
します。
ip interface external | internal
（注） このコマンドは、NAM-1 または NAM-2 デバイス、Cisco NAM 2200

シリーズ アプライアンス、または Cisco NAM 仮想ブレードには無
効です。

構文の説明
external

NME-NAM の RJ-45 ファスト イーサネット コネクタを選択し
ます。

internal

NME-NAM への IP 通信のための PCI インターフェイス（Telnet、
SNMP、HTTP など）を介したルータまでの内部 LAN セグメント
を選択します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NME-NAM でのみサポートされます。
例

次に、NME-NAM のインターフェイス ポートを指定する例を示します。
root@localhost# ip interface external

関連コマンド
ip
show ip
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ip nameserver
システムのネーム サーバ エントリを設定するか、またはディセーブルにするには、ip
nameserver コマンドを使用します。
ip nameserver ip-addr ip-addr ip-addr
または
ip nameserver disable
構文の説明
ip-addr

ネーム サーバ アドレスを設定します。

disable

ネーム サーバのエントリをディセーブルにします。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、システムのネーム サーバを設定する例を示します。
root@localhost# ip nameserver 171.69.2.133

関連コマンド
ip
show ip
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license install
NAM 仮想ブレード ソフトウェアがインストールされた WAE デバイスにライセンス
ファイルをインストールするには、license install コマンドを使用します。
license install url
構文の説明
url

インストールするライセンス ファイルの場所を指定します。
ftp://<username>@<host>/<path>/<license_filename>

構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NAM WAAS 仮想ブレード プラットフォームでのみ有効です。
例

次に、NAM がインストールされた WAE デバイスにライセンス ファイルをインストー
ルする例を示します。
root@localhost# license install ftp://joseph@host_name/usr/

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | license install
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logout
システムからログアウトするには、logout コマンドを使用します。
logout
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM からログアウトする例を示します。
root@localhost# logout
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managed-device address
管理対象デバイスのアドレスを設定するには、managed-device address コマンドを使用し
ます。
managed-device address <ip-address>
（注） このコマンドは、NAM-1、NAM-2、NME-NAM-80S、NME-NAM-120S

および NAM 仮想ブレード デバイスではサポートされません。

構文の説明
ip-address

管理対象デバイスの IP アドレスを指定します。

デフォルト
デフォルトの動作や値はありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、Cisco NAM 2200 シリーズ アプライアンスでのみサポートされます。
例

次に、管理対象デバイスの IP アドレスを設定し、管理対象デバイスを表示する例を示し
ます。
root@nam.cisco.com# managed-device address 10.0.0.1
root@nam.cisco.com# show managed-device
root@nam.cisco.com# 10.0.0.1

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | managed-device address
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managed-device community
管理対象デバイスの SNMP コミュニティを設定するには、managed-device community
コマンドを使用します。
managed-device community <rw-community>
（注） このコマンドは、NAM-1、NAM-2、NME-NAM-80S、NME-NAM-120S

および NAM 仮想ブレード デバイスではサポートされません。

構文の説明
rw-community

読み取り/書き込み操作用の SNMP コミュニティを指定し
ます。

デフォルト
なし。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、Cisco NAM 2200 シリーズ アプライアンスでのみサポートされます。
例

次に、管理対象デバイスのコミュニティを設定する例を示します。
root@nam.cisco.com# managed-device community
root@nam.cisco.com#

86

managed-device community | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

4：NAM CLI コマンド（metric export host ～ show certificate request）
この章では、次の NAM CLI コマンドについて説明します。
• metric export host
• metric export non-waas traffic
• monitor nbar
• monitor protocol encapsulation
• monitor rtp-stream enable
• monitor rtp-stream filter
• monitor rtp-stream threshold
• monitor urlcollection
• monitor urlfilter
• netflow input port
• nslookup
• password
• password strong-policy
• patch
• pid-sn
• ping
• preferences
• protocol esp-null-heuristic
• reboot
• reboot -helper
• reboot -golden
• remote-storage
• remote-storage fcoe
• remote-storage iscsi
• remote-storage sas
• rmwebusers
• show access-log
• show application app-id
• show application eng-id
• show application group
• show audit-trail
• show autocreate-data-source
• show cdb
• show cdp settings
Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | 4：NAM CLI コマンド（metric export
host ～ show certificate request）
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• show certificate
• show certificate-request

88

4：NAM CLI コマンド（metric export host ～ show certificate request） | Cisco Prime NAM コ
マンド リファレンス ガイド

metric export host
メトリック エクスポート ホストを設定するには、metric export host コマンドを使用し
ます。メトリック エクス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。
metric export host ip-address [port]
no metric export
構文の説明
ip-address

外部レポート コンソールの IPv4 アドレスを指定します。

port

外部レポート コンソールが着信パケットをリッスンする
ポート（任意）。

デフォルト
デフォルト ポートは 9995 です。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

ART メトリックを外部レポート コンソールにエクスポートするには、このコマンドを使
用します。
例

次に、ART メトリックを収集するように送信元としてレポート コンソールの IP アドレ
スを指定した後、この設定を削除する例を示します。
root@nam.cisco.com# metric export 10.0.0.1 9995
root@nam.cisco.com# no metric export

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | metric export host
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metric export non-waas traffic
SPAN トラフィック（非 WAAS トラフィック）を外部レポート コンソールに送信する
には、metric export non-waas traffic コマンドを使用します。メトリック エクスポート
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。
metric export non-waas traffic
no metric export non-waas traffic
構文の説明
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
エクスポートはディセーブルです。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

非 WAAS（SPAN トラフィック）メトリックを外部レポート コンソールにエクスポート
するには、このコマンドを使用します。
例

次に、非 WAAS トラフィックを外部レポート コンソールに送信した後、この設定を削
除する例を示します。
root@nam.cisco.com# metric export non-waas traffic

root@nam.cisco.com# no metric export non-waas traffic
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monitor nbar
スーパーバイザ NBAR 統計情報ポーリングをイネーブルにするには、monitor nbar コマ
ンドを使用します。ポー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 nbar
no monitor nbar
構文の説明
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、デフォルトはありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

統計情報の収集をイネーブルにするには、NBAR-PD-MIB が存在している必要があります。
NAM-3 統計情報はスーパーバイザ エンジンからポーリングされます。
例

次に、NBAR 統計情報ポーリングをイネーブルにする例を示します。
root@localhost.cisco.com# monitor nbar
Successful enable nbar collection.

root@localhost.cisco.com# no monitor nbar
Successfully disable nbar collection.

次に、NBAR 統計情報ポーリングを表示する例を示します。
root@localhost.cisco.com# show monitor nbar
nbar collection enabled

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | monitor nbar
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monitor protocol encapsulation
プロトコルのカプセル化を設定するには、monitor protocol encapsulation コマンドを使用
します。プロトコルのカプセル化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 protocol encapsulation
no monitor protocol encapsulation
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、モニタ プロトコルのカプセル化を設定する例を示します。
root@nam.cisco.com# monitor protocol encapsulation
gre-ip

- encapsulation type

gtp

- encapsulation type

ip-esp

- encapsulation type

ip-ipv4

- encapsulation type

ip-ipv6

- encapsulation type

root@nam.cisco.com# monitor protocol encapsulation

関連コマンド
show monitor protocol encapsulation
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monitor rtp-stream enable
RTP ストリーム モニタリングをイネーブルにするには、monitor rtp-stream enable コマ
ンドを使用します。RTP ストリーム 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 rtp-stream enable
no monitor rtp-stream enable
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、RTP ストリーム モニタリングをイネーブルにする例を示します。
root@localhost# monitor rtp-stream enable

次に、RTP ストリーム モニタリングをディセーブルにする例を示します。
root@localhost# no monitor rtp-stream enable

関連コマンド
monitor rtp-stream filter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | monitor rtp-stream enable
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monitor rtp-stream filter
RTP ストリーム フィルタリング エントリを設定するには、monitor rtp-stream filter コ
マンドを使用します。RTP ストリーム フィルタリング 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。
monitor rtp-stream filter source-address source-mask dest-address dest-mask
構文の説明
source-address

フィルタリングされる RTP ストリームの送信元アドレス
を指定します。

source-mask

フィルタリングされる RTP ストリームの送信元アドレス
のサブネット マスクを指定します。

dest-address

フィルタリングされる RTP ストリームの宛先アドレスを
指定します。

dest-mask

フィルタリングされる RTP ストリームのサブネット マス
クを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、RTP ストリーム フィルタリングをイネーブルにする例を示します。
root@localhost# monitor rtp-stream filter 1.2.3.0 255.255.255.0 4.5.0.0 255.255.0.0

関連コマンド
metric export host
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monitor rtp-stream threshold
異なる RTP ストリーム モニタリングのタイプのアラームしきい値を設定するには、
monitor rtp-stream threshold コマンドを使用します。 RTP ストリーム モニタリングの
アラームしきい値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 rtp-stream threshold <key_word>
no monitor rtp-stream threshold <key_word>
構文の説明
キーワード

アクション

actual-pkt-loss

実際のパケット損失のパーセントしきい値を指定し、実際のパ
ケット損失のしきい値アラームをイネーブルにします。

adjusted-pkt-loss

調整されたパケット損失のパーセントしきい値を指定し、調整さ
れたパケット損失のしきい値アラームをイネーブルにします。

jitter

ジッターのアラームしきい値を指定し、ジッターのしきい値ア
ラームをミリ秒単位でイネーブルにします。

mos

MOS スコアのしきい値を指定し、MOS スコアのアラームをイ
ネーブルにします。

soc

隠蔽が行われるしきい値の秒数を指定し、SOC アラームをイネー
ブルにします。

ssc

深刻な隠蔽が行われるしきい値の秒数を指定し、SSC アラームを
イネーブルにします。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
例

次に、損失パケットの RTP ストリーム モニタリング用に 6 % のアラームしきい値を設
定する例を示します。
root@NAM.cisco.com# monitor rtp-stream threshold adjusted-pkt-loss 6
Successfully set adjusted-pkt-loss alarm.
root@NAM.cisco.com#

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | monitor rtp-stream threshold
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monitor urlcollection
URL 収集サブモードを開始し、URL 収集を設定するには、monitor urlcollection コマン
ドを使用します。URL 収集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 urlcollection
no monitor urlcollection
構文の説明
このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

URL 収集サブモードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

?または help：ヘルプを表示します。help

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。autocreate-data-source コ
マンドの項を参照してください。

•

data-source nam-data-source-name：NAM データ ソース名を指定します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

ignore：（任意）ホスト、パス、および URL に一致する引数を設定します。

コマンドを参照してください。

–

ignore host：URL 収集データを収集する場合に、URL のホスト部分を無視するか
無視しないかを指定します。

–

ignore path：URL 収集データを収集する場合に、URL のパス部分を無視するか無
視しないかを指定します。

–

ignore url-arg：URL 収集データを収集する場合に、URL の引数を無視するか無視
しないかを指定します。

–

ignore enable | disable：このコマンドをイネーブルまたはディセーブルにします。

•

match-only string：（任意）URL 内のストリングに一致する URL データだけの収集
を指定します。

•

max-entry 100 | 50 | 1000：（任意）URL 収集エントリの最大数を指定します。

•

recycle enable | disable：URL 収集データ エントリのエージングをイネーブルまたは
ディセーブルにします。
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NAM には、URL 収集が 1 つだけあります。収集のオーナーは、常に LocalMgr です。
インデックスは常に 1 つです。
例

次に、URL 収集を設定する例を示します。
root@localhost# monitor urlcollection
Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.
root@localhost(sub-monitor-url-collection)# ?

