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このマニュアルについて

ここでは、『Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド』の対象読者、構成、および表記
法について説明します。

対象読者

『Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド』はシステム管理者を対象としており、Cisco
CNS Network Registrar のコマンドライン プログラム（nrcmd）の使用方法について情報を提供する
ことを目的としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、Network Registrar をインストールして起動させてから使用します。このマニュ
アルは、次の項で構成されています。

第 1 章 nrcmd プログラムについて Network Registrar nrcmd プログラムの使用方法を説
明しています。

第 2 章 nrcmd コマンドの使用 nrcmd コマンドのすべてを説明しています。

第 3 章 nrcmd プログラムの API としての
使用

nrcmd コマンドを実行するためのバッチ ファイル
を作成する方法を説明しています。

第 4 章 コードと形式 ステータス コードとエラー コード、およびダンプ
形式とロード形式を説明しています。
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このマニュアルについて

マニュアルの表記法

マニュアルの表記法

このマニュアルは、次の表記法を使用しています。

注意 「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。

（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。

表記法

このマニュアルは、コマンド構文において次の表記法を使用しています。

• 波カッコ（{ }）：必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素を囲んでいます。

• 角カッコ（[ ]）：省略可能な要素を囲んでいます。

• 縦棒（|）：必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素を区切るもので、波カッコとともに
使用されます。

• 太字：記載されているとおりに入力するコマンドまたはキーワードを示しています。また、デ

フォルト設定も示します。

• イタリック体：コマンドのアトリビュートまたは引数に値を入力する必要があることを示して

います。
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このマニュアルについて

マニュアルの入手

マニュアルの入手

シスコの製品マニュアルやその他の資料は、Cisco.com でご利用いただけます。また、テクニカル
サポートおよびその他のリソースを、さまざまな方法で入手することができます。ここでは、シス

コ製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

Cisco.com
次の URL から、シスコ製品の最新資料を入手することができます。

http://www.cisco.com/techsupport

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

また、シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスできます。

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

シスコ製品の最新資料の日本語版は、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp

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

Product Documentation DVD は、技術情報を包含する製品マニュアルをポータブルなメディアに格納
した、包括的なライブラリです。この DVD を使用することにより、シスコ製の各ハードウェアや
ソフトウェアのインストール、コンフィギュレーション、およびコマンドに関する複数のバージョ

ンのマニュアルにアクセスし、技術情報を HTML で参照できます。また、この DVD を使用すると、
シスコの Web サイトで参照できるのと同じマニュアルに、インターネットに接続せずにアクセス
できます。一部の製品については、PDF 版のマニュアルもご利用いただけます。

Product Documentation DVD は、1 回単位で入手することも、または定期購読することもできます。
Cisco.com 登録ユーザ（Cisco Direct Customers）の場合、Cisco Marketplace から Product Documentation
DVD（Product Number DOC-DOCDVD=）を発注できます。

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

マニュアルの発注方法（英語版）

2005 年 6 月 30 日以降、Cisco.com 登録ユーザの場合、Cisco Marketplace の Product Documentation
Store からシスコ製品の英文マニュアルを発注できるようになっています。次の URL にアクセスし
てください。

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

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

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/go/marketplace/
mailto:tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com
http://www.cisco.com/jp
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このマニュアルについて

マニュアルの入手

シスコシステムズマニュアルセンター

シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最新版を PDF 形式で
公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マニュアル CD-ROM もオンラインで発
注可能です。ご希望の方は、次の URL にアクセスしてください。

http://www2.hipri.com/cisco/

また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、誤植に関するコメ

ントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容不良報告」をクリックすると、コメ
ント入力画面が表示されます。

http://www2.hipri.com/cisco/

なお、技術内容に関するお問い合せは、この Web サイトではお受けできませんので、製品を購入
された各代理店へお問い合せください。

http://www2.hipri.com/cisco/
http://www2.hipri.com/cisco/
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このマニュアルについて

シスコ製品のセキュリティの概要

シスコ製品のセキュリティの概要

シスコでは、オンラインの Security Vulnerability Policy ポータル（英文のみ）を無料で提供していま
す。URL は次のとおりです。

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

このサイトは、次の目的に利用できます。

• シスコ製品のセキュリティ脆弱性を報告する。

• シスコ製品に伴うセキュリティ事象についてサポートを受ける。

• シスコからセキュリティ情報を受け取るための登録をする。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告および注意事項の最新のリストには、次の URL からアクセ
スできます。

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

勧告および注意事項がアップデートされた時点でリアルタイムに確認する場合は、次の URL から
Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）フィードにアクセス
してください。

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

シスコ製品のセキュリティ問題の報告

シスコでは、セキュアな製品を提供すべく全力を尽くしています。製品のリリース前には内部でテ

ストを行い、すべての脆弱性を早急に修正するよう努力しています。万一、シスコ製品に脆弱性が

見つかった場合は、PSIRT にご連絡ください。

• 緊急の場合：security-alert@cisco.com（英語のみ）

緊急とは、システムがアクティブな攻撃を受けている場合、または至急の対応を要する重大な

セキュリティ上の脆弱性が報告されている場合を指します。これに該当しない場合はすべて、

緊急でないと見なされます。

• 緊急でない場合：psirt@cisco.com（英語のみ）

緊急の場合は、電話で PSIRT に連絡することもできます。

• 1 877 228-7302（英語のみ）

• 1 408 525-6532（英語のみ）

ヒント シスコに機密情報をお送りいただく際には、PGP（Pretty Good Privacy）または互換製品を使用して、
暗号化することをお勧めします。PSIRT は、PGP バージョン 2.x から 8.x と互換性のある暗号化情
報に対応しています。 

無効になった、または有効期限が切れた暗号鍵は、絶対に使用しないでください。PSIRT に連絡す
る際に使用する正しい公開鍵には、Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary セクショ
ンからリンクできます。次の URL にアクセスしてください。

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

このページ上のリンクからは、現在使用されている最新の PGP 鍵の ID にアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
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このマニュアルについて

テクニカル サポート

テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、24 時間テクニカル サポートを提供しています。Cisco.com の Cisco
Technical Support & Documentation Web サイトでは、多数のサポート リソースをオンラインで提供
しています。また、シスコと正式なサービス契約を交わしているお客様には、Cisco Technical
Assistance Center（TAC）のエンジニアが電話でのサポートにも対応します。シスコと正式なサービ
ス契約を交わしていない場合は、代理店にお問い合せください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、シスコ製品やシスコの技術に関するトラ
ブルシューティングにお役立ていただけるように、オンラインでマニュアルやツールを提供してい

ます。この Web サイトは、24 時間、いつでも利用可能です。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support & Documentation Web サイトのツールにアクセスするには、Cisco.com のユー
ザ ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ユーザ ID またはパスワードを取得してい
ない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

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

（注） Web または電話でサービス リクエストを発行する前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを
使用して製品のシリアル番号を確認してください。CPI ツールには、Cisco Technical Support &
Documentation Web サイトから、Documentation & Tools の下の Tools & Resources リンクをクリック
するとアクセスできます。アルファベット順の索引ドロップダウン リストから Cisco Product
Identification Tool を選択するか、Alerts & RMAs の下の Cisco Product Identification Tool リンクを
クリックします。CPI ツールには、3 つの検索オプションがあります。製品 ID またはモデル名によ
る検索、ツリー表示による検索、show コマンド出力のコピー アンド ペーストによる特定製品の検
索です。検索結果では、製品が図示され、シリアル番号ラベルの位置が強調表示されます。ご使用

の製品でシリアル番号ラベルを確認し、その情報を記録してからサービス コールをかけてくださ
い。

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

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

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com の
ログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の
URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

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

http://www.cisco.com/techsupport
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register
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このマニュアルについて

テクニカル サポート

サービス リクエストの発行
オンラインの TAC Service Request Tool を使用すると、S3 と S4 のサービス リクエストを短時間で
オープンできます（S3：ネットワークに軽微な障害が発生した、S4：製品情報が必要である）。状
況を入力すると、その状況を解決するための推奨手段が検索されます。これらの推奨手段で問題を

解決できない場合は、シスコのエンジニアが対応します。TAC Service Request Tool には、次の URL
からアクセスできます。

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

S1 または S2 のサービス リクエストの場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、
Cisco TAC に電話でお問い合せください（S1：ネットワークがダウンした、S2：ネットワークの機
能が著しく低下した）。S1 および S2 のサービス リクエストには、シスコのエンジニアがすぐに割
り当てられ、業務を円滑に継続できるようサポートします。