?

cancel

data-source

- display help

- discard changes and exit from subcommand mode
- specify the collection data source (*)

exit

- exit from the subcommand mode

ignore

- set url collection data matching schemes

help

match-only
max-entry
recycle

- display help

- match string for url collection data

- set max number data entries of url collection

- enable or disable aging of url collection data entries

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@localhost(sub-monitor-url-collection)#

関連コマンド
show monitor urlcollection

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | monitor urlcollection
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monitor urlfilter
URL フィルタ収集コンフィギュレーション サブコマンド モードを開始し、URL フィル
タを設定するには、monitor urlfilter コマンドを使用します。コンフィギュレーションか
ら URL フィルタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
monitor urlfilter
no monitor urlfilter control-index
構文の説明
control-index

収集コントロール インデックスを指定します。値の範囲は 1
～ 65535 です。

デフォルト
制御インデックスはランダムです。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

モニタ URL フィルタ サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

?：ヘルプを表示します。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

control-index control-index：URL エントリのコントロール インデックスを指定します。
値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトはランダムです。

•

description string：（任意）URL フィルタの説明ストリングを指定します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

help：ヘルプを表示します。

•

host-regexp：URL のホストの正規表現を指定します。

•

path-regexp：URL のパスの正規表現を指定します。

•

protocol-encap：（任意）HTTP パケットのプロトコル カプセル化を指定します。

clear configuration コマンドは、コンフィギュレーションから URL フィルタを削除しま
す。URL フィルタを設定するための SNMP サポートはありません。
例

次に、URL フィルタを設定する例を示します。
root@nam# monitor urlfilter

Entering into subcommand mode for this command.
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Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@nam(sub-monitor-url-filter)# control-index 2

root@nam(sub-monitor-url-filter)# description urlfilter example
root@nam(sub-monitor-url-filter)# host-regexp www.example.com
root@nam(sub-monitor-url-filter)# protocol-encap ipv4
root@nam(sub-monitor-url-filter)# exit
Sucessfully created urlfilter entry.
root@nam# show monitor urlfilter
Description: urlfilter example
Control index:

Protocol encapsulation:
URL's host string:
URL's path string:

2

IPv4

www.example.com
(not-set)

この URL フィルタ 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。
root@nam# no monitor urlfilter 2

Successfully delete urlfilter entry.

関連コマンド
show monitor urlfilter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | monitor urlfilter
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netflow input port
NAM の入力 NetFlow UDP ポートの指定値を設定するには、netflow input port [port] コ
マンドを使用します。
netflow input port [port]
（注） この CLI が使用されない場合、NAM は、着信 NDE をリッスンす

るようにデフォルト ポート 3000 を保持します。呼び出しが発生し、
正常に完了した場合は、CLI によって新旧の UDP ポート番号が印
刷されます。

構文の説明
port

入力 UDP ポート番号を指定します。有効な値は 1 ～ 65535
です。

デフォルト
デフォルト ポートは 3000 です。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、netflow input port コマンドを使用する例を示します。
root@localhost# netflow input port 9101
NetFlow input port 3000 changed to 9101
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nslookup
ネーム サーバ クエリーを設定するには、nslookup コマンドを使用します。
nslookup hostname [server]
構文の説明
hostname

ネーム サーバ クエリー ホストを指定します。

server

（任意）照会するネーム サーバを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ネーム サーバ クエリーを設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com# nslookup www.yahoo.com
Server:

Address:

127.0.0.1

127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.yahoo.com
Name:

canonical name = www.yahoo.akadns.net.

www.yahoo.akadns.net

Address:66.218.71.80

root@localhost.cisco.com#
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password
新しいパスワードを設定するには、password コマンドを使用します。
password username
構文の説明
username

パスワードを変更するユーザ ログイン名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

有効なユーザ名は、root と guest の 2 つだけです。
例

次に、パスワードを設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com# password root
Changing password for user root
New UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd:all authentication tokens updated successfully
root@localhost.cisco.com#
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password strong-policy
ユーザ名に対する強力なパスワード ポリシーをイネーブルにするには、password
strong-policy コマンドを使用します。このオプション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。
password strong-policy
no password strong-policy
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

有効なユーザ名は、root と guest の 2 つだけです。
例

次に、パスワードを設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com# password strong-policy
Strong password policy is enabled.

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | password strong-policy
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patch
ソフトウェア パッチをダウンロードしてインストールするには、patch コマンドを使用
します。
patch ftp://user:passwd@host/full-path/filename
構文の説明
ftp://user:passwd@host/full-path/filename パッチをダウンロードするためのパスを設定し
ます。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、パッチをダウンロードしてインストールする例を示します。
root@localhost.cisco.com# patch
ftp://hostname/fullpath/c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin
Proceeding with installation. Please do not interrupt.
If installation is interrupted, please try again.

Downloading c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin. Please wait...

ftp://hostname/fullpath/c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin (1K)
-

[########################]

1891 bytes transferred in 0.00 sec (1569.00k/sec)

1K | 1886.33K/s

Verifying c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin. Please wait...
Patch c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin verified.

Applying /usr/local/nam/patch/workdir/c6nam-3.6-strong-cryptoK9-patch-1-0.bin.
Please wait...
########################################### [100%]
########################################### [100%]
Patch applied successfully.
root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
show patches
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show version

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | patch
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pid-sn
NAM 仮想ブレード製品ライセンスでノードをロックするために、WAE デバイスの製品
ID とシリアル番号を入力するには、pid-sn コマンドを使用します。
pid-sn PIDnnnn SNnnnn
構文の説明
PIDnnnn

WAE デバイスの製品 ID を指定します。

SNnnnn

WAE デバイスのシリアル番号を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NAM 仮想ブレード プラットフォームでのみ有効です。
例

次に、WAE デバイスの製品 ID とシリアル番号を入力する例を示します。
root@localhost# pid-sn WAE-674-K9 KXQCDHDR
root@localhost#
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ping
ネットワーク デバイスへの接続状態をチェックするには、ping コマンドを使用します。
ping [-n | -v] [-c count] [-i wait] [-p pattern] [-s packetsize] hostname | IP address
構文の説明
-n

（任意）ネットワーク アドレスを数字で表示します。

-v

（任意）詳細な出力を指定します。

-c count

（任意）ECHO_REQUEST パケットのカウントを送信した後、ping を
停止します。

-i wait

（任意）パケットを送信する間隔を秒単位で指定します。

-p pattern

（任意）ping で送信されるパケットを充填するパッド バイトを指定
します。送信するパケットを充填するために、最大 16 パッド バイ
トまで指定できます。

-s packetsize

（任意）8 バイトの ICMP ヘッダー データを設定します。

hostname

ネットワーク デバイスのホスト名を ping に設定します。

IP address

ネットワーク デバイスの IP アドレスを ping に設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ping を使用してネットワーク デバイスの接続状態をチェックする例を示します。
root@localhost# ping -n -v ralph 100.20.19.23
root@localhost#
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preferences
プリファレンス サブコマンド モードを開始し、画面における情報の表示方法を設定する
には、preferences コマンドを使用します。
preferences
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

プリファレンス サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

csv-export all | current-screen： カンマ区切り形式のエクスポート モニタ データ オ
プションを設定します。

•

data-displayed bits | bytes： ビットまたはバイトでのデータの表示方法を指定します。

•

entries-per-screen 1-100：（任意）表形式の画面に表示する行数を設定します。 デフォ
ルトは 15 です。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

format-large-number enable | disable：GUI カウンタを K（キロ）、M（メガ）、また
は G（ギガ）という大きい数字で表示します。

•

graph-bars 1-15：（任意）表示されるグラフのバーの数を設定します。 デフォルトは
10 です。

•

help：ヘルプを表示します。help コマンドを参照してください。

•

number-notation commas-dot | dots-comma | spaces-comma：数字の表記をカンマ、ドッ
トなどに設定します。たとえば、1,000 または 1.000 または 300, 10 のようになりま
す。

•

refresh-interval 15-3600：（任意）画面のリフレッシュ間隔を秒単位で設定します。デ
フォルトは 60 です。

•

（任意）ホスト名の解決処理をイネーブルまたはディ
resolve-hostname enable | disable：
セーブルにします。デフォルトは enable です。

例

次に、画面表示のプリファレンスを設定する例を示します。
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root@localhost.cisco.com# preferences

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.

root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# entries-per-screen 15
root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# refresh-interval 60
root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# graph-bars 10

root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# hostname-resolution disable
root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# data-displayed bytes

root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# format-large-number enable
root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# number-notation comma-dot
root@localhost.cisco.com(sub-preferences)# exit

NAM web interface preferences updated successfully.data

次に、設定されたプリファレンスを表示する例を示します。
root@localhost.cisco.com# show preferences
Entries per screen:
Refresh interval:

15

60 secs

Number of graph bars: 10
Hostname resolution:

Disabled

Data displayed in:

Bytes

Number notation:

Commas-dot

Format large number:

No

root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
show preferences
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protocol esp-null-heuristic
NAM による ESP-NULL プロトコルのヒューリスティックな解析をイネーブルまたは
ディセーブルにするには、protocol esp-null-heuristic コマンドを使用します。
NAM による ESP-NULL プロトコルのヒューリスティックな解析をイネーブルにするに
は、次のコマンドを使用します。
protocol esp-null-heuristic enable
NAM による ESP-NULL プロトコルのヒューリスティックな解析をディセーブルにする
には、次のコマンドを使用します。
no protocol esp-null-heuristic enable
構文の説明
このコマンドは、ESP-NULL パケットのヒューリスティックな解析をイネーブルまたは
ディセーブルにします。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ヒューリスティックな解析をイネーブルにする例を示します。
root@localhost# protocol esp-null-heuristic enable
root@localhost#

次に、ヒューリスティックな解析をディセーブルにする例を示します。
root@localhost# no protocol esp-null-heuristic enable
root@localhost#
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reboot
NAM をシャットダウンし、再起動するには、reboot コマンドを使用します。
reboot
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM をリブートする例を示します。
root@localhost# reboot

Reboot the NAM?(Y/N) [N]:
root@localhost#
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reboot -helper
ヘルパー イメージをリブートするには、reboot -helper コマンドを使用します。
reboot -helper
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ヘルパー イメージをリブートする例を示します。
root@localhost# reboot -helper
Reboot the NAM?(Y/N) [N]:
root@localhost#
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reboot -golden
ゴールデン ヘルパー イメージ（NAM-3）をリブートするには、reboot -golden コマンド
を使用します。
reboot -golden
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ヘルパー イメージをリブートする例を示します。
root@localhost# reboot -golden
Reboot the NAM?(Y/N) [N]:
root@localhost#
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remote-storage
関連コマンド
remote-storage fcoe
remote-storage iscsi
remote-storage sas
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remote-storage fcoe
キャプチャ データの FCoE リモート ストレージ ターゲットを一覧表示するか、または
フォーマットするには、remote-storage fcoe コマンドを使用します。
remote-storage fcoe
構文の説明
name

取り外す FCoE リモート ストレージの名前を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

これらのコマンドは NAM-3 でのみサポートされます。
コマンドを入力すると、次の機能を使用できます。
•

format：1 つ以上の FCoE ストレージ ターゲットをフォーマットします。

•

fsck：FCoE ストレージ ターゲットで FS チェックを実行します（数分かかる場合が
あります）。

•

label：FCoE ストレージ ターゲットにラベルを付けます。

•

list：すべての FCoE ストレージ ターゲットを一覧表示します。

•

local-pwwn：FCoE ローカル ポート WWN を表示します。ストレージ LUN に NAM
ローカル ID をマッピングするには、ストレージ ベンダーの Web インターフェイ
スを使用します。

•

mount：論理的に接続が切断された FCoE ストレージ ターゲットを再接続します。
connect コマンドに置き換えます。

•

refresh：FCoE サービスを更新します。

•

sfp-info：SFP およびモジュール EEPROM からの重要な情報（タイプ、ベンダー、
部品番号、シリアル番号、データ コードなど）を表示します。

•

unmount：論理的に FCoE ストレージ ターゲットの接続を切断します（このため、
安全に取り外せます）。disconnect コマンドに置き換えます。

例

次に、FCoE データをキャプチャするためにリモート ストレージを設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# remote-storage fcoe
format
fsck