Cisco TAC の連絡先については、次の URL を参照してください。

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

サービス リクエストのシビラティの定義
シスコでは、報告されるサービス リクエストを標準化するために、シビラティを定義しています。

シビラティ 1（S1）：ネットワークが「ダウン」した状態か、業務に致命的な損害が発生した場合。
お客様およびシスコが、24 時間体制でこの問題を解決する必要があると判断した場合。 

シビラティ 2（S2）：既存のネットワーク動作が著しく低下したか、シスコ製品が十分に機能しない
ため、業務に重大な影響を及ぼした場合。お客様およびシスコが、通常の業務中の全時間を費やし

て、この問題を解決する必要があると判断した場合。

シビラティ 3（S3）：ネットワークの動作パフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用は
継続できる場合。お客様およびシスコが、業務時間中にサービスを十分なレベルにまで復旧させる

必要があると判断した場合。

シビラティ 4（S4）：シスコ製品の機能、インストレーション、コンフィギュレーションについて、
情報または支援が必要な場合。業務の運用には、ほとんど影響がありません。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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このマニュアルについて

その他の資料および情報の入手方法

その他の資料および情報の入手方法

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

• Cisco Marketplace では、シスコの書籍やリファレンス ガイド、マニュアル、ロゴ製品を数多く
提供しています。購入を希望される場合は、次の URL にアクセスしてください。

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

• Cisco Press では、ネットワーク全般、トレーニング、および認定資格に関する出版物を幅広く
発行しています。これらの出版物は、初級者にも上級者にも役立ちます。Cisco Press の最新の
出版情報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』はシスコシステムズが発行する技術者向けの雑誌で、インターネットやネットワーク
への投資を最大限に活用するために役立ちます。本誌は季刊誌として発行され、業界の最先端

トレンド、最新テクノロジー、シスコ製品やソリューション情報が記載されています。また、

ネットワーク構成およびトラブルシューティングに関するヒント、コンフィギュレーション

例、カスタマー ケース スタディ、認定情報とトレーニング情報、および充実したオンライン
サービスへのリンクの内容が含まれます。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

日本語版『Packet』は、米国版『Packet』と日本版のオリジナル記事で構成されています。日本
語版『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/

• 『iQ Magazine』はシスコシステムズの季刊誌で、成長企業が収益を上げ、業務を効率化し、サー
ビスを拡大するためには技術をどのように利用したらよいかを学べるように構成されていま

す。本誌では、実例とビジネス戦略を挙げて、成長企業が直面する問題とそれを解決するため

の技術を紹介し、読者が技術への投資に関して適切な決定を下せるよう配慮しています。『iQ
Magazine』には、次の URL からアクセスしてください。

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

デジタル版には、次の URL からアクセスできます。

http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

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

http://www.cisco.com/ipj

• シスコシステムズが提供するネットワーキング製品、および各種のカスタマー サポート サー
ビスは、次の URL から入手できます。

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

• Networking Professionals Connection は対話形式の Web サイトです。このサイトでは、ネットワー
キング製品やテクノロジーに関する質問、提案、および情報をネットワーキング担当者がシス

コの専門家や他のネットワーキング担当者と共有できます。次の URL にアクセスしてディス
カッションに参加してください。

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

• シスコは、国際的なレベルのネットワーク関連トレーニングを実施しています。最新情報につ

いては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/
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nrcmd プログラムについて

DNS サーバ、DHCP サーバ、および TFTP サーバを設定して管理するには、Web ベースのユーザ イ
ンターフェイス（Web UI）、または nrcmd コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用できま
す。この章では、nrcmd コマンドライン インターフェイスの使用方法について説明します。具体的
には、次のトピックについて説明します。

• バッチ モードおよび対話モードでのコマンドの起動

• コマンドの構成と構文

• 特殊なキーボード ナビゲーション文字
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nrcmd コマンドの起動
nrcmd コマンドは、バッチ モードでコマンドを使用したスクリプトを実行して使用、または対話
モードで nrcmd コマンド プロンプトにコマンドを入力して使用します。デフォルトでは、nrcmd
コマンドの位置は、Windows では C:\Program Files\Network Registrar\Local\bin、Solaris および Linux
では /opt/nwreg2/usrbin です。

（注） Windows で、インストール パスの外側から nrcmd プログラムを実行する場合は、CNR_HOME 環
境変数を設定する必要があります。

Windows では、nrcmd コマンド ウィンドウを Start メニューから次のようにして起動できます。

Start > Programs > Network Registrar 6.2 > Network Registrar 6.2 CLI

この方法では、ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。Solaris および
Linux では（さらに Windows でも同様に）、コマンド プロンプトから次の構文を使用してコマンド
を起動できます。

nrcmd [general-options] [command] [options] 

表 1-1 は、コマンド プロンプトから起動するときの一般的なオプションについて説明しています。
第 2 章「nrcmd コマンドの使用」 では、コマンドおよびコマンド固有のオプションについて説明し
ます。

（注） 接続先のクラスタによって、クラスタ上で動作する Network Registrar のリリースで表示される使用
可能な CLI アトリビュートが決まります。この『 CLI リファレンス』では、現在のリリースのアト
リビュートについて説明します。以前のリリースで使用可能なアトリビュートについては、そのリ

リースの『CLI リファレンス』を参照してください。

表 1-1 nrcmd コマンドの一般的なオプション

オプション 説明

–C cluster クラスタ（cluster は、Network Registrar サーバが動作しているマシンの名前です）。
指定しない場合は、クラスタ名はデフォルトで localhost になります。

–N user Network Registrar ユーザ名（user）。

–P password Network Registrar ユーザ パスワード（password）。

–h ヘルプ テキストを出力します。

–L ローカル クラスタの CLI にアクセスします。

–R リージョナル クラスタの CLI にアクセスします。

–b < file.txt バッチ ファイル（file.txt は、バッチ モードで実行する nrcmd コマンドのファイ
ル名です。1 行ごとに読み取られ、プロンプトの後に新しい行が出力されます）。
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バッチ モード
コマンドラインで関数コマンドや –b< file.txt オプションを入力すると、プログラムはバッチ モード
に入ります。テキスト ファイルには、nrcmd コマンドを任意の数だけ指定できます。また、シャー
プ記号（#）を行頭に付けて、コメント行として指定できます。バッチ モードでは、通常のシステ
ム プロンプトに戻ります。バッチ モードでの表示は、外部プログラムによる解析を目的としてい
るため、値を持つコマンド アトリビュートのみが表示されます。

（注） 入力ファイル内のコードの最終行には、末尾に行末文字が必要です。また、コードの最終行に、exit
コマンドを明示的に指定することをお勧めします。

対話モード

nrmcd コマンドだけを入力した場合、または cluster、user、password オプションのいずれかを入力
した場合は、プログラムが対話モードに入ります。CLI を対話モードで実行するには、次のように
入力します。

nrcmd [–C cluster] [–N user] [–P password] 

この構文では、対話型の nrcmd> プロンプトが表示されます。プロンプトには、関数コマンドおよ
びオプション パラメータを入力します。

nrcmd> command [parameter,parameter, ...] 
system-response 

複数のアトリビュート値を続けて入力するには、カンマ（,）で区切ります。カンマの後に空白を入
れないでください。値が空白を含む文字列の場合は、引用符で囲みます。

nrcmd> zone example.com. set auth-servers=192.168.50.1,10.0.0.1 
100 Ok
auth-servers=192.168.50.1,10.0.0.1 

対話セッションを終了するには、exit コマンドを入力します。オンライン ヘルプを表示するには、
help コマンドを入力します。

レジストリおよび環境変数

Network Registrar は、一般的なオプションを省略した場合はレジストリまたは環境変数から取得し
ます。Network Registrar がパラメータの値を検出できない場合は、入力を求めるプロンプトが表示
されます。Network Registrar サーバがインストールされているシステム上のクラスタ名を省略した
場合、nrcmd プログラムは、localhost へのアクセスを前提とします。プロンプトは表示されません。

nrcmd プログラムが認識する設定可能な環境変数では、CNR_NAME が名前、CNR_PASSWORD が
パスワード、CNR_CLUSTER がクラスタ名です。
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コマンド構成

nrcmd コマンドは、オブジェクト クラスを指定します。オブジェクト クラスは作成、削除、また
は一覧表示できます。オブジェクトには、それぞれアトリビュートがあり、データ タイプに応じ
て、イネーブル、ディセーブル、設定、取得、および設定解除ができます。オブジェクトには、共