- format one or more FCoE storage targets

- run FS check on a FCoE storage target (may take several minutes)
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label

- label a FCoE storage target

list

- list all FCoE storage targets

mount

- re-mount a FCoE storage target

local-pwwn
refresh

sfp-info
unmount

- show local FCoE Port WWN

- refresh the FCoE service

- display SFP+ EEPROM contents

- unmount a FCoE storage target (safely remove)

root@hostname.cisco.com#

116

remote-storage fcoe | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

remote-storage iscsi
キャプチャ データの iSCSI リモート ストレージ ターゲットを一覧表示するか、または
フォーマットするには、remote-storage iscsi コマンドを使用します。
remote-storage iscsi
構文の説明
name

取り外す iSCSI リモート ストレージの名前を指定します。

（注） このコマンドは、NAM WAAS 仮想ブレードではサポートされませ

ん。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

コマンドを入力すると、次の機能を使用できます。
•

format：iSCSI ストレージ ターゲットをフォーマットします。

•

fsck：iSCSI ストレージ ターゲットの FS チェックを実行します（数分かかる場合が
あります）。

•

label：iSCSI ストレージ ターゲットにラベルを付けます。

•

list：すべての iSCSI ストレージ ターゲットを一覧表示します。

•

local-iqn：ローカル iSCSI 修飾名を表示します。ストレージ LUN に NAM ローカ
ル ID をマッピングするには、ストレージ ベンダーの Web インターフェイスを使
用します。

•

login：iSCSI セッションにログインします。

•

logout：iSCSI セッションからログアウトします。

•

mount：iSCSI ストレージ ターゲットをリマウントします。

•

unmount：iSCSI ストレージ ターゲットをアンマウントします（このため、安全に取
り外せます）。

例

次に、iSCSI データをキャプチャするためにリモート ストレージを設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# remote-storage iscsi
format
fsck

- format a iSCSI storage target

- run FS check on an iSCSI storage target (may take several minutes)

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | remote-storage iscsi

117

label

- label an iSCSI storage target

list

- list all iSCSI storage targets

login

- Login to an iSCSI session

mount

- re-mount an iSCSI storage target

local-iqn
logout

- show local iSCSI Qualified Name

- Logout from an iSCSI session

unmount

- unmount an iSCSI storage target (safely remove)

root@hostname.cisco.com#

次に、remote-storage iscsi local-iqn の出力例を示します。
root@hostname.cisco.com# remote-storage iscsi local-iqn

Local iSCSI Qualified Name: iqn.1987-05.com.cisco:WS-SVC-NAM3-6G-K9.00:19:55:07:14:FA

次に、remote-storage iscsi list の出力例を示します。 最後に iSCSI セッションのリスト
が含まれます。
root@hostname.cisco.com# remote-storage iscsi list
Storage ID: 7
Label:

Status: Ready

Protocol: ISCSI

Target IP: 172.20.98.182

Target IQN: iqn.1999-02.com.nexsan:p0:satabeast2:029c65ec
Type: LUN

Model: NEXSAN SATABeast2
LUN: 2

Capacity: 1.82TB

Available: 1.73TB
Active iSCSI Sessions:

tcp: [2] 172.20.98.182:3260,1 iqn.1999-02.com.nexsan:p0:satabeast2:029c65ec
root@hostname.cisco.com#

関連コマンド
show remote-storage
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remote-storage sas
キャプチャ データの SAS リモート ストレージ ターゲットを一覧表示するか、または
フォーマットするには、remote-storage sas コマンドを使用します。
remote-storage sas
構文の説明
name

取り外す SAS リモート ストレージの名前を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

これらのコマンドは NAM-3 でのみサポートされます。
コマンドを入力すると、次の機能を使用できます。
•

format：1 つ以上の SAS ストレージ ターゲットをフォーマットします。

•

fsck：SAS ストレージ ターゲットの FS チェックを実行します（数分かかる場合が
あります）。

•

label：SAS ストレージ ターゲットにラベルを付けます。

•

list：すべての SAS ストレージ ターゲットを一覧表示します。

•

local-address：ローカル SAS アドレスを表示します。ストレージ LUN に NAM ロー
カル ID をマッピングするには、ストレージ ベンダーの Web インターフェイスを
使用します。

•

mount：論理的に接続が切断された SAS ストレージ ターゲットを再接続します。
connect コマンドに置き換えます。

•

unmount：SAS ストレージ ターゲットの接続を切断します（このため、安全に取り
外せます）。disconnect コマンドに置き換えます。

例

次に、SAS データをキャプチャするためにリモート ストレージを設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# remote-storage sas
fsck

format
label

- run FS check on a SAS storage target (may take several minutes)
- format one or more SAS storage targets

- label a SAS storage target

list

- list all SAS storage targets

mount

- re-mount a SAS storage target

local-address

- show local SAS Address
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unmount

120

- unmount a SAS storage target (safely remove)

remote-storage sas | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

rmwebusers
ローカル Web ユーザ データベースからすべての Web ユーザを削除するには、
rmwebusers コマンドを使用します。
rmwebusers
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ローカル Web ユーザ データベースから Web ユーザを削除する例を示します。
root@localhost.cisco.com# rmwebusers
WARNING:Doing this will stop the web server and remove
all locally defined web users from web user database.
Are you sure you want to continue (y/n) [n]?y
Disabling HTTP server...

Successfully disabled HTTP server.
All locally defined web users have been
removed from web user database.
root@localhost.cisco.com#

Related Commands

show web-user
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show access-log
Web アクセス ログを表示するには、show access-log コマンドを使用します。
show access-log
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、Web アクセス ログを表示する例を示します。
Root@localhost# show access-log
11 Mar 2003, 12:23:38

152.20.27.182

-

Access denied (no login session)

11 Mar 2003, 12:23:39

152.20.27.182

-

Access denied (no login session)

11 Mar 2003, 12:23:39

152.20.27.182

-

Access denied (no login session)

11 Mar 2003, 12:23:39

152.20.27.182

-

Access denied (no login session)

/error.php
/error.php
/error.php
/error.php
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show application app-id
すべてのアプリケーションを表示するには、show application app-id コマンドを使用します。
show application app-id
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべてのアプリケーションを表示する例を示します。
root@NAM.cisco.com# show application app-id
sample-l3:1 (16777217) icmp
sample-l3:2 (16777218) igmp
sample-l3:4 (16777220) ip

sample-l3:6 (16777222) tcp
sample-l3:8 (16777224) egp

関連コマンド

application
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show application eng-id
エンジン ID ごとのアプリケーション情報を表示するには、show application eng-id コマ
ンドを使用します。
show application eng-id
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、エンジン ID ごとのアプリケーション情報を表示する例を示します。
root@NAM.cisco.com# show application eng-id 1
sample-l3:1 (16777217) icmp
sample-l3:2 (16777218) igmp
sample-l3:4 (16777220) ip

sample-l3:6 (16777222) tcp
sample-l3:8 (16777224) egp

関連コマンド

application
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show application group
アプリケーション グループを表示するには、show application group コマンドを使用しま
す。
show application group [group-name]
構文の説明
group-name

（任意）アプリケーション グループ名を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、アプリケーション グループを表示する例を示します。
root@namlab-kom10.cisco.com# show application group
Application Group: File-Transfer
Number of Protocols: 5
- ftp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.21.4.0.1.0.0

- ftp-data

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.20.4.0.1.0.0

- ftps

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.222.4.0.1.0.0

- ftps-data

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.221.4.0.1.0.0

- tftp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.0.69.4.0.1.0.2

Application Group: Peer-to-Peer
Number of Protocols: 12
- gnutella(6346)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.24.202.4.0.1.0.0

- gnutella(6347)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.24.203.4.0.1.0.0

- fasttrack(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.4.190.4.0.1.0.0

- fasttrack(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.4.190.4.0.1.0.0

- winmx(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.24.113.4.0.1.0.
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- winmx(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.26.43.4.0.1.0.0

- edonkey(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.18.57.4.0.1.0.0

- edonkey(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.18.53.4.0.1.0.0

- hotline

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.21.124.4.0.1.0.0

- soulseek

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.8.186.4.0.1.0.0

- directconnect

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.1.155.4.0.1.0.0

- bittorrent

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.26.225.4.0.1.0.0

Application Group: Web

Number of Protocols: 2
- http

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.80.4.0.1.0.0

- https

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.1.187.4.0.1.0.0

Application Group: Database
Number of Protocols: 9
- sql*net

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.66.4.0.1.0.0

- sqlserv(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.0.118.4.0.1.0.0

- sqlserv(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.118.4.0.1.0.0

- ms-sql-mon(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.5.154.4.0.1.0.0

- ms-sql-mon(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.5.154.4.0.1.0.0

- ms-sql-ser(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.5.153.4.0.1.0.0

- ms-sql-ser(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.5.153.4.0.1.0.0

- oracle-server(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.5.245.4.0.1.0.0

- oracle-server(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.5.245.4.0.1.0.0

Application Group: email

Number of Protocols: 7
- smtp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.25.4.0.1.0.0
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- smtps

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.1.209.4.0.1.0.0

- pop3(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.0.110.4.0.1.0.0

- pop3(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.110.4.0.1.0.0

- pop3s

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.227.4.0.1.0.0

- imap2

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.0.143.4.0.1.0.0

- imaps

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.3.225.4.0.1.0.0

Application Group: Multi-Media
Number of Protocols: 9
- h225

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.6.184.4.0.1.0.0

- h245

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.6.182.4.0.1.0.0

- h323-gatekeeper

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.6.183.4.0.1.0.0

- rtp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.125.0.4.0.1.0.0

- rtcp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.125.1.4.0.1.0.0

- sip(udp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.19.196.4.0.1.0.

- sip(tcp)

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.19.196.4.0.1.0.0

- mgcp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.17.0.0.9.123.4.0.1.0.0

- sccp

16.1.0.0.1.0.0.8.0.0.0.0.6.0.0.7.208.4.0.1.0.0

関連コマンド

application

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show application group
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show audit-trail
監査証跡の設定を表示するには、show audit-trail コマンドを使用します。
show audit-trail
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、監査証跡の設定を表示する例を示します。
root@hostname.cisco.com# show audit-trail
Audit trail is enabled.

root@hostname.cisco.com#

関連コマンド
audit-trail enable
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show autocreate-data-source
自動作成されたデータソースを表示するには、show autocreate-data-source コマンドを使
用します。
show autocreate-data-source
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、データソースの自動作成機能がイネーブルになっている例を示します。
root@NAM.cisco.com# show autocreate-data-source
NDE autocreation

WAAS autocreation

: ENABLED

: ENABLED

ERSPAN autocreation : ENABLED
Autocreate WAAS Client data source

: ENABLED

Autocreate WAAS Client WAN data source : DISABLED
Autocreate WAAS Server WAN data source : DISABLED
Autocreate WAAS Server data source

Autocreate WAAS Passthru data source

: DISABLED

: DISABLED

Enable Passthru export on autocreated WAAS device : NO
root@NAM.cisco.com#

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show autocreate-data-source
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show cdb
CDB ファイルに関する情報を表示するには、show cdb コマンドを使用します。
show cdb [filename]
構文の説明
filename

CDB ファイル名を指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に CDB ファイルに関する情報を表示する例を示します。
root@NAM.cisco.com# show cdb
<FILENAME>
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- Filename to examine (e.g. /storage/cdb/Hosts.cdb)

show cdb | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show cdp settings
現在の Cisco Discovery Protocol（CDP）の設定を表示するには、show cdp settings コマン
ドを使用します。
show cdp settings
（注） このコマンドは、
NAM-1 または NAM-2 デバイス、または NAM 仮

想ブレードではサポートされません。
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NME-NAM-80S および NME-NAM-120S デバイス、および Cisco NAM
2200 シリーズ アプライアンスでのみサポートされます。
例

次に、現在の CDP の設定を表示する例を示します。
root@nam# show cdp settings
CDP is disabled

Message Interval:

Message Hold Time:

60

180

root@nam#

関連コマンド
autocreate-data-source
cdp hold-time
cdp interval

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show cdp settings
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show certificate
インストールされた証明書を表示するには、show certificate コマンドを使用します。
show certificate
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、証明書情報を表示する例を示します。
Root@localhost# show certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMx
CzAJBgNVBAgTAkNBMQswCQYDVQQHEwJTSjEbMBkGA1UEChMSQ2lzY28gU3lzdGVt
cywgSW5jMSswKQYDVQQLEyJDYXRhbHlzdCA2MDAwIE5BTSBUZXN0IENlcnRpZmlj
YXRlMRswGQYDVQQDExJDaXNjbyBTeXN0ZW1zLCBJbmMwHhcNMDExMTI3MTI0MDIw
WhcNMDYxMTI2MTI0MDIwWjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMQsw
CQYDVQQHEwJTSjEbMBkGA1UEChMSQ2lzY28gU3lzdGVtcywgSW5jMSswKQYDVQQL
EyJDYXRhbHlzdCA2MDAwIE5BTSBUZXN0IENlcnRpZmljYXRlMRswGQYDVQQDExJD
aXNjbyBTeXN0ZW1zLCBJbmMwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMfd
NQJunHkjduRGMc7B978Bgh4xlEixRCPQ9K74PNzmXbZlIayRUXvLHA3xCM8GamFt
SlLgjO5R3q0cHWnUrluknHeI1UfZMQMiL0IqL255JxX6NbvCUzGpTxNMKywDXDc3
VevqmPezWrHAFxx3hoXtgTnj6j6BMxyOkbYDwAFXAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0O
BBYEFPNCoN6ndQG9nCmgnzP+Y3VxOSP3MIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFPNCoN6ndQG9
nCmgnzP+Y3VxOSP3oYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0Ex
CzAJBgNVBAcTAlNKMRswGQYDVQQKExJDaXNjbyBTeXN0ZW1zLCBJbmMxKzApBgNV
BAsTIkNhdGFseXN0IDYwMDAgTkFNIFRlc3QgQ2VydGlmaWNhdGUxGzAZBgNVBAMT
EkNpc2NvIFN5c3RlbXMsIEluY4IBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEB
BAUAA4GBAD95psLs1tneBsIuUWQvIdV6D7QYBfewtDzNW10lFvgDZBQdIu7QeRtL
tjMNyGDUIG7tz7/9iZyA90rfrkM410qJrJysoKBZgMzTg6ilpaIzPnoJnN4DYj5C
qNGuOM0OKqtpqCFMKq87UXUuvTgc3hhQKSY5LKOXhJyhtCupJ669
-----END CERTIFICATE-----

関連コマンド
show certificate-request
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show certificate | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show certificate-request
証明書署名要求を表示するには、show certificate-request コマンドを使用します。
show certificate-request
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、証明書署名要求を表示する例を示します。
Root@localhost# show certificate-request

関連コマンド
show certificate

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show certificate-request
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5：NAM CLI コマンド（show clock details ～ show monitor urlfilter）
この章では、次の NAM CLI コマンドについて説明します。

• show clock details
• show configuration
• show counters
• show cpu
• show data-source
• show date
• show debug log-levels
• show debug messages
• show debug metric-engine
• show debug online-diag-stats
• show device
• show entity
• show ftp
• show hosts
• show inventory
• show ip
• show license
• show local-storage all
• show local-storage physical
• show local-storage progress
• show local-storage virtual
• show log config
• show log patch
• show log report
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ンド リファレンス ガイド

• show log upgrade
• show memory
• show metric export
• show monitor protocol encapsulation
• show monitor protocol all
• show monitor rtp-stream
• show monitor urlcollection
• show monitor urlfilter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | 5：NAM CLI コマンド（show clock
details ～ show monitor urlfilter）
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show clock details
NAM のクロックの詳細を表示するには、show clock details コマンドを使用します。
show clock details
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、クロックの設定を表示する例を示します。
root@nam.cisco.com# show clock details
System Time:
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Thu Nov

4 18:25:41 PDT 2010

show clock details | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show configuration
NAM の実行コンフィギュレーションを表示するには、show configuration コマンドを使
用します。
show configuration
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

次の設定は、生成された設定ファイルに含まれません。
•

レポート

•

CLI ユーザ

•

スーパーバイザ エンジン コミュニティ ストリング

例

次に、NAM 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。
Root@localhost# show configuration
***** NAM configuration *****

Time: Tue Apr 26 00:10:31 2011
preferences

entries-per-screen 15
refresh-interval 60
graph-bars 0

resolve-hostname disable
data-displayed bits

format-large-number disable
number-notation commas-dot
csv-export all
!

exit

monitor art response-times
report-interval 1800
rsp-time1 1

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show configuration
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rsp-time2 5

rsp-time3 10
rsp-time4 50

rsp-time5 100
rsp-time6 500

rsp-timeout 1000
!

exit

例関連コマンド

config clear
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show counters
データ集約テーブルのカウンタを表示するには、show counters コマンドを使用します。
show counters
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、データ集約テーブルのカウンタを表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show counters ?
long-term

- show long-term collection counters

short-term

- show short-term collection counters

nde-export

- show collection counters for NDE export

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show counters

139

show cpu
中央処理装置（CPU）の使用率を表示するには、show cpu コマンドを使用します。
show cpu
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、CPU の使用率を表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show cpu
NOTE: For more details on system resources including CPU

utilization, visit the Administration -> System -> Resources
page in the NAM Traffic Analyzer web application.
root@nam235Cat6k.cisco.com#
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show cpu | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show data-source
データソースを表示するには、show data-source コマンドを使用します。
show data-source
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、データソースを表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show data-source
DATA SOURCE ID

: 1

DATA SOURCE NAME : DATA PORT 1
TYPE

PORT NUMBER
----------DATA SOURCE ID

: Data Port
: 1

: 2

DATA SOURCE NAME : DATA PORT 2
TYPE

PORT NUMBER
-----------

: Data Port
: 2

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show data-source

141

show date
現在の日時を表示するには、show date コマンドを使用します。
show date
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、現在の日時を表示する例を示します。
Root@localhost# show date
Tue Apr 26 00:14:18 2011

関連コマンド
show time
time
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show debug log-levels
ログ レベル設定を表示するには、show debug log-levels コマンドを使用します。
show debug log-levels
構文の説明
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
このコマンドにデフォルトの動作または設定はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ログ レベル設定の例を示します。
root@nam.cisco.com# show debug log-levels
Debug Logging: enabled

Feature OTHER (1): error (1)
Feature POLLD (3): error (1)

Feature SWPOLLD (4): error (1)

Feature TREND_DAEMON (5): error (1)
Feature TREND_RPC (6): error (1)

Feature TREND_SNMP (7): error (1)
Feature MAIN (8): error (1)
Feature MISC (9): error (1)

Feature SNMP (10): error (1)

Feature SRSNMP (11): error (1)
Feature ENTITY (12): error (1)
Feature RMON (13): error (1)
Feature RPC (14): error (1)

Feature DSRC (15): error (1)
Feature WAAS (16): error (1)

Feature PARSER (17): error (1)
Feature PPROC (18): error (1)
Feature FM (19): error (1)
Feature FR (20): error (1)

Feature COLL_SHARED (21): error (1)
Feature RTP (22): error (1)

Feature METRIC_ENGINE (23): error (1)
Feature ART (24): error (1)

Feature URL_COLLECTION (25): error (1)
Feature PORT_TABLE (26): error (1)

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show debug log-levels
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Feature MPLS_STATS (27): error (1)
Feature ETHERSTATS (28): error (1)
Feature CAPTURE (29): error (1)

Feature RMON1_HOST (30): error (1)

Feature RMON1_MATRIX (31): error (1)

Feature RMON2_ADDRMAP (32): error (1)
Feature RMON2_PDIST (33): error (1)
Feature RMON2_HOST (34): error (1)

Feature RMON2_MATRIX (35): error (1)
Feature DSMON_STATS (36): error (1)
Feature DSMON_PDIST (37): error (1)
Feature DSMON_HOST (38): error (1)

Feature DSMON_MATRIX (39): error (1)
Feature SMON_PRIO (40): error (1)
Feature SMON_VLAN (41): error (1)
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show debug messages
NAM ログ ファイルの内容を表示するには、show debug messages コマンドを使用します。
show debug messages
構文の説明
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
このコマンドにデフォルトの動作または設定はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ログ ファイルの内容の例を示します。
root@nam.cisco.com# show debug messages

2008-10-14 00:07:11 *** FM Metric Engine 1 created (iThread 3)
2008-10-14 00:07:11 MAIN: Flow reaper starting, LWP = 1381

2008-10-14 00:07:11 Packet data and flow processing layers started successfully.
2008-10-14 00:07:11 WAAS: Load autoconfig: enables:1 client:1 cltwan:0 svrwan:0
server:0 passthru:0
2008-10-14 00:07:11 *** WAAS Flow Agent (FA) manager module initialized ***
2008-10-14 00:07:11 Load SA Export config SA_EXPORT_ENABLED = 0

2008-10-14 00:07:11 *** Configure SuperAgent export: export disabled

2008-10-14 00:07:11 *** ART Metric Engine post initialization done. ***
2008-10-14 00:07:11 MAIN: dbgport_init: No cfg file!
2008-10-14 00:07:11 MAIN: Offtime LWP = 1382
2008-10-14 00:07:11 RPC: RPC LWP = 1383

2008-10-14 00:16:19 mond: exiting on signal 15.
2008-10-14 00:19:21 mond starting.

2008-10-14 00:19:21 MAIN: Timer LWP = 1570

2008-10-14 00:19:21 MAIN: Timekeeping LWP = 1571

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show debug messages
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show debug metric-engine
メトリックエンジンのログ ファイルを表示するには、show debug metric-engine コマン
ドを使用します。
show debug metric-engine
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メトリックエンジンのログ ファイルを表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show debug metric-engine
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show debug online-diag-stats
オンライン診断ステータスのログ ファイルを表示するには、show debug online-diag-stats
コマンドを使用します。
show debug online-diag-stats
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、オンライン診断ステータスのログ ファイルを表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show debug online-diag-stats
Opcode/Subopcode
mgmt port 1
0

RX

0

mgmt port 2

root@nam235Cat6k.cisco.com#

TX
0

Description

data port 1

0

data port 2

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show debug online-diag-stats
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show device
ERSPAN、NetFlow、WAAS などのリモート デバイスを表示するには、show device コマ
ンドを使用します。
show device
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、リモート デバイスを表示する例を示します。
root@localhost# show device
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show email
電子メール アラーム メッセージまたはスケジューリングされたレポートで使用される
電子メールの設定を表示するには、email コマンドを使用します。
show email
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、電子メールの値を表示する例を示します。
root@localhost# show email
Email

Server: example-email.domain.com
Mail Alarm: enabled

Alarm Recipients: admin@domain.com another_admin@domain.com

root@localhost#

関連コマンド
device erspan
email

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show device
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show entity
シリアル番号とエンティティ MIB entPhysicalAlias および entPhysicalAssetID の値を表
示するには、show entity コマンドを使用します。
show entity
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、エンティティの値を表示する例を示します。
root@localhost# show entity
Serial Number : SAD061506JU
Alias

:

Asset ID

:

関連コマンド
entity alias
entity assetid
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show ftp
スケジューリングされたレポートの設定を保管するための FTP サーバおよびディレク
トリを表示するには、show ftp コマンドを使用します。
show ftp
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、FTP サーバ設定を表示する例を示します。
root@localhost# show ftp
FTP settings:
Server:

Directory:
User:

my.ftp-server.com
/my/directory

myUserName

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show ftp
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show hosts
ホスト エントリを表示するには、show hosts コマンドを使用します。
show hosts
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ホスト エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show hosts

# $Id: hosts,v 1.5 2003/08/07 01:47:51 pwildi Exp $
#

127.0.0.1

localhost localhost.localdomain

10.10.10.2 trifecta-p2c-30.cisco.com trifecta-p2c-30
1.1.1.1 trifecta-p2c-30.cisco.com trifecta-p2c-30

10.0.0.0 trifecta-p2c-30.cisco.com trifecta-p2c-30
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show inventory
NAM デバイスのシステム インベントリ情報を表示するには、show inventory コマンド
を使用します。
show inventory
構文の説明
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
デフォルトの動作や値はありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

show inventory コマンドを使用すると、NAM デバイスの UDI を表示できます。 この
ID 情報は NAM デバイスの不揮発性メモリに保存されます。
•

PID：デバイスの製品 ID 番号

•

VID：デバイスのバージョン ID。バージョン番号が使用できない場合は、0 と表示さ
れます。

•

SN：デバイスのシリアル番号。

例

次に、システム インベントリ情報の例を示します。
root@nam.cisco.com# show inventory
PID:WS-SVC-NAM-3-K9

VID:v01

SN:SAL1444YBFU

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show inventory
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show ip
NAM IP パラメータを表示するには、show ip コマンドを使用します。
show ip
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM IP パラメータを表示する例を示します。
Root@localhost# show ip
IP address:

Subnet mask:

IP Broadcast:
DNS Name:

Default Gateway:
Nameserver(s):

101.10.11.189

255.255.255.255
111.20.255.255

namlab-kom9.cisco.com
111.20.98.125

111.69.2.135

HTTP server:

Enabled

HTTP port:

80

HTTP secure server:
HTTP secure port:

TACACS+ configured:
Telnet:
SSH:

Disabled

443
No

Enabled

Disabled

関連コマンド
ip address
ip broadcast
ip gateway
ip host
ip hosts add
ip hosts delete
ip http secure generate
ip http secure port
ip http secure server
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ip http tacacs+

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show ip
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show license
WAE デバイスにインストールされているライセンスに関する情報を表示します。
show license
（注） このコマンドは、NAM-1、NAM-2、NME-NAM-80S、NME-NAM-120S、

または Cisco NAM 2200 シリーズ アプライアンスには無効です。

構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、NAM 仮想ブレードでのみ有効です。
例

次に、WAE デバイス用の NAM 仮想ブレードのライセンス情報を表示する例を示しま
す。
Root@localhost# show license

関連コマンド
license install
config upload
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show local-storage all
すべての物理ディスクおよび仮想ドライブを表示するには、show local-storage all コマンド
を使用します。
show local-storage all
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、すべての物理ディスクおよび仮想ドライブを表示する例を示します。
Root@localhost# show local-storage all
==============================================================================
Adapter: 0
Product Name: LSI MegaRAID SAS 9266-8i
Memory: 1024MB
BBU: Present
Serial No:
==============================================================================
Number of DISK GROUPS: 2
DISK GROUP: 0
Number of Spans: 1
SPAN: 0
Span Reference: 0x00
Number of PDs: 2
Number of VDs: 1
Number of dedicated Hotspares: 0
Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name
:
RAID Level
: Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size
: 930.390 GB
State
: Optimal
Strip Size
: 64 KB
Number Of Drives
: 2
Span Depth
: 1
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy
: Read/Write
Disk Cache Policy
: Disk's Default
Encryption Type
: None
Physical Disk Information:
Physical Disk: 0
Enclosure Device ID: 64
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157

Slot Number: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 0
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221100000000
Connected Port Number: 0(path0)
Inquiry Data:
9XG0ZWCHST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
Physical Disk: 1
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 3
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221101000000
Connected Port Number: 1(path0)
Inquiry Data:
9XG101Y4ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius

CC02

CC02

DISK GROUP: 1
Number of Spans: 1
SPAN: 0
Span Reference: 0x01
Number of PDs: 6
Number of VDs: 1
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Number of dedicated Hotspares: 0
Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 1)
Name
:
RAID Level
: Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size
: 4.541 TB
State
: Optimal
Strip Size
: 64 KB
Number Of Drives
: 6
Span Depth
: 1
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy
: Read/Write
Disk Cache Policy
: Disk's Default
Encryption Type
: None
Physical Disk Information:
Physical Disk: 0
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 7
Enclosure position: 0
Device Id: 7
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221107000000
Connected Port Number: 7(path0)
Inquiry Data:
9XG1032BST91000640NS
CC02
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :32 Celsius
Physical Disk: 1
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 5
Enclosure position: 0
Device Id: 6
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221105000000
Connected Port Number: 5(path0)
Inquiry Data:
9XG10211ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable

CC02
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Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius
Physical Disk: 2
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 6
Enclosure position: 0
Device Id: 5
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221106000000
Connected Port Number: 6(path0)
Inquiry Data:
9XG102TSST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius
Physical Disk: 3
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 4
Enclosure position: 0
Device Id: 4
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221104000000
Connected Port Number: 4(path0)
Inquiry Data:
9XG0ZTCRST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
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Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
Physical Disk: 4
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 2
Enclosure position: 0
Device Id: 2
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221102000000
Connected Port Number: 3(path0)
Inquiry Data:
9XG102M3ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius
Physical Disk: 5
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 3
Enclosure position: 0
Device Id: 1
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221103000000
Connected Port Number: 2(path0)
Inquiry Data:
9XG10CNKST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
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関連コマンド
show local-storage physical
show local-storage progress
show local-storage virtual
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show local-storage all | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show local-storage physical
ローカル ディスクの物理ドライブ情報を表示するには、show local-storage physcial コマン
ドを使用します。
show local-storage physical
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メンテナンス イメージのインポート ログ エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show local-storage physical
Adapter #0
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 0
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221100000000
Connected Port Number: 0(path0)
Inquiry Data:
9XG0ZWCHST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius

CC02

Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 1
Enclosure position: 0
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Device Id: 3
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221101000000
Connected Port Number: 1(path0)
Inquiry Data:
9XG101Y4ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 2
Enclosure position: 0
Device Id: 2
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221102000000
Connected Port Number: 3(path0)
Inquiry Data:
9XG102M3ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius

CC02

CC02

Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 3
Enclosure position: 0
Device Id: 1
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
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Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221103000000
Connected Port Number: 2(path0)
Inquiry Data:
9XG10CNKST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 4
Enclosure position: 0
Device Id: 4
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221104000000
Connected Port Number: 4(path0)
Inquiry Data:
9XG0ZTCRST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :30 Celsius
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 5
Enclosure position: 0
Device Id: 6
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221105000000
Connected Port Number: 5(path0)
Inquiry Data:
9XG10211ST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
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Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 6
Enclosure position: 0
Device Id: 5
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221106000000
Connected Port Number: 6(path0)
Inquiry Data:
9XG102TSST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
Drive Temperature :31 Celsius
Enclosure Device ID: 64
Slot Number: 7
Enclosure position: 0
Device Id: 7
Sequence Number: 2
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
SAS Address(0): 0x4433221107000000
Connected Port Number: 7(path0)
Inquiry Data:
9XG1032BST91000640NS
FDE Capable: Not Capable
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 6.0Gb/s
Link Speed: 6.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive: Not Certified
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Drive Temperature :32 Celsius

関連コマンド
show local-storage all
show local-storage progress
show local-storage virtual
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show local-storage progress
ローカル ディスクの RAID アレイ構築または解体の進行状況を表示するには、show
local-storage progress コマンドを使用します。
show local-storage progress
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ローカル ディスクの RAID アレイの構築または解体の進行状況を表示する例を示
します。
Root@localhost# show local-storage progress
Individual Disk Rebuild
----------------------Device(Encl-64 Slot-0) is
Device(Encl-64 Slot-1) is
Device(Encl-64 Slot-2) is
Device(Encl-64 Slot-3) is
Device(Encl-64 Slot-4) is
Device(Encl-64 Slot-5) is
Device(Encl-64 Slot-6) is
Device(Encl-64 Slot-7) is
Exit Code: 0x00

not
not
not
not
not
not
not
not

in
in
in
in
in
in
in
in

rebuild
rebuild
rebuild
rebuild
rebuild
rebuild
rebuild
rebuild

process
process
process
process
process
process
process
process

Virtual Drive Reconstruction
---------------------------Reconstruction on VD #0 is not in Progress.
Exit Code: 0x00
Reconstruction on VD #1 is not in Progress.
Exit Code: 0x00

関連コマンド
show local-storage all
show local-storage progress
show local-storage virtual
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show local-storage virtual
ローカル ディスクの仮想ドライブ（RAID アレイ）の情報を表示するには、show
local-storage virtual コマンドを使用します。
show local-storage virtual
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、ローカル ディスクの仮想ドライブ（RAID アレイ）の情報を表示する例を示します。
Root@localhost# show local-storage virtual

Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name
:
RAID Level
: Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size
: 930.390 GB
State
: Optimal
Strip Size
: 64 KB
Number Of Drives
: 2
Span Depth
: 1
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy
: Read/Write
Disk Cache Policy
: Disk's Default
Encryption Type
: None
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name
:
RAID Level
: Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size
: 4.541 TB
State
: Optimal
Strip Size
: 64 KB
Number Of Drives
: 6
Span Depth
: 1
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy
: Read/Write
Disk Cache Policy
: Disk's Default
Encryption Type
: None
Exit Code: 0x00

関連コマンド
show local-storage all

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show local-storage virtual

169

show local-storage physical
show local-storage progress
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show log config
メンテナンス イメージのコンフィギュレーション インポート ログ エントリを表示す
るには、show log config コマンドを使用します。
show log config
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メンテナンス イメージのインポート ログ エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show log config

関連コマンド
config clear
show log report
upgrade

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show log config
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show log patch
パッチ ログ エントリを表示するには、show log patch コマンドを使用します。
show log patch
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メンテナンス イメージのインポート ログ エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show log patch

関連コマンド
config clear
show log report
upgrade
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show log report
インポート ログ エントリを表示するには、show log report コマンドを使用します。
show log report
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、インポート ログ エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show log report

関連コマンド
show log config

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show log report
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show log upgrade
メンテナンス イメージのアップグレード ログ エントリを表示するには、show log
upgrade コマンドを使用します。
show log upgrade
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メンテナンス イメージのアップグレード エントリを表示する例を示します。
Root@localhost# show log upgrade

Fri Aug 23 10:32:27 2002 : path: ftp://namlab-pc1/pub/rmon/MP-KPLUS
Fri Aug 23 10:32:27 2002 : file: mp-dev.1-2-0-5.bin
Fri Aug 23 10:32:27 2002 : extn: .gz

Fri Aug 23 10:32:27 2002 : Downloading the image...

Fri Aug 23 10:32:28 2002 : Successfully downloaded the image...
Fri Aug 23 10:32:28 2002 : Uncompressing the image...

Fri Aug 23 10:32:29 2002 : Finished uncompressing the file /tmp/mp-dev.1-2-0-5. bin.gz.
Fri Aug 23 10:32:29 2002 : Successfully uncompressed the image.
Fri Aug 23 10:32:29 2002 : Verifying the image...

Fri Aug 23 10:32:29 2002 : opening file /tmp/mp-dev.1-2-0-5.bin.ver
Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Successfully verified the image.
Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Partition '/dev/hda1' unmounted.
Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Applying the Maintenance image.

Fri Aug 23 10:32:30 2002 : This process may take several minutes...
Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Writing mbr...

Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Successfully wrote mbr.
Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Number of Sectors: 31

Fri Aug 23 10:32:30 2002 : Writing grub and maint image.

Fri Aug 23 10:33:18 2002 : Successfully wrote the maint image.
Fri Aug 23 10:33:18 2002 : Partition '/dev/hda1' mounted.
Fri Aug 23 10:33:18 2002 : Performing post install...