通メソッドもあります。共通メソッドはオブジェクト タイプに固有で、アトリビュート グループ
に対して操作を実行できます。

nrcmd コマンドを使用して Network Registrar を設定すると、次の操作を実行できます。

• クラス：スコープ、ポリシー、ゾーンなどのように、作成、削除、表示、または一覧表示するもの。

－ create：エントリを作成します。エントリがすでに存在する場合は、コマンドがエラーを
返します。

－ delete：エントリを削除します。

－ list：指定したタイプのすべてのオブジェクトを、アトリビュートも含めてすべて表示しま
す。

－ listnames：指定したタイプのオブジェクトの名前だけをすべて表示します。

－ show：すべてのアトリビュートの値を表示します。

• アトリビュート：イネーブルまたはディセーブルにできるもの。または、共通メソッドを使用

して値を設定または表示できるもの。

－ enable：ブール タイプのアトリビュートをイネーブルにします。

－ disable ：ブール タイプのアトリビュートをディセーブルにします。

－ set：アトリビュートの値を設定します。

－ get：明示的に定義されたアトリビュートの値を表示します。

－ unset：アトリビュートが値を持たないようにします。必須アトリビュートは設定解除でき
ません。

（注） nrcmd を使用して、暗黙的に定義されたアトリビュートの値を get することはできません。
これには、暗黙的に定義されたデフォルト値も含まれます。

アトリビュートを設定するには、次の 3 つの方法があります。

－ オブジェクトの作成に必須のアトリビュートの場合は、値を create コマンドの構文内で所
定の位置に指定する必要があります。たとえば、ハイ アベイラビリティ（HA）DNS サー
バ ペアを作成するには、作成時にメイン サーバとバックアップ サーバのクラスタおよび
IP アドレスを指定できます。
nrcmd> ha-dns-pair ha-pair-1 create 192.168.50.1 192.168.60.1 main=localhost 
backup=backup

－ オブジェクトを作成した後、set コマンドまたは enable コマンドを使用します。たとえば、
作成した HA DNS ペアにメイン サーバとバックアップ サーバへのクラスタ参照だけを設
定できます。

nrcmd> ha-dns-pair ha-pair-1 set main=localhost backup=backup 

－ attribute=value のペアを create コマンドの末尾に追加します。

位置の値と attribute=value ペアの両方を create コマンドラインで同じアトリビュートに使用し
た場合、attribute=value ペアが後になるため、これが実際に使用される値になります。
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Network Registrar 6.0 では、デフォルト値を持つアトリビュートは、対話モードで attribute =
[default=value] という形式で表示されます。対話モードでは、すべてのアトリビュートが表示さ
れます。バッチ モードでは、値を持つアトリビュートだけが表示され、デフォルト値は表示さ
れません。バッチ モードでの表示は、ユーザにとってはあまり見やすくはありませんが、プロ
グラムによって解析をするのに適しています。次の例は、対話モードでの出力とバッチモード

での出力を示して比較しています。

nrcmd> zone example.com show 
100 Ok 
example.com. (primary): 

checkpoint-interval = 
checkpoint-min-interval = 
defttl = 12h 
dynamic = [default=true] 
dynupdate-set = 
expire = 7d 
...

$ nrcmd -N admin -P changeme zone example.com show 
100 Ok 
example.com.: defttl=12h; expire=7d; minttl=10m; nameservers={{0 
rr2.example.com.}}; ns=rr2.; origin=example.com.; person=rr1.; refresh=3h; 
retry=60m; serial=1; update-acl="key myKey"; 

• その他のカスタム メソッド：オブジェクトに対して実行できる特定の操作。アトリビュートの
編集以上の操作です。IP アドレス範囲のスコープへの追加、ゾーンからのホストの削除などが
あります。 

コマンドの使用方法

一連の引数を指定する方法は、使用するコマンドの種類によって異なります。この項では、create、
set、および enable の各コマンドの使用方法の違いを説明します。

create キーワード

create キーワードを使用する場合は、必須の引数を指定する必要があります。また、追加の引数も
指定できます。必須の引数は指定された順序で指定する必要があります。一方、オプションの引数

は、attribute=value という構文にしたがって、任意の順序で指定できます。

たとえば、スコープを作成するための構文は次のとおりです。

scope name create ipaddress mask [attribute=value]

スコープの作成時には IP アドレスとマスクを指定する必要があります。スコープのその他のアト
リビュートはオプションで指定できます。

次の例では、IP アドレスに 192.168.50.0、マスクに 255.255.255.0 を指定して、testScope というス
コープを作成します。

nrcmd> scope testScope create 192.168.50.0 255.255.255.0 
100 Ok
testScope:

addr = 192.168.50.0
bootp = disabled
deactivated =
...
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アトリビュート定義は同一の行にも指定できます。次の例では、上と同じスコープを作成しますが、

DHCP クライアントのホスト名の追加先である DNS ゾーンの名前を併せて指定します。

nrcmd> scope testScope create 192.168.50.0 255.255.255.0 dns-zone-name=example.com. 
100 Ok
dns-zone-name=example.com.
testScope:

addr = 192.168.50.0
bootp = disabled
deactivated =
...

create キーワードがオブジェクトを作成し、指定したすべてのパラメータをオブジェクトに割り当
てると、必須アトリビュートに値（デフォルトまたはユーザ指定）がすべて設定されているかどう

か確認されます。必要なアトリビュートが省略されている場合は、Network Registrar がエラーを返
します。

set キーワード

set キーワードは、すでに作成されているアトリビュートに値を設定するのに使用します。DNS サー
バや IP アドレスなど、複数の値のリストを設定する場合は、値をカンマで区切ります。また set
キーワードを使用して、同じ行で複数のアトリビュートを設定できます。アトリビュートと値を指

定し、空白を 1 つ挿入して、次のアトリビュートと値の組を指定します。

次の例では、DHCP クライアントのホスト名の追加先である DNS ゾーンの名前を指定します。

nrcmd> scope testScope set dns-zone-name=example.com. 
100 Ok
dns-zone-name=example.com.

次の例では、ゾーンに対してゾーン転送のための IP アドレスのリストを指定します。

nrcmd> zone example.com. set auth-servers=192.168.50.1,10.0.0.1 
100 Ok
auth-servers=192.168.50.1,10.0.0.1 

次の例では、クライアントのクライアントクラスとドメイン名を設定します。

nrcmd> client 00:d0:ba:d3:bd:3b set client-class-name=internal 
domain-name=example.com. 

100 Ok
client-class-name=internal
domain-name=example.com.

unset キーワードは、アトリビュートを未定義の状態にします。get キーワードは、アトリビュート
の値を表示します。

enable キーワード

enable キーワードは、ブール アトリビュートをイネーブルにします。ブール アトリビュートをイ
ネーブルにすると、それに関連するアトリビュートの設定も必要になります。ブール アトリビュー
トをディセーブルにするには、disable キーワードを使用します。unset キーワードを使用すると、
イネーブルまたはディセーブルの状態のブール アトリビュートを削除できます。
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次の例では、DNS サーバの差分転送処理をイネーブルにします。

nrcmd> dns enable ixfr-enable 
100 Ok
ixfr-enable=enabled

差分転送処理がイネーブルである場合に、期限満了インターバルを変更する例を示します。

nrcmd> dns set ixfr-expire-interval=10d 
100 Ok
ixfr-expire-interval=1w3d

（注） set と enable を同じコマンドラインで使用することはできません。

アトリビュート フラグ

コマンド アトリビュートには、次の種類があります。

• 必須：アトリビュートはオブジェクトにとって必須であり、通常、create コマンドラインで構
文上の位置が決まっています。アトリビュートを設定するか、またはデフォルトを使用する必

要があります。値は修正可能です。必須アトリビュートは、unset キーワードを使って未定義
に設定することはできません。未定義に設定しようとすると、「386 - Required attribute
cannot be deleted」というエラーメッセージが返されます。

• オプション：アトリビュートはオプションであり、値は必須ではありません。アトリビュート

は設定および再設定できます。また、unset キーワードを使用して未定義に設定できます。

• 読み取り専用：アトリビュートは不変で、読み取り専用です。get キーワードは使用できます
が、set または unset は使用できません。読み取り専用アトリビュートに set または unset を使用
しようとすると、「385 - Read-only attribute cannot be modified」というエラー
メッセージが返されます。

変更の保存

Network Registrar 6.2 で導入された新規コマンドの場合、nrcmd は加えられた変更をすぐに適用しま
す（Network Registrar 6.2 で導入されたコマンドの一覧は、『Release Notes』に示されています）。以
前のリリースのコマンドでは、CLI は次のいずれかのイベントが発生するのを待ってから、変更を
データベースに保存します。

• save コマンドの起動

• nrcmd の終了 

• サーバのリロード

• リソース レコードまたはホストのゾーンへの追加

CLI キャッシュのリフレッシュとクリア
CLI は、読み取ったコンフィギュレーション オブジェクトの多くをキャッシュします。複数のユー
ザが同時に変更を加えている場合、CLI インスタンスが古いバージョンのオブジェクトをキャッ
シュしている場合があります。session cache refresh コマンドは、修正されていないすべてのオブ
ジェクトのローカル キャッシュを CLI がクリアし、コンフィギュレーション データベースから CLI
がオブジェクトを再度読み込みます。session cache clear コマンドでは、保存されていない変更があ
る場合でも、キャッシュされたすべてのデータが CLI によってクリアされます。
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ナビゲーション キー
表 1-2 は、nrcmd コマンドの入力時に役立つキーボード ナビゲーション キーの一覧です。

表 1-2 nrcmd のナビゲーション キーの組み合せ

キー 動作

Ctrl+A 行の先頭に移動

Ctrl+B 1 文字後退

Ctrl+D 1 文字削除

Ctrl+E 行の末尾に移動

Ctrl+F 1 文字前進

Ctrl+K 行の末尾まで削除

Ctrl+L 削除した行を復元

Ctrl+N 履歴の次の行

Ctrl+P 履歴の前の行

Ctrl+T 1 文字を左に移動

Ctrl+U 行を削除してカーソルを行の先頭に移動

Ctrl+W 1 文字後退して削除

Esc+B 1 単語左に移動

Esc+F 1 単語右に移動
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コマンド一覧

表 1-3 は、nrcmd コマンドのアルファベット順の一覧です。コマンドは、コマンドラインで使用す
ることも、スクリプトに挿入することもできます。

表 1-3 nrcmd コマンド

コマンド 説明

acl アクセス コントロール リスト（ACL）を作成します。

addr-trap DHCP サーバのフリー アドレス監視用のトラップを作成します。

address-block CCM アドレス ブロック用プロパティを作成し、設定します。

admin クラスタの管理者を作成します。

ccm CCM サーバを管理します。

client クライアントを作成し、クライアントクラスを割り当てます。

client-class クライアントクラスを作成します。

client-class policy 組み込みクライアントクラス ポリシーを設定します。

client-policy 組み込みクライアント ポリシーを設定します。

cluster リージョナル クラスタまたはローカル クラスタを構成します。

dhcp DHCP サーバを管理します。

dhcp-address-block DHCP アドレス ブロック用プロパティを作成し、設定します。

dhcp-address-block-policy DHCP アドレス ブロックに組み込むポリシーを構成します。

dhcp-dns-update DNS への DHCP サーバ更新を構成します。

dhcp-interface DHCP サーバのネットワーク インターフェイスを構成します。

dhcp-link DHCPv6 リンクを作成します。

dhcp-link-policy DHCPv6 リンクに組み込むポリシーを構成します。

dhcp-prefix DHCPv6 プレフィックスを作成します。

dhcp-prefix-policy DHCPv6 プレフィックスに組み込むポリシーを構成します。

dhcp-subnet 可能な DHCP サブネットの一覧を表示します。

dns DNS サーバ アトリビュートを指定します。

dns-interface DNS サーバのネットワーク インターフェイスを構成します。

dns-update-map DNS 更新の構成を管理します。

exit または quit nrcmd コマンドを終了し、現在のコンフィギュレーションの変更を保
存します。

export 構成をエクスポートします。

extension DHCP エクステンション モジュールを構成します。

failover-pair DHCP フェールオーバー サーバの構成を管理します。

force-lock nrcmd コマンド セッション用の排他ロックを取得します。

group 管理者のグループを構成します。

ha-dns-pair DNS メインサーバと DNS バックアップサーバの間のハイ アベイラ
ビリティ関係を定義します。

help オンライン ヘルプを表示します。

import 構成をインポートします。

key DNS 更新のトランザクション シグニチャ（TSIG）キーを作成します。

ldap DHCP の Lightweight Data Access Protocol（LDAP）を構成します。

lease DHCP リースの情報を取得します。
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lease6 DHCPv6 リースの情報を取得します。

lease-notification スコープに利用可能なリースがなくなった場合に通知します。

license ライセンス情報を表示し、更新します。

option DHCP オプションの定義を管理します。

option-set DHCP オプション定義セットを管理します。

owner 所有者を管理します。

policy DHCP ポリシーを構成します。

region リージョンを管理します。

remote-dns リモート DNS サーバ データを構成します。

report 使用状況の要約レポートを作成します。

role 管理者ロールを管理します。

router ルータを管理します。

router-interface ルータ ネットワーク インターフェイスを管理します。

router-type ルータ タイプを表示します。

save 現在のコンフィギュレーションの変更を保存します。

scope DHCP スコープを構成します。

scope-policy DHCP スコープに組み込むポリシーを構成します。

scope-selection-tag DHCP スコープ選択タグを作成します。

scope-template DHCP スコープのテンプレートを構成します。

scope-template-policy DHCP スコープ テンプレートに組み込むポリシーを構成します。

server サーバを制御します。

session 現在の CLI セッション パラメータを設定します。

snmp SNMP サーバを構成します。

snmp-interface SNMP サーバのネットワーク インターフェイスを構成します。

subnet CCM サブネットを構成します。

tftp Trival File Transport Protocol（TFTP）サーバを構成します。

trap-recipient SNMP トラップの受信者を構成します。

update-policy DNS 更新ポリシーを構成します。

vendor-option ベンダー固有の DHCP オプションを構成します。

vpn DHCP バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）を構成します。

zone DNS ゾーンを構成します。

zone-dist ゾーン分散マップを管理します。

zone-template DNS ゾーンのテンプレートを構成します。

表 1-3 nrcmd コマンド（続き）

コマンド 説明
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2

nrcmd コマンドの使用

この章では、すべての nrcmd コマンドとアトリビュートについて説明します。各コマンドの項はア
ルファベット順に並んでいます。各項では、最初にコマンド構文について説明し、次に構文、アト

リビュート、および使用上のガイドラインについて説明します。必須、オプション、読み取り専用

などの、アトリビュートのタイプについては、P.1-7 の「アトリビュート フラグ」を参照してくだ
さい。

時間値を含むアトリビュートは、デフォルトの時間単位で記述します。ただし、時間値の直後に文

字 s、m、h、d、w、または y を付けると、値の許容範囲に収まる限り、それぞれ秒、分、時間、日、
週、年に単位を変換できます。1d6h と 1d360m のように、同値の時間単位が混在する値も可能です。

表 2-1 は、すべての nrcmd コマンドの一覧です。

表 2-1 CLI コマンド

コマンド コマンド コマンド コマンド

acl dhcp-prefix lease6 scope

address-block dhcp-prefix-policy lease-notification scope-policy

addr-trap dhcp-subnet license scope-selection-tag

admin dns option scope-template

ccm dns-interface option-set scope-template-policy

client dns-update-map owner server

client-class exit policy session

client-class-policy export quit snmp

client-policy extension region snmp-interface

cluster failover-pair remote-dns subnet

dhcp group report tftp

dhcp-address-block ha-dns-pair reservation trap-recipient

dhcp-address-block-policy help role update-policy

dhcp-dns-update import router vpn

dhcp-interface key router-interface zone

dhcp-link ldap router-type zone-dist

dhcp-link-policy lease save zone-template
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acl
acl コマンドは、アクセス コントロール リスト（ACL）を作成するために使用します。ACL には、
DNS 更新を実行するアクセス権を誰が持つのかを指定し、リソース レコードのクエリー、および
ゾーン転送を実行できます。ACL には、次の項目が含まれます。