Fri Aug 23 10:33:18 2002 : File /usr/local/nam/falcon_version copied to /mnt/mp
/boot/appl/daughter_card.info.
Fri Aug 23 10:33:18 2002 : Maintenance image upgrade completed successfully.
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関連コマンド

upgrade

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show log upgrade
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show memory
インストールされたメモリ、利用可能なメモリ、システムが使用しているメモリを表示す
るには、show memory コマンドを使用します。
show memory
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM メモリを表示する例を示します。
Root@localhost# show memory
Installed:
Available:

System Usage:

858 MB
240 MB

617 MB

関連コマンド
show cdb
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show metric export
メトリック エクスポート コンフィギュレーションを表示するには、show metric export
コマンドを使用します。
show metric export
構文の説明
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
デフォルトの動作や値はありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、メトリック エクスポート コンフィギュレーションの例を示します。
root@nam.cisco.com# show metric export
Metric export: enabled
Host: 10.0.0.1
Port: 9995

Export non-WAAS traffic: enabled

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show metric export
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show monitor protocol encapsulation
カプセル化設定を表示するには、show monitor protocol encapsulation コマンドを使用し
ます。
show monitor protocol encapsulation
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、カプセル化設定を表示する例を示します。
root@nam.cisco.com# show monitor protocol encapsulation

関連コマンド
monitor protocol encapsulation
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show monitor protocol encapsulation | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show monitor protocol all
プロトコル ディレクトリにあるすべてのプロトコルを表示するには、show monitor
protocol all コマンドを使用します。
show monitor protocol all
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
例

次に、すべてのプロトコル コンフィギュレーションを表示する例を示します。
Root@localhost#
Control Index:
Data Source:
Owner:

Status:

Root@localhost#

show monitor protocol all
46232

dataport1

LocalMgr
1

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show monitor protocol all
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show monitor rtp-stream
RTP モニタリングおよびアラームしきい値の設定を表示するには、show monitor
rtp-stream コマンドを使用します。
show monitor rtp-stream
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、RTP ストリーム モニタリングの設定とアラームしきい値を表示する例を示します。
root@localhost# show monitor rtp-stream
root@localhost#

関連コマンド
monitor rtp-stream enable
monitor urlcollection
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show monitor rtp-stream filter
URL 収集コンフィギュレーションを表示するには、show monitor rtp-stream filter コマンドを
使用します。
show monitor rtp-stream filter
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、URL 収集統計情報を表示する例を示します。
root@localhost# show monitor rtp-stream filter
root@localhost#

関連コマンド
monitor rtp-stream filter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show monitor rtp-stream
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show monitor urlcollection
URL 収集コンフィギュレーションを表示するには、show monitor urlcollection コマンド
を使用します。
show monitor urlcollection
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、URL 収集統計情報を表示する例を示します。
root@localhost# show monitor urlcollection
root@localhost#

関連コマンド
monitor urlcollection
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show monitor urlfilter
URL フィルタ コンフィギュレーションを表示するには、show monitor urlfilter コマンド
を使用します。
show monitor urlfilter [control-index]
構文の説明
control-index

（任意）URL フィルタ コントロール インデックスを指定します。

構文の説明
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、URL フィルタ コンフィギュレーションを表示する例を示します。
root@localhost# show monitor urlfilter
root@localhost#

関連コマンド
monitor urlfilter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show monitor urlfilter
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6：NAM CLI コマンド（show password strong-policy ～ web user）
この章では、次の NAM CLI コマンドについて説明します。
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•

show password strong-policy

•

show patches

•

show pkt-drop-counters

•

show preferences

•

show protocol-feature

•

show remote-storage

•

show rxcounters

•

show snmp

•

show syslog-settings

•

show system-alerts

•

show tech-support

•

show time

•

show time ptp

•

show trap-dest

•

show version

•

show waas data-source

•

show waas device

•

show waas server filter

•

show web-publication

•

show web-user

•

shutdown

•

snmp

•

syslog

•

syslog remote-server

•

terminal

•

time

•

traceroute

•

trap-dest

•

upgrade

•

waas export server-filter-list

•

waas import server-filter-list

•

web-publication

•

web-user

6：NAM CLI コマンド（show password strong-policy ～ web user） | Cisco Prime NAM コマン
ド リファレンス ガイド

show password strong-policy
ユーザ名に対する強力なパスワード ポリシーの設定を表示するには、show password
strong-policy コマンドを使用します。
show password strong-policy
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

有効なユーザ名は、root と guest の 2 つだけです。
例

次に、パスワードを設定する例を示します。
root@localhost.cisco.com# show password strong-policy
Strong password policy is enabled.

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show password strong-policy
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show patches
インストールされたすべてのパッチを表示するには、show patches コマンドを使用します。
show patches
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、インストールされたすべてのパッチを表示する例を示します。
Root@localhost# show patches

関連コマンド
patch
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show pkt-drop-counters
NAM ハードウェア、フロー マネージャ、およびメトリック エンジン ドロップを表示
するには、show pkt-drop counters コマンドを使用します。
show pkt-drop-counters
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM ハードウェア、フロー マネージャ、およびメトリック エンジン ドロップ
を表示する例を示します。
Root@localhost# show pkt-drop-counters
Hour-0

- show the current hour pkts drop counter

Hour-10

- show the last 10th hour pkts drop counter

Hour-1

Hour-11
Hour-12
Hour-13
Hour-14
Hour-15
Hour-16
Hour-17
Hour-18
Hour-19

- show the last hour pkts drop counter

- show the last 11th hour pkts drop counter
- show the last 12th hour pkts drop counter
- show the last 13th hour pkts drop counter
- show the last 14th hour pkts drop counter
- show the last 15th hour pkts drop counter
- show the last 16th hour pkts drop counter
- show the last 17th hour pkts drop counter
- show the last 18th hour pkts drop counter
- show the last 19th hour pkts drop counter

Hour-2

- show the last 2nd hour pkts drop counter

Hour-21

- show the last 21st hour pkts drop counter

Hour-20
Hour-22
Hour-23

- show the last 20th hour pkts drop counter
- show the last 22nd hour pkts drop counter
- show the last 23rd hour pkts drop counter

Hour-3

- show the last 3rd hour pkts drop counter

Hour-5

- show the last 5th hour pkts drop counter

Hour-4
Hour-6
Hour-7
Hour-8
Hour-9

- show the last 4th hour pkts drop counter
- show the last 6th hour pkts drop counter
- show the last 7th hour pkts drop counter
- show the last 8th hour pkts drop counter
- show the last 9th hour pkts drop counter

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show pkt-drop-counters
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show preferences
設定された画面プリファレンスを表示するには、show preferences コマンドを使用します。
show preferences
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、設定された画面プリファレンスを表示する例を示します。
root@localhost.cisco.com# show preferences
Entries per screen:
Refresh interval:

15

60 secs

Number of graph bars: 10
Hostname resolution:

Disabled

Data displayed in:

Bytes

Number notation:

Commas-dot

Format large number:

No

root@localhost.cisco.com#

関連コマンド
preferences
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show protocol-feature
解析プロトコル機能を表示するには、show protocol-feature コマンドを使用します。
show protocol-feature
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、解析プロトコル機能を表示する例を示します。
root@NAM.cisco.com# show protocol-feature

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show protocol-feature
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show remote-storage
レポートおよびキャプチャの日付のネットワーク ストレージ ターゲットを表示するに
は、show remote-storage コマンドを使用します。
show remote-storage
構文の説明
このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、Web ユーザ情報を表示する例を示します。
root@localhost.cisco.com# show remote-storage

190
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show rxcounters
NAM データ ポートで受信したパケットの数を表示するには、show rxcounters コマンド
を使用します。
show rxcounters
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM データ ポートで受信したパケットの数を表示する例を示します。
root@nam235Cat6k.cisco.com# show rxcounters
data port 1 rx pkt count: 193327281
data port 2 rx pkt count: 1164
root@nam235Cat6k.cisco.com#

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show rxcounters
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show snmp
SNMP パラメータを表示するには、show snmp コマンドを使用します。
show snmp
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、SNMP パラメータを表示する例を示します。
Root@localhost# show snmp
SNMP Agent:

mynam.cisco.com

SNMPv1:

Enabled

SNMPv3:

Disabled

209.265.200.225

SNMPv2C: Enabled

community
community

private
public

trap community
trap community

write

read

public
public

112.10.17.237
112.10.17.244

sysDescr
Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module (WS-SVC-NAM-3-K9)
Console, 5.0(1T.45)
Copyright (c) 1999-2011 by Cisco Systems, Inc.
sysObjectID
sysContact
sysName

sysLocation

workgroup.1.3.1.1.2.291

engineer

mynam

RMON Lab

関連コマンド
snmp
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show syslog-settings
NAM システム ログ設定を表示するには、show syslog-settings コマンドを使用します。
show syslog-settings
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM システム ログ設定を表示する例を示します。
root@localhost# show syslog-settings
Remote server 1: 172.20.98.177
Remote server 2: 10.0.0.12
root@localhost#

関連コマンド
syslog

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show syslog-settings
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show system-alerts
NAM の障害または問題を表示するには、show system-alerts コマンドを使用します。
show system-alerts
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM のシステム アラートを表示する例を示します。
Root@localhost# show system-alerts
Jan

1 15:07:31 mynam scpd: scpd: 0x10/44 -> 0x15/0, len 18, op 0x14a, len

Jan

1 15:07:31 mynam scpd: scpd: SCP PC Blade REQ from 0x10/44.

Jan

1 15:07:31 mynam scpd: scpd: SCP PC Shutdown.

2, flags 0(), seq 65443, ver 0

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

194

1 15:07:31 mynam scpd: scpd: sub-opcode 6, status 45.
1 15:07:33 mynam scpd: scpd: shutdown of NAM!

1 15:07:35 mynam rmond[595]: rmond: received QUIT signal! Exiting!
1 15:07:38 mynam polld: Terminating polld.

1 15:07:42 mynam configd: SIGTERM recieved.

1 15:07:42 mynam configd: Terminating with success.

1 00:02:43 mynam scpd: scpd: 0x10/1 -> 0x15/0, len 18, op 0x14a, len

show system-alerts | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

show tech-support
テクニカル サポート情報を表示するには、show tech-support コマンドを使用します。
show tech-support
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM テクニカル サポート情報を表示する例を示します。
Root@localhost# show tech-support
PID TTY

STAT

TIME COMMAND

1 ?

S

0:08 init

3 ?

SWN

0:00 [ksoftirqd_CPU0]

2 ?
4 ?
5 ?
6 ?
7 ?

238 ?
246 ?
474 ?
477 ?
501 ?