• Transaction Signature（TSIG）キー

• IP アドレス

• ネットワーク アドレス（アドレスおよびマスク）

• その他 ACL

acl コマンドは、dns コマンドおよび zone コマンドの update-acl、restrict-xfer-acl、restrict-query-acl、
および restrict-recursion-acl アトリビュートと共に使用します。ACL は、DNS 更新ポリシーの規則
を構成するときにも使用されます（P.2-188 の「update-policy」を参照してください）。 

（注） これらのアトリビュートは、既存の名前付き ACL と一緒に使用するよう注意してください。既存
の ACL と一緒に使用しない場合、DNS サーバは起動しますが、ACL への参照によって、指定した
アクションが無効になります。たとえば、ゾーンの例についての名前付き ACL に対して update-acl
アトリビュートが設定されたが、その名前付き ACL が存在しない場合は、ゾーンの例についての
すべての更新が無効になります。これは、update-acl が複数の値から構成される場合でも同様です。

また、restrict-recursion-acl は、dns コマンドでのみ使用できることにも注意してください。

acl name create "[!][key] value[,...]"

acl name delete

acl name set match-list="[!][key] value[,...]"

acl name unset match-list

acl name get match-list

acl name add [!][key] value 

acl name remove [!][key] value 

acl name [show]

acl list

acl listnames

文法説明 acl name create "[!][key] value[,...]"

カンマで区切られた TSIG キー（key の後ろ）、ホストまたはネットワーク アドレス、または別
の ACL のマッチ リストに基づいて、ACL を作成します。否定には ! 記号を使用します。
nrcmd> acl security-acl create "key securitykey1" 
nrcmd> acl neg-acl create !192.168.2.1/16 

それぞれの ACL に一意の名前を割り当てます。ただし、次の ACL 名には特別な意味があるの
で、これらを通常の ACL 名に使用することはできません。

• any：ある特定のアクションを誰でも実行できます。

• none：ある特定のアクションを誰も実行できません。

• localhost：ある特定のアクションをすべてのローカル ホスト アドレスが実行できます。
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• localnets：ある特定のアクションをすべてのローカル ネットワークが実行できます。

acl name delete

ACL を削除します。

acl name set match-list="[!][key] value[,...]"

ACL のマッチ リストを設定します。これは、カンマで区切られ、引用符で囲まれた TSIG キー、
IP アドレス、ネットワーク アドレス、または別の ACL で構成することができます。キーの前
には、キーワード key を付ける必要があります。また、IP アドレスは address/mask という形式
にする必要があります。

実際に ACL を作成する前に、マッチ リスト内の ACL にネーム参照を作成できます。ただし、
DNS サーバを起動またはリロードする前に ACL が存在している必要があります。マッチ リス
トに存在しない ACL への参照が含まれる場合、サーバは起動しません。

acl name unset match-list

ACL のマッチ リストの設定を解除します。

acl name get match-list

ACL の名前付きマッチ リストを取得します。

acl name add [!][key] value

マッチ リストに要素を追加します。

acl name remove [!]key value

マッチ リストから要素を削除します。

acl name [show]

指定した ACL に関連付けられている値を表示します。

acl list 

ACL と関連付けられている値をすべて表示します。

acl listnames 

ACL の名前だけを表示します。

関連コマンド dns、key、 update-policy、 zone
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address-block
address-block コマンドは Network Registrar Central Configuration Management（CCM）データベース
内に作成されたネットワーク アドレス ブロックのアトリビュートを作成および設定します。アド
レス ブロックは IP アドレス空間の連続した範囲であり、1 つまたは複数のサブネットの親になる
ことができます。

（注） CCM アドレス ブロックは、バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）およびサブネット割
り当ての展開の際に DHCP サーバへの委任に使用される DHCP アドレス ブロックと同じものでは
ありません。これらの DHCP アドレス ブロックの管理には、dhcp-address-block コマンドを使用し
ます。

address-block address/mask create [attribute=value ...] 

address-block address/mask delete 

address-block address/mask set attribute=value [attribute=value ...] 

address-block address/mask unset attribute 

address-block address/mask get attribute 

address-block address/mask [show] 

address-block list 

address-block listnames 

文法説明 address-block コマンドのアトリビュートと説明は、 表 2-2  を参照してください。

address-block address/mask create [attribute=value ...]

ネットワーク アドレス（address/mask 形式）を使用して CCM アドレス ブロックを作成し、オ
プションでアトリビュートを追加します。policy だけが必須アトリビュートです。省略した場
合は、default ポリシーがデフォルトです。

address-block address/mask delete

CCM アドレス ブロックを削除します。

address-block address/mask set attribute=value [attribute=value ...]

CCM アドレス ブロックに 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。 
address-block 10.1.0.0/27 set vpn-id=1 

address-block address/mask unset attribute

オプションの CCM アドレス ブロック アトリビュートを設定解除します。

address-block address/mask get attribute

CCM アドレス ブロック アトリビュートの明示的に定義された値を取得します。

address-block address/mask [show]

CCM アドレス ブロックのすべてのアトリビュートの値を表示します。

address-block list 

すべての CCM アドレス ブロックとアトリビュートを一覧表示します。
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address-block listnames 

すべての CCM アドレス ブロックの名前だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-2 は、address-block コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説
明しています。

関連コマンド dhcp-address-block、 subnet、 owner

表 2-2 address-block コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address create
set
get

作成時に指定された CCM アドレス ブロックの IP アドレス。そのブ
ロックのアドレス範囲を定義しています。アドレスを再定義するに

は、set コマンドを使用します。必須、デフォルトなし。

description set
get
unset

CCM アドレス ブロックの用途の説明。オプションで、デフォルト
なし。

forward-zone-name set
get
unset

アドレス ブロックに関連付けられた転送 DNS ゾーンの名前。オプ
ションで、デフォルトなし。

owner set
get
unset

アドレス ブロックへのアクセスを制限するために使用できる所有
者の名前。オプションで、デフォルトなし。

parent set
get
unset

CCM アドレス ブロックの親アドレス ブロックの名前（存在する場
合）。オプションで、デフォルトなし。

region set
get
unset

アドレス ブロックへのアクセスを制限するために使用できるリー
ジョンの名前。オプションで、デフォルトなし。

report-state set
get
unset

CCM アドレス ブロックの一時的なレポートの状態。ARIN レポート
およびクライアントで、表示するアドレス ブロック一覧のフィルタ
リングを容易にします。

reverse-zone-name set
get
unset

アドレス ブロックに関連付けられた反転 DNS ゾーンの名前。オプ
ションで、デフォルトなし。

sink set
get
unset

リーフ ブロックが下位レベルのシンクへ委任されている場合の、ア
ドレス シンク（宛先）の名前。委任されたアドレス ブロックを子ア
ドレス ブロックへさらに分割することはできません。オプション
で、デフォルトなし。

source set
get
unset

最上位レベルのアドレス ブロックが、より高いレベルのソースから
割り当てられている場合の、そのアドレス ソースの名前。オプショ
ンで、デフォルトなし。

type set
get
unset

スコープ テンプレート、スコープ選択タグ、またはクライアント ク
ラスへ関連付ける場合の、定義済みアドレス ブロック タイプの名
前。オプションで、デフォルトなし。

vpn set
get
unset

管理対象バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）環境などで
複数のアドレス空間をサポートするために使用される VPN の ID。
オプションで、デフォルトなし。
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addr-trap
addr-trap コマンドは、DHCP サーバが送信するアドレスしきい値通知の値を構成します。フリー ア
ドレス レベルの下限と上限のしきい値を設定するには、addr-trap コマンドを使用します。

addr-trap name create [attribute=value ....] 

addr-trap name delete 

addr-trap name set attribute=value 

addr-trap name unset attribute=value 

addr-trap name get attribute 

addr-trap name [show] 

addr-trap list 

文法説明 addr-trap コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-3 を参照してください。

addr-trap name create attribute=value .... 

フリー アドレス レベルに関する通知を送信する値の上限と下限、およびフリー アドレスの集
約方法を定義するために、SNMP アドレス トラップを作成します。 

addr-trap name delete

指定された SNMP アドレス トラップを削除します。

addr-trap name set attribute=value

フリー アドレスのしきい値を設定します。

addr-trap name unset attribute=value

フリー アドレスのしきい値を設定解除します。

addr-trap name get attribute

指定されたアトリビュートの明示的に定義された値を取得します。

addr-trap name [show]

指定されたトラップのすべてのアトリビュートの値を表示します。

addr-trap list 

すべてのアドレス トラップの一覧を表示します。

アトリビュート 表 2-3 は、addr-trap コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-3 addr-trap コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

enable enable
disable
get

アドレス トラップがアクティブであるかどうか。オプションで、デ
フォルトでは enable になり、トラップがアクティブになります。

high-threshold set
get
unset

DHCP サーバが上限しきい値通知を送信し、下限しきい値アトリ
ビュートを再び有効にする値。このしきい値は、指定された値を超

えたフリー アドレスのパーセンテージによってトリガーされます。
オプションで、デフォルトは 25%。
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関連コマンド scope、scope-template、trap-recipient

low-threshold set
get
unset

DHCP サーバが下限しきい値通知を送信し、上限しきい値アトリ
ビュートを再び有効にする値。このしきい値は、この値を下回った

フリー アドレスのパーセンテージによってトリガーされます。オプ
ションで、デフォルトは 20%。

mode set
get
unset

スコープがフリー アドレスを集約する方法。指定できる値は、次の
とおりです。

• scope（デフォルト）：各スコープは他のスコープとは無関係に
フリー アドレス レベルをトラッキングします。

• network：同じプライマリ サブネットのメンバーであるスコー
プは、フリー アドレス レベルを集約します。

• selection tags：同じプライマリ サブネットのメンバーであり、正
確に一致する選択タグを持つスコープは、フリー アドレス レベ
ルを集約します。

name create
set
get

アドレス トラップの一意の名前。作成時に必須。

表 2-3 addr-trap コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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admin
admin コマンドは、クラスタの管理者を設定します。管理者の名前に任意の文字列を選択できます。
Network Registrar は、各管理者の認証にパスワードを使用します。

admin name create [attribute=value] 

admin name delete

admin name enable attribute

admin name disable attribute

admin name set attribute=value 

admin name unset attribute 

admin name get attribute 

admin name enterPassword 

admin name [show] 

admin list

admin listnames

文法説明 admin コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-4 を参照してください。

admin name create [attribute=value]

管理者を作成します。オプションで、1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。エント
リがすでに存在する場合は、コマンドがそのエントリを上書きします。password アトリビュー
トを設定することでパスワードが開示されるのを避けるには、admin name enterPassword コマ
ンドを代わりに使用します。

admin name delete

管理者を削除します。

admin name enable attribute

アトリビュートを有効にします。

admin name disable attribute

アトリビュートを無効にします。

admin name set attribute=value

管理者のアトリビュートを設定します。password アトリビュートを設定することでパスワード
が開示されるのを避けるには、admin name enterPassword コマンドを代わりに使用します。

admin name unset attribute

アトリビュートの設定を解除します。

admin name get attribute

指定されたアトリビュートの明示的に定義された値を取得します。パスワードは、アスタリス

ク（*）で表示されます。

admin name enterPassword

パスワードの入力プロンプトと確認プロンプトを返します。パスワードは、画面上に表示され

ません。

admin name [show]

管理者名とアトリビュートを表示します。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    admin

2-9
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

admin list 

すべての管理者とアトリビュートを一覧表示します。パスワードは、アスタリスクで表示され

ます。

admin listnames 

管理者の名前だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-4 は、admin コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

使用上のガイドライン 管理者の追加

管理者および関連するパスワードを作成するには、admin name create コマンドを使用します。ま
た、Web UI へのアクセス レベルを決定し、管理者をそのレベルでスーパーユーザにするかどうか
を判断することもできます。superuser アトリビュートを有効にすると、Web UI 内にスーパーユー
ザを作成します。ただし、この管理者のタイプの作成はかなり制限があります。group アトリビュー
トの追加は、通常 Web UI で設定されます。ただし、Web UI 内の既知のグループに基づいて、CLI
内でこのリストを編集することができます（CLI は、グループが存在するかどうかを確認しません。
グループを参照する場合は、Web UI 内に確実にグループを作成する必要があります）。 

限られた管理者アクセスだけが、CLI を介してホスト、ゾーン、および Web UI の DHCP サーバ設
定にアクセスできます。ただし、管理者は新しいユーザを作成したり、ライセンス キー データを
表示することはできません。完全なアクセスでは、さらにグローバルな管理機能にアクセスするこ

とができます。

開示しないパスワードの追加

管理者を作成して、パスワードを省略します。P.2-9 の「管理者の追加」を参照してください。パ
スワードが画面上に表示されるのを防ぐパスワードを入力するには、admin name enterPassword コ
マンドを使用します。パスワードの確認を求めるプロンプトが、次のように表示されます。

nrcmd> admin bob create 
nrcmd> admin bob enterPassword 
password:
verify password:

関連コマンド group、role

表 2-4 admin コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

groups set
get
unset

カンマで区切られた、管理者グループのリスト。通常は、Network
Registrar Web UI で設定します。ただし、Web UI に存在するグループ
名に基づいてグループのリストを編集できます。オプションで、デフォ

ルトなし。

password set
get
unset

管理者パスワード。このアトリビュートを使用すると、パスワードが

平文テキストとして開示されます。これを避けるには、admin name
enterPassword コマンドを使用します。オプションで、デフォルトなし。

superuser enable
disable
unset

Web UI におけるスーパーユーザ権限を管理者に与えるかどうか。Web
UI では、複数のスーパーユーザ管理者を存在させることができます。
オプションで、デフォルトは unset。基本的には disable です。
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ccm
ccm コマンドは、クラスタ内の CCM サーバを管理します。

ccm set attribute=value [attribute=value…] 

ccm unset attribute 

ccm get attribute 

ccm [show] 

文法説明 ccm コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-5を参照してください。

ccm set attribute=value [attribute=value...]

1 つまたは複数の CCM サーバのアトリビュートとその値を設定します。

ccm unset attribute

CCM サーバのアトリビュート値を設定解除します。

ccm get attribute

指定された CCM サーバのアトリビュートの明示的に定義された値を取得します。

ccm [show]

CCM サーバのアトリビュートとその値を表示します。

アトリビュート 表 2-5 は、ccm コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明してい
ます。

表 2-5 ccm コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

lease-history-detail enable
disable
get

リース履歴のポーリングを行う場合、これによって CCM は
DHCP サーバに対してポーリングを行うときに履歴の詳細デー
タを要求し、返された詳細データを保存します。オプションで、

デフォルトは enable。

local-zone-edit-mode set
get
unset

ローカル クラスタのクライアントが DNS 更新に使用するデ
フォルトのゾーン編集モード（staged または synchronous）。特定
のクライアント要求によって無効にされます。unset の場合、ク
ライアントは常にモードの選択をユーザに提示する必要があり

ます。オプションで、デフォルトは synchronous。

poll-lease-hist-interval set
get
unset

すべての DHCP サーバからリース履歴データを収集する頻度。0
に設定された場合、ポーリングは行われません。オプションで、

デフォルトは 4 時間。

poll-lease-hist-offset set
get
unset

リース履歴のポーリングを行う固定された時刻。0 を深夜 12 時
とする 1 日の時刻として解釈されます。ポーリング スケジュー
ラは、この時刻にいずれかのポーリング イベントを必ず発生さ
せます。たとえば、間隔を 4 時間に設定し、オフセットを午前
6 時に設定すると、ポーリングは午前 2 時、午前 6 時、午前 10
時、午後 2 時、午後 6 時、および午後 10 時に発生します。オプ
ションで、デフォルトなし。
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poll-lease-hist-retry set
get
unset

DHCP サーバからのリース履歴データの収集が失敗した場合に
再試行する頻度。オプションで、デフォルトは 1 回の再試行。

poll-replica-interval set
get
unset

ローカル クラスタからデータを複製するときに、構成変更の有
無についてポーリングを行う頻度のデフォルト値。オプション

で、デフォルトは 4 時間。

poll-replica-offset set
get
unset

ポーリング イベントを発生させるときの（深夜 12 時からの）オ
フセット。0 を深夜 12 時とする 1 日の時刻として解釈されます。
ポーリングのスケジューラは、この時刻にいずれかのポーリン