SW

SWN

0:00 [keventd]

0:00 [ksoftirqd_CPU1]

SW

0:00 [kswapd]

SW

0:05 [kupdated]

SW
S

SW

0:00 [bdflush]

0:00 /usr/local/nam/bin/scpd -l -d/var/log/scpd
0:10 [kjournald]

S

0:01 syslogd -m 0

S

0:00 /usr/sbin/atd

S

0:00 klogd -2

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | show tech-support
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show time
NAM のタイム ゾーンまたは時刻同期設定を表示するには、show time コマンドを使用
します。
show time
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM の時間設定を表示する例を示します。
Root@localhost# show time
NAM synchronize time to:

Switch

Timezone configured on the switch: PDT
Current system time:

Thu May

1 09:29:49 GMT+8 2003

関連コマンド
time
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show time ptp
PTP 固有の時間設定を表示するには、show time ptp コマンドを使用します。
show time ptp
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

コマンドを入力すると、次のコマンドを使用できます。
•

clock：PTP のクロック情報を表示します。

•

foreign-master-record：PTP の外部マスター レコードを表示します。

•

parent：PTP の親プロパティを表示します。

•

time-property：PTP のクロック タイム プロパティを表示します。

例

次に、時間設定を表示する例を示します。
Root@localhost# show time ptp

clock

- show ptp clock information

parent

- show ptp parent properties

foreign-master-record
time-property

- show ptp foreign master records

- show ptp clock time property
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show trap-dest
すべての NAM トラップの宛先を表示するには、show trap-dest コマンドを使用します。
show trap-dest [trap-index]
構文の説明
trap-index

（任意）指定したトラップ インデックスによるトラップの宛先を表示
します。

構文の説明
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM トラップの宛先を表示する例を示します。
Root@localhost# show trap-dest
Trap index: 23370
Community:

public

Address:

172.20.98.136

Owner:

LocalMgr

UDP port:

162 (00a2)

Root@localhost#

関連コマンド
trap-dest
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show version
NAM のバージョン情報を表示するには、show version コマンドを使用します。
show version
構文の説明
このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM のバージョン情報を表示する例を示します。
Root@localhost#

show version

NAM application image version: 5.0(1T.45) INTERIM SOFTWARE
Helper Version: 1.1(0.19)

Gold Helper Version: 1.1(0.19)
PID: WS-SVC-NAM-3-K9
Memory size: 23 GB
Disk 0 size: 8 GB

Disk 1 size: 600 GB
Installed patches:

No patches are installed on this system.
Root@localhost#

関連コマンド
config clear
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show waas data-source
NAM デバイスに設定されている WAAS デバイスを表示するには、show waas
data-source コマンドを使用します。
show waas data-source [datasrc-index]
構文の説明
datasrc-index

（任意）データ ソース インデックスを表示します

構文の説明
デフォルト
デフォルトの動作では、特定のソース インデックスを指定しない限り、すべての WAAS
データ ソース インデックスが表示されます。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
show waas data-source コマンドを入力すると、現在 NAM に設定されている WAAS
データ ソースに関する情報が表示されます。
例

次に、システム インベントリ情報の例を示します。
root@nam.cisco.com# show waas data-source
root@nam.cisco.com#
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show waas device
NAM デバイスに設定されている WAAS デバイスを表示するには、show waas device コ
マンドを使用します。
show waas device [ip-address]
構文の説明
ip-address

WAAS デバイスの IP アドレス（任意）

構文の説明
デフォルト
デフォルトの動作では、IP アドレスを指定しない限り、すべての WAAS デバイスが表
示されます。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
例

次に、システム インベントリ情報の例を示します。
root@nam.cisco.com# show waas device
root@nam.cisco.com#
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show waas server filter
WAAS サーバ フィルタのリストを表示するには、show waas server filter コマンドを使
用します。
show waas server filter
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、WAAS サーバ フィルタを表示する例を示します。
root@nam.cisco.com# show waas server filter
10.0.0.2
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show web-publication
Web パブリッシング ホスト コンフィギュレーション情報を表示するには、show
web-publication コマンドを使用します。
show web-publication
構文の説明
このコマンドにはキーワードまたは引数はありません。
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、Web ユーザ情報を表示する例を示します。
Root@localhost#
Web publication:
Allowed hosts:
Access code:

show web-publication
enabled

Alarm screens:

disabled

Voice screens:

enabled

Report screens:
RMON screens:

enabled

enabled

関連コマンド
web-publication
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show web-user
Web ユーザ情報を表示するには、show web-user コマンドを使用します。
show web-user [username]
構文の説明
username

（任意）指定したユーザ名の情報を表示します。

構文の説明
デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、Web ユーザ情報を表示する例を示します。
Root@localhost#
User: admin

show web-user admin

---------------------------Account management: Enabled
System config:
Capture:

Alarm config:

Collection config:
Collection view:
Console

Enabled

Enabled

Enabled

Enabled

Enabled

関連コマンド
web-user
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shutdown
NAM をシャットダウンするには、shutdown コマンドを使用します。
shutdown
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM をシャット ダウンする例を示します。
Root@localhost# shutdown

Shut down the NAM?(y/n) [n]: n

関連コマンド
exit
logout
preferences
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snmp
NAM システム MIB オブジェクトを設定するには、snmp コマンドを使用します。
snmp community community-string { ro | rw }
snmp delete community community-string
snmp contact contact-string
snmp location location-string
snmp name name-string
構文の説明
community community-string デバイス コミュニティ ストリングを設定します。
ro | rw
delete community-string

デバイス コミュニティ ストリングを削除します。

contact contact-string

デバイス コンタクト ストリングを設定します。

location location-string

デバイスの場所を設定します。

name name-string

デバイス名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、NAM システム MIB オブジェクトを設定する例を示します。
Root@localhost# snmp community askdfhtjlks.01‘ contact george location frisco, name al

関連コマンド
show snmp
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syslog
システム ログ サブコマンド モードを開始し、NAM のシステム ロギングを設定するに
は、syslog コマンドを使用します。
syslog
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

システム ログ サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

help：ヘルプを表示します。

•

remote-server：（任意）リモート ロギング用のシステム ログを設定します。

例

次に、NAM のシステム ロギングを設定する例を示します。
Root@localhost# syslog

root@localhost.cisco.com(sub-syslog)#

関連コマンド
show syslog-settings
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syslog remote-server
NAM リモート サーバ アラームをキャプチャするには、syslog サブコマンド モードで
remote-server サブコマンドを使用します。
remote-server disable | [server1 [server2] [server3] [server4] [server5]
構文の説明
disable

リモート サーバ イベント ロギングをディセーブル
にします。

server1 server2 server3 server4
server5

（任意）リモート サーバを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

syslog サブコマンド モード
使用上のガイドライン

このコマンドは、すべての NAM プラットフォームでサポートされます。
例

次に、リモート サーバ アラームをキャプチャするように NAM を設定する例を示しま
す。
root@localhost# syslog

Entering into subcommand mode for this command.

Type 'exit' to apply changes and come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and come out of this mode.

root@localhost(sub-syslog)# remote-server 10.0.0.7 10.0.0.40
root@localhost(sub-syslog)# exit

NAM syslog settings updated successfully..

関連コマンド
audit-trail enable
show syslog-settings
syslog
web-user
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terminal
このセッションの画面に表示する行数を設定するには、terminal コマンドを使用します。
terminal editor [enable | disable]
terminal length length
terminal mode { 0 | 1}
構文の説明
editor [enable | disable]

（任意）NAM CLI コマンドの編集をイネーブルまたはディ
セーブルにします。

length length

セッションの各画面に表示する行数を設定します。

mode { 0 | 1}

ターミナル モードを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、セッションの画面に表示する行数を設定する例を示します。
root@localhost# terminal length 24

Terminal length for this session set to 24.

関連コマンド
config clear
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time
タイム コンフィギュレーション サブコマンド モードを開始し、NAM システムの時間
設定を設定するには、time コマンドを使用します。
time
構文の説明
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、デフォルト設定がありません。

Command Types

スイッチ コマンド。
コマンド モード

特権
使用上のガイドライン

タイム コンフィギュレーション サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用で
きます。
•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

sync ntp | switch： （任意）NAM のシステム時刻をネットワーク タイム プロトコル
（NTP）、またはスイッチと同期させます。

•

zone—region-name [zone-name]：NTP を使用するために、タイム ゾーンを NAM と同
期させます。

•

ptp-ip-address：PTP インターフェイスの IP アドレスを設定します。

例

次に、NAM のシステム時刻設定をスイッチの時刻と同期するように設定する例を示しま
す。
root@hostname.cisco.com# time

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@hostname.cisco.com(sub-time)# ?
?

cancel
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- display help

- discard changes and exit from subcommand mode

time | Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド

exit
help

ptp-ip-address
sync

- exit from subcommand mode
- display help

- set the ip address of the ptp interface

- synchronize NAM system time with switch or ntp

root@hostname.cisco.com(sub-time)# sync switch
root@hostname.cisco.com(sub-time)# exit

Successfully updated NAM system time settings.

NOTE:You have configured the NAM synchronize time to the switch.
For this change to take effect, set the time from the switch or
reset the NAM.

root@hostname.cisco.com# show time
NAM synchronize time to:

Switch

Switch time offset to UTC:

0

Timezone configured on the switch:PST
Current system time:

Thu Mar 20 09:23:14 GMT 2003

次に、NAM のシステム時刻設定を NTP の時刻と同期するように設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# time

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.

root@hostname.cisco.com(sub-time)# sync ntp ntp01.cisco.com ntp02.cisco.com
root@hostname.cisco.com(sub-time)# exit

Successfully updated NAM system time settings.
root@hostname.cisco.com# show time
NAM synchronize time to:
NTP server1:
NTP server2:

Current system time:

root@hostname.cisco.com#

NTP

ntp01.cisco.com
ntp02.cisco.com

Thu Mar 20 09:23:36 GMT 2003

関連コマンド
show time
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traceroute
ネットワーク デバイスへのルートを追跡するには、traceroute コマンドを使用します。
traceroute [-I | n | v] [-f first_ttl] [-m max_ttl] [-p port] [-s src_addr] [-t tos] [-w
waittime] destination host name | IP address [packetlen]
構文の説明
-I

（任意）UDP データグラムの代わりに ICMP ECHO が使用される
ように指定します。

-n

（任意）ホップ アドレスを数値で表示します。

-v

（任意）詳細な出力を設定します。

-f first_ttl

（任意）最初の発信パケットで使用される初期の存続可能時間を設
定します。

-m max_ttl

（任意）使用する最大の存続可能時間（最大ホップ数）を設定します。

-p port

（任意）プローブで使用されるベース UDP ポート番号を設定します。

-s src_addr

（任意）送信元アドレスを、パケットが送信されるインターフェイ
スの IP アドレス以外にします。

-t tos

（任意）パケットのタイプ オブ サービスを次の値に設定します。

-w waittime

（任意）プローブへの応答を待機する時間（秒）を設定します。

destination

パケットの宛先を設定します。

host

ホストを設定します。

name

ホスト名を設定します。

IP address

IP アドレスを設定します。

packetlen

（任意）パケットの長さを設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、aragon という名前のネットワーク デバイスへのルートを追跡する例を示します。
root@localhost.cisco.com# traceroute -I -n -v -f first_ttl -p 5 -w 10 aragon 123.34.54.12
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trap-dest
トラップ宛先サブコマンド モードを開始し、NAM のトラップ宛先を作成または編集す
るには、trap-dest コマンドを使用します。トラップ宛先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。
trap-dest
no trap-dest [control-index]
構文の説明
control-index

（任意）収集コントロール インデックスを指定します。値の範
囲は 1 ～ 65535 です。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

トラップ宛先サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

address：トラップ宛先 IP アドレスを設定します。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。autocreate-data-source の
項を参照してください。

•

community community_string： コミュニティ ストリングを設定します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

index index：（任意）トラップ インデックスを設定します。値の範囲は 1 ～ 65535 で
す。デフォルトはランダムです。

•

owner string： （任意）収集オーナーを指定します。デフォルトは monitor です。
Note

•

CLI で設定した収集は、GUI では表示されません。GUI 画面を使用する収集の
場合、オーナー ストリング「LocalMgr」を使用すれば収集を GUI で表示でき
ます。

port：（任意）UDP ポートを設定します。デフォルトは 162 です。

例

次に、NAM のトラップを設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# trap-dest

Entering into subcommand mode for this command.

Cisco Prime NAM コマンド リファレンス ガイド | trap-dest
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Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@hostname.cisco.com(sub-trap-dest)# ?
?