グ イベントを必ず発生させます。たとえば、poll-replica-interval
を 4 時間に設定し、オフセットを午前 6 時に設定すると、ポー
リングは午前 2 時、午前 6 時、午前 10 時、午後 2 時、午後 6 時、
および午後 10 時に発生します。オプションで、デフォルトは 0
オフセット。

poll-subnet-util-interval set
get
unset

すべての DHCP サーバからサブネットの使用状況を収集する頻
度。0 に設定された場合、データのポーリングは行われません。
オプションで、デフォルトは 4 時間。

poll-subnet-util-offset set
get
unset

サブネットの使用状況のポーリングを行う固定された時刻。0 を
深夜 12 時とする 1 日の時刻として解釈されます。ポーリング ス
ケジューラは、この時刻にいずれかのポーリング イベントを必
ず発生させます。たとえば、間隔を 4 時間に設定し、オフセッ
トを午前 6 時に設定すると、ポーリングは午前 2 時、午前 6 時、
午前 10 時、午後 2 時、午後 6 時、および午後 10 時に発生しま
す。オプションで、デフォルトなし。

poll-subnet-util-retry set
get
unset

データのポーリングが失敗した場合に再試行する頻度。オプ

ションで、デフォルトは 1 回の再試行。

poller-event-threads set
get
unset

ポーラーが作成するスレッドの数。オプションで、デフォルト

は 1 スレッド。

regional-zone-edit-mode set
get
unset

リージョナル クラスタのクライアントが DNS 更新に使用する
デフォルトのゾーン編集モード（staged または synchronous）。特
定のクライアント要求によってモードが指定された場合は無効

になります。unset の場合、クライアントは常にモードの選択を
ユーザに提示する必要があります。オプションで、デフォルト

は staged。

scope-edit-mode set
get
unset

Web UI および CLI クライアントが DHCP 編集に使用する編集
モード（staged または synchronous）。staged の場合、編集内容は
データベースに書き込まれますが、すぐには DHCP サーバへ転
送されません（DHCP サーバによって公開されないままとなり
ます）。synchronous の場合、編集内容はデータベースに書き込
まれ、公開するために DHCP サーバへすぐに転送されます。オ
プションで、デフォルトは stage。

trim-changeset-age set
get
unset

変更ログ トリム機能によって変更セット オブジェクトが削除
される最小の経過時間。オプションで、デフォルトは 1 年。

表 2-5 ccm コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    ccm

2-12
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

関連コマンド server

trim-lease-hist-age set
get
unset

リース履歴レコードをデータベース内に保存する最小時間。こ

の時間より古いリース履歴レコードは、次のリース履歴データ

ベース トリム操作が発生したときに削除されます。リース履歴
のトリムを無効にするには（ただし、データベースが無制限に

大きくなるので推奨されません）、trim-lease-hist-interval をゼロ
に設定します。オプションで、デフォルトは 24 週。

trim-lease-hist-interval set
get
unset

古いリース履歴データのトリムを行う頻度。0 に設定された場
合、リース履歴の自動トリムは行われません。リース履歴の収

集とポーリングが有効にされ、この属性が 0 に設定された場合、
リース履歴データベースは無制限に増大し続けます。オプショ

ンで、デフォルトは 24 時間。

trim-subnet-util-age set
get
unset

サブネット使用状況トリム要素が削除されずに残る経過時間。

この値がゼロに設定された場合、トリムは行われません。オプ

ションで、デフォルトは 24 時間。

trim-subnet-util-interval set
get
unset

古いサブネット使用状況データのトリムを行う頻度。0 に設定さ
れた場合、サブネット使用状況の自動トリムは行われません。オ

プションで、デフォルトは 24 時間。

表 2-5 ccm コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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client
client コマンドは、特定クライアント エントリにアトリビュートを割り当てます。これらのアトリ
ビュートは、要求しているホストに Network Registrar が割り当てる IP アドレスまたはポリシーのタ
イプを決めます。Network Registrar は、クライアントの識別子（MAC アドレスまたは default）を
常に小文字で保存します。

要求を受信するたびに、DHCP サーバはクライアント固有のクライアント構成情報を読み込むため、
修正後にサーバをリロードする必要はありません。ただし、default クライアント構成を修正する場
合は、サーバをリロードする必要があります。

client {name | default} create [attribute=value…] 

client {name | default} delete 

client {name | default} set attribute=value [attribute=value…] 

client {name | default} unset attribute 

client {name | default} get attribute 

client {name | default} [show] 

client list

client listnames

（注） 6.2 より前のリリースの Network Registrar では、クライアント名は MAC アドレスに限定されていま
した。このリリースで MAC アドレスをクライアント名として使用するには、DHCP サーバのアト
リビュート validate-client-name-as-mac を有効にする必要があります。

文法説明 client コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-6 を参照してください。

client name create [attribute=value…]
client default create [attribute=value…]

クライアント識別子を MAC アドレスとして、または default（単語）として作成します。オプ
ションで、アトリビュートを定義します。デフォルトのクライアント構成は、構成が明示され

ていないすべてのクライアントに適用されます。クライアントのエントリがすでに存在する場

合、コマンドがそのエントリを上書きします。

MAC アドレスを使用する場合は、hardware,length,address（空白を入れず、カンマを含む）と
いう形式で指定する必要があります。

• hardware：通常は、1（イーサネット）か 6（トークン リング）です。ただし、1 から 255
までの任意の数値にすることができます。

• length：MAC アドレスのオクテット。一般的には 6 です。ただし、1 から 16 までの任意の
数値にすることができます。

• address：MAC アドレス。コロンで区切ったオクテットであり、それぞれのオクテットに
は、00 から FF（大文字と小文字を区別しない）までの 2 文字の 16 進値が含まれます。

nrcmd> client 1,6,00:d0:ba:d3:bd:3b create client-class-name=external 

client name delete
client default delete 

クライアント エントリを削除します。
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client name set attribute=value [attribute=value…]
client default set attribute=value [attribute=value…]

クライアントの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

client name unset attribute
client default unset attribute

クライアントのアトリビュートの値を設定解除します。

client name get attribute
client default get attribute

クライアントのアトリビュートの明示的な値を取得します。

client name [show]
client default [show]

クライアントに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

client list 

すべてのクライアントと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

client listnames 

クライアント識別子だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-6 は、client コマンドと client-class コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在
する場合）を説明しています。

表 2-6 client コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

action set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。クライアントに対し

て実行する動作。オプションで、デフォルトなし。次のうち、1
つまたは複数の語句要素をカンマで区切って使用します。

• exclude：サーバは、このクライアントからの通信をすべて
無視します。このコマンドをデフォルト クライアントで使
用すると（client default set action=exclude）、client コマンド
で特別に登録したクライアントだけが、サーバと通信できま

す。

• one-shot：サーバは、クライアントに行われたリースを、直
接的にもクライアントクラス エントリにおいても、更新ま
たは再提供することはありません。

• use-release-grace-period：サーバは、クライアントが送信す
る DHCPRELEASE メッセージの効果を遅らせます。ポリ
シーのリリース猶予期間には、遅延時間が指定されていま

す。猶予期間中は、クライアントのリースを他のクライアン

トが使用することはできません。

• none：動作なし（デフォルト）。
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add-to-environment-
dictionary

set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。クライアントまたは

クライアントクラスが受信要求に関連付けられているときに、常

に環境ディクショナリに追加される、アトリビュートと値のペア

の文字列を引用符で囲みカンマで区切ったもの。エクステンショ

ンや式を構成するために使用され、実行可能コードを記述し直す

必要がありません。クライアントとクライアントクラスの両方の

値が設定された場合は、クライアントクラス値がクライアント値

よりも優先されます。オプションで、デフォルトなし。

authenticate-until set
get
unset

クライアント専用。日付形式か forever キーワードで指定した期
間に、認証時間を制限します。日付は、–2h（2 時間前）、または
month day hour:minute[:second] year 形式にできます。オプション
で、デフォルトなし。

client-class-name set
get
unset

クライアント専用。クライアントが属するクライアントクラス。

クライアントがクライアントクラスにない場合、DHCP サーバは
default クライアントクラスを使用します。オプションで、デフォ
ルトなし。

client-lookup-id set
get
unset

クライアントクラス専用。文字列を評価する式、または有効な文

字列である blob。結果の値により、ローカルにまたは LDAP を
介して、クライアント データベース内のクライアントを検索す
るのに使用するキー値が指定されます。単純な式を二重引用符で

囲むか、式を含むファイルの前に記号（@）を使用してポインタ
を指定してください。オプションで、デフォルトなし。

default-vpn set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。vpn-id 値または
vrf-name 値がない場合に配置する VPN。オプションで、デフォ
ルトなし。

domain-name set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。DNS 更新の実行時
に使用するゾーンのドメイン名。サーバは、クライアント アド
レス（A）リソース レコードをこのゾーンに配置します。オプ
ションで、デフォルトなし。

embedded-policy get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。client-policy コマン
ドで設定した、クライアントの組み込みポリシー。読み取り専

用。ただし、ポリシー名を維持した状態で、すべての組み込みポ

リシーのアトリビュートを設定解除できます。

表 2-6 client コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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host-name set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。クライアント ホス
ト名の置き換えまたは生成をする文字列。1 つ目の形式は、記号
（@）以外の文字で始まる文字列です。この形式は、DHCP クラ
イアント要求の host-name オプション値を無効にするために使用
します。有効な名前を入力すると、DHCP サーバは、host-name
オプション値を無視し、このアトリビュート値を使用します。任

意の有効な DNS 名を使用できますが、アンダースコア（_）を含
めることはできません。

2 つ目の形式は、特殊トークン @ で始まる文字列です。Network
Registrar は、この形式を使用して、次のような特殊処理の信号を
送ります。

• @host-name-option：サーバは、クライアントが送信した
host-name DHCP オプションを使用します。クライアントま
たはクライアントクラスで host-name オプションにエントリ
がない場合は、これがデフォルトの動作になります。

• @no-host-name-option：サーバは、クライアントが送信した
host-name DHCP オプションを削除し、置き換えはしません。
DNS 名前統合を無効にしている場合、クライアントには
DNS で名前が配置されません。

• @use-macaddress：サーバは、MAC アドレスから導出した一
意のホスト名をクライアントに統合します。クライアントが

DNS で有効な名前を確実に持つためには、このトークンを
使用します。

host-name 文字列を有効にするには、アドレスを含むスコープで
scope name set dynamic-dns=update-all（デフォルト）を設定する
必要があります。オプションで、デフォルトなし。空白の場合

は、host-name DHCP オプションが使用されます。

limitation-id set
get
unset

クライアントクラス専用。blob を評価する式、または blob とし
て使用できる文字列。結果の値は、同時にアクティブにできる

リースの数の最大制限値があるリースに関係します。制限値は、

policy name set limitation-count コマンドで構成します。
over-limit-client-class-name アトリビュートも参照してください。
単純な式を二重引用符で囲むか、式を含むファイルの前に記号

@ を使用してポインタを指定してください。オプションで、デ
フォルトなし。

over-limit-client-class-
name

set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。制限 ID が共通する、
同時にアクティブにできるリースの許容制限をクライアントが

超えた場合に使用するクライアントクラス名（limitation-id アト
リビュートを参照してください）。オプションで、デフォルトな

し。

override-vpn set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。vpn-id 値または
vrf-name 値に関係なく配置する VPN。クライアントクラスに上
書き用の VPN を指定し、クライアントにデフォルト VPN を指定
すると、クライアントクラスの上書き用の VPN が、クライアン
トのデフォルト VPN より優先されます。オプションで、デフォ
ルトなし。

表 2-6 client コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド client-policy、client-class、client-class-policy、policy、scope、scope-policy、scope-selection-tag

policy-name set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。クライアントの

Network Registrar DHCP ポリシー検索リストに追加するポリ
シー。オプションで、デフォルトなし。 

selection-criteria set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。スコープ包含リスト

を構築するスコープ選択タグ（またはカンマ区切りで指定した複

数のタグ）。スコープ選択タグの作成方法については、P.2-155 の
「scope-selection-tag」を参照してください。オプションで、デフォ
ルトなし。

selection-criteria-
excluded

set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。スコープ除外リスト

の構築時に除外するスコープ選択タグ（またはカンマ区切りで指

定した複数のタグ）。スコープ選択タグの作成方法については、

P.2-155 の「scope-selection-tag」を参照してください。オプショ
ンで、デフォルトなし。

unauthenticated-client-
class-name

set
get
unset

クライアント専用。クライアントが認証されない場合に使用する

クライアントクラスの名前。オプションで、デフォルトなし。

user-defined set
get
unset

クライアントおよびクライアントクラス用。個別許可データベー

スの外部キーなど、ユーザが定義した文字列。このアトリビュー

トは、サーバの動作に影響しません。オプションで、デフォルト

なし。

表 2-6 client コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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client-class
client-class コマンドは、DHCP クライアント構成のグループまたはクラスにアトリビュートのセッ
トを適用します。ほとんどのクライアント構成とは異なり、DHCP サーバでは、サーバ起動時にク
ライアントクラス構成が読み込まれます。したがって、変更内容を有効にするにはサーバをリロー

ドする必要があります。

client-class name create [attribute=value…] 

client-class name delete

client-class name set attribute=value [attribute=value…] 

client-class name unset attribute 

client-class name get attribute 

client-class name [show] 

client-class list

client-class listnames

（注） Network Registrar でクライアントクラスを認識するには、サーバのクライアントクラス処理を有効
にする必要があります。

nrcmd> dhcp enable client-class

文法説明 client コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-6 を参照してください。表で言及されている場合
を除いて、多くの client コマンドのアトリビュートは、client-class コマンドにも適用されます。

client-class name create [attribute=value…]

クライアントクラスを作成します。オプションでアトリビュートを定義します。これを有効に

するには、クライアントクラス処理を有効にする必要があります。

nrcmd> dhcp enable client-class 
nrcmd> client-class internal create 
nrcmd> dhcp reload 

client-class name delete

クライアントクラスを削除します。

client-class name set attribute=value [attribute=value…]

クライアントクラスの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。アトリビュートについ
ては、表 2-6 を参照してください。

client-class name unset attribute

クライアントクラスのアトリビュートの設定を解除します。

client-class name get attribute

指定されたクライアントクラスの明示的に定義された値を取得します。

client-class name [show]

クライアントクラスに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

client-class list 

すべてのクライアントクラスおよびクライアントクラスに割り当てられているアトリビュー

トを一覧表示します。
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client-class listnames 

クライアントクラス名だけを一覧表示します。

アトリビュート アトリビュートの説明は、表 2-6 を参照してください。

関連コマンド client、client-policy、client-class-policy、dhcp、ldap、policy、scope-policy

client-class-policy
client-class-policy コマンドは、クライアントクラスの組み込みポリシーを構成します。各クライア
ントクラスは、組み込みポリシーにオプション データを含めることができます。さらに、たとえば
ルータ IP アドレスなどのオプション データで名前付きポリシーを参照できます。Network Registrar
は、クライアントクラスが作成および削除されたときに、対応する組み込みクライアントクラス ポ
リシーの作成および削除を暗黙的に実行します。クライアントクラス ポリシーは、組み込みポリ
シーが付属しているクライアントクラスの名前を使用して操作します。

文法説明 構文と説明は、P.2-128 の「policy」を参照してください。

アトリビュート アトリビュートの説明は、表 2-33 を参照してください。表で言及されている場合を除いて、多くの
policy コマンドのアトリビュートは、クライアントクラス ポリシーにも適用されます。

関連コマンド client、client-policy、client-class、policy、scope-policy

client-policy
client-policy コマンドは、クライアントの組み込みポリシーを構成します。各クライアントは、組
み込みポリシーにオプション データを含めることができます。さらに、たとえばルータ IP アドレ
スなどのオプション データで名前付きポリシーを参照できます。Network Registrar は、クライアン
トが作成および削除されたときに、対応する組み込みクライアント ポリシーの作成および削除を暗
黙的に実行します。クライアント ポリシーは、組み込みポリシーが付属しているクライアントの名
前を使用して操作します。

文法説明 構文と説明は、P.2-128 の「policy」を参照してください。

アトリビュート アトリビュートの説明は、表 2-33 を参照してください。

関連コマンド client-class、client-class-policy、policy、scope-policy
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cluster
cluster コマンドは、リージョナル クラスタまたはローカル クラスタを構成します。

cluster name create 

ess [attribute=value…] 

cluster name delete 

cluster name enable attribute 

cluster name disable attribute 

cluster name set attribute=value [attribute=value…] 

cluster name unset attribute 

cluster name get attribute 

cluster name [show] 

cluster list

cluster listnames

文法説明 cluster コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-7 を参照してください。

cluster name create [attribute