- display help

address

- set IP address (*)

cancel

- discard changes and exit from subcommand mode

exit

- exit from subcommand mode

index

- set trap index

community

- set community string (*)

help

- display help

owner

- set owner string

port

- set UDP port

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.

root@hostname.cisco.com(sub-trap-dest)# address 10.0.0.1
root@hostname.cisco.com(sub-trap-dest)# community public
root@hostname.cisco.com(sub-trap-dest)# exit
Trap created successfully.

root@hostname.cisco.com# show trap-dest
Trap index:48981

Community: public
Address:

10.0.0.1

Owner:

monitor

UDP port:

162 (00a2)

root@hostname.cisco.com#

関連コマンド
application
audit-trail enable
show trap-dest
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upgrade
NAM に新しいメンテナンス イメージをダウンロードおよびインストールするには、
upgrade コマンドを使用します。
upgrade ftp://user:passwd@host/full-path/filename --reformat
構文の説明
ftp://user:passwd@host/full-path/filename

アップグレード アプリケーション イメージの
場所へのパス。

--reformat

（任意）既存のインストールを再フォーマットし
ます。すべての設定およびデータが失われます。
このコマンドは、ヘルパー ユーティリティのオ
プション 2（-install）と同じです。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、新しいメンテナンス イメージをダウンロードおよびインストールする例を示しま
す。
Root@localhost# upgrade
ftp://alamo:nam@milton/dir65/nam-app-x86_64.5-1-3.bin.gz

関連コマンド
show patches
show version
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waas export server-filter-list
WAAS サーバのフィルタ リストをリモート ホストにエクスポートするには、waas
export server-filter-list コマンドを使用します。
waas export server-filter-list ftp://<username:<password>@<host>/<path>
構文の説明
ftp://<username:<password>@<host>/<path>

FTP によって到達できるリモート ロケー
ションを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、WAAS サーバのフィルタ リストをリモート ホストにエクスポートする例を示し
ます。
root@nam.cisco.com# waas export server-filter-list
ftp://joe@company.com//waas/configs
root@nam.cisco.com#
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waas import server-filter-list
リモート ホストから WAAS サーバのフィルタ リストをインポートするには、waas
import server-filter-list コマンドを使用します。
waas import server-filter-list ftp://<username:<password>@<host>/<path>/<file>
構文の説明
ftp://<username:<password>@<host>/<path>

FTP によって到達できるリモート ロケー
ションを指定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
例

次に、リモート ホストから WAAS サーバのフィルタ リストをインポートする例を示しま
す。
root@nam.cisco.com#
waas import server-filter-list ftp://joe@company.com//waas/config/svrlist
root@nam.cisco.com#

WAAS サーバのフィルタを追加するには、waas import server-filter コマンドを使用します。サー
バのフィルタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
waas server filter <ip-address>
no waas server filter <ip-address>

構文の説明
ip-address

WAAS サーバの IPV4 を指定します

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
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例

次に、WAAS サーバのフィルタを追加する例、および WAAS サーバのフィルタを削除
する例を示します。
root@nam.cisco.com# waas server filter 10.0.0.2
Successfully added server filter.

root@nam.cisco.com# no waas server filter 10.0.0.2
root@nam.cisco.com#
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web-publication
NAM にログインせずに、NAM GUI モニタリング表示を表示できるホストのリストをイネーブル
にして設定するには、web-publication コマンドを使用します。設定から Web パブリッシングを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
web-publication username
no web-publication

構文の説明
username

ユーザ名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

Web ユーザ サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

?または help：ヘルプを表示します。help コマンドを参照してください。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

alarm enable | disable： （任意）アラーム表示の Web パブリッシングをイネーブルま
たはディセーブルにします。

•

allow-hosts WORD：Web パブリッシングされたモニタリング表示を表示できるホスト
を設定します。

•

code WORD： ホストが Web パブリッシングされたモニタリング表示を表示できるよ
うにするコードを設定します。

•

report enable | disable：（任意）Web パブリッシング レポート表示をイネーブルまた
はディセーブルにします。

•

（任意）Web パブリッシング RMON モニタリング表示をイネー
rmon enable | disable：
ブルまたはディセーブルにします。

•

voice enable | disable：（任意）Web パブリッシング音声モニタリング表示をイネーブ
ルまたはディセーブルにします。

例

次に、ホストを設定して Web パブリッシングされたレポートを NAM から受信する例
を示します。
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root@hostname.cisco.com# web-publication

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.

Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@hostname.cisco.com(sub-web-publication)# ?
root@hostname.cisco.com#

関連コマンド
show web-publication
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web-user
Web ユーザ コンフィギュレーション サブコマンド モードを開始し、NAM のローカル
Web ユーザを設定するには、web-user コマンドを使用します。設定から Web ユーザを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
web-user
no web-user username
構文の説明
username

ユーザ名を設定します。

デフォルト
このコマンドには、デフォルト設定がありません。
コマンド モード

コマンド モード
使用上のガイドライン

Web ユーザ サブコマンド モードを開始すると、次のコマンドを使用できます。
•

account-mgmt enable | disable： （任意）アカウント管理権限をイネーブルまたはディ
セーブルにします。

•

alarm-config enable | disable：（任意）アラーム コンフィギュレーション権限をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

•

cancel：変更を廃棄し、サブコマンド モードを終了します。

•

capture enable | disable： （任意）パケット キャプチャおよびデコード権限をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

•

collection-config enable | disable： （任意）収集コンフィギュレーション権限をイネー
ブルまたはディセーブルにします。

•

exit：変更を保存し、サブコマンド モードを終了します。exit コマンドを参照してく
ださい。

•

（任意）システム コンフィギュレーション権限をイネー
system-config enable | disable：
ブルまたはディセーブルにします。

•

user-name username： ユーザ名を設定します。

例

次に、NAM の Web ユーザを設定する例を示します。
root@hostname.cisco.com# web-user

Entering into subcommand mode for this command.
Type 'exit' to come out of this mode.
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Type 'cancel' to discard changes and to come out of this mode.
root@hostname.cisco.com(sub-web-user)# ?
?

- display help

account-mgmt

- enable/disable account management privilege

alarm-config

- enable/disable alarm configuration privilege

cancel

- discard changes and exit from subcommand mode

capture

- enable/disable packet capture/decode privilege

collection-config

- enable/disable collection configuration privilege

exit

- exit from subcommand mode

help

- display help

system-config

- enable/disable system configuration privilege

user-name

- set username (*)

(*) - denotes a mandatory field for this configuration.
root@hostname.cisco.com(sub-web-user)# user-name foo

root@hostname.cisco.com(sub-web-user)# account-mgmt enable
root@hostname.cisco.com(sub-web-user)# exit
パスワードの指定なし
Do you want specify password now (y/n) [n] y
Enter password:

Confirm password:

User 'foo' created successfully.

root@hostname.cisco.com# show web-users foo
User name:

foo

Account management:Enabled
System config:
Capture:

Alarm config:

Disabled

Disabled

Disabled

Collection config: Disabled
Collection view:

Enabled

root@hostname.cisco.com#

関連コマンド

show web-user
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付録 A

NAM メンテナンス パーティション CLI

表 A-1 に、Network Analysis Module メンテナンス パーティション コマンドを示します。
表 A-1

NAM メンテナンス イメージ CLI

コマンド

使用目的

ip address address mask

NAM IP アドレスを設定します。

ip broadcast broadcast-address

NAM ブロードキャスト アドレスを設定し
ます。

ip gateway gateway-address

NAM ゲートウェイ アドレスを設定します。

ip nameserver DNS-server-address1
[DNS-server-address2 [DNS-server-address3]]

最大 3 つの DNS サーバ アドレスを設定し
ます。

ip host host-name

NAM デバイス ホスト名を設定します。

ip domain domain

NAM デバイス ドメインを設定します。

show ip

NAM IP パラメータを表示します。

show images

NAM アプリケーション パーティションに
あるイメージを表示します。

show version

NAM システム パラメータを表示します。

show log upgrade

アップグレード ログ ファイルを表示します。

passwd

現在のユーザのパスワードを設定します。

upgrade ftp-url [--install]

NAM アプリケーション イメージをアップ
グレードします。

ping address

エコー メッセージを送信します。

clear ip

NAM ネットワーク コンフィギュレーショ
ンを削除します。

clear log upgrade

アップグレード処理のログ ファイルを消去
します。

logout

現在のセッションを終了します。

exit

現在のセッションを終了します。

passwd-guest

guest アカウントのパスワードを設定します。
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enable-guest

guest アカウントをイネーブルにします。

disable-guest

guest アカウントをディセーブルにします。

reset

NAM をリブートします（guest アカウントの
みで使用可能）。

upgrade-bios

新しい BIOS イメージをインストールします
（guest アカウントのみで使用可能）。
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付録 B

略語

表 B-1 に、このマニュアルで使用している略語とその意味を示します。
表 B-1

略語リスト

略語

説明

ARP

Address Resolution Protocol; アドレス解決プロトコル

ART

Application Response Time; アプリケーション応答時間

CDB

Circular Data Base; 独自の NAM データベース

CIR

Committed Information Rate; 認定情報速度

CLI

Command-Line Interface; コマンドライン インターフェイス

DIFFSERV

Differentiated Services; ディファレンシエーテッド サービス

DNS

Domain Name System; ドメイン ネーム システム

DSCP

Differentiated Services Code Point; ディファレンシエーテッド
サービス コード ポイント

DSMON

Differentiated Services Monitoring; ディファレンシエーテッド
サービス モニタリング。

FTP

File Transfer Protocol; ファイル転送プロトコル

GUI

Graphical User Interface; グラフィカル ユーザ インターフェイス

HTTP

HyperText Transfer Protocol; ハイパーテキスト転送プロトコル

IGMP

Internet Group Management Protocol; インターネット グループ管理
プロトコル

IP

Internet Protocol; インターネット プロトコル

ISO

International Organization for Standardization; 国際標準化機構

LAN

Local Area Network; ローカル エリア ネットワーク

LUN

Logical Unit Number; 論理ユニット番号。LUN は、SCSI 論理ユ
ニット番号、ポート ID、および LDEV ID の RAID グループへ
のマッピングの結果によるものです。

MAC

Media Access Control; メディア アクセス コントロール

MD5

Message Digest 5
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MFD

Multicast Fast Drop

MGCP

Media Gateway Control Protocol

MIB

Management Information Base; 管理情報ベース

MII

Media-Independent Interface; メディア独立型インターフェイス

MPLS

Multiprotocol Label Switching; マルチプロトコル ラベル スイッチ
ング

MTU

Maximum Transmission Unit; 最大伝送単位

NAM

Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール

NDE

NetFlow Data Export; NetFlow データ エクスポート

NetBIOS

Network Basic Input/Output System

NTP

Network Time Protocol; ネットワーク タイム プロトコル

PC

Personal Computer; パーソナル コンピュータ（従来の PCMCIA）

PHY

Physical Sublayer; 物理サブレイヤ

QoS

Quality of Service

RCP

Remote Copy Protocol; リモート コピー プロトコル

RMON

リモート ネットワーク モニタ

RPC

Remote Procedure Call; リモート プロシージャ コール

RSPAN

Remote SPAN

SCP

Switch-Module Configuration Protocol

SCCP

Skinny Client Control Protocol

SM-SRE

Service Module-Services Ready Engine

SNMP

Simple Network Management Protocol; 簡易ネットワーク管理プロ
トコル

SPAN

Switched Port Analyzer; スイッチド ポート アナライザ

SRE

Services Ready Engine

SSL

Secure Sockets Layer

SVC

Switched Virtual Circuit; 相手先選択接続

TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System Plus

付録 B
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TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol; 伝送制御プロトコル
/インターネット プロトコル

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

TOS

Type of Service; サービス タイプ

TTL

Time To Live

UDP

User Datagram Protocol; ユーザ データグラム プロトコル

UTC

Coordinated Universal Time; 協定世界時

VACL

VLAN Access Control List; VLAN アクセス コントロール リスト

VLAN

Virtual LAN; 仮想 LAN

VPN

Virtual Private Network; バーチャル プライベート ネットワーク

VTP

VLAN Trunking Protocol; VLAN トランキング プロトコル

WAAS

Wide Area Application Services

WAN

Wide Area Network; ワイドエリア ネットワーク
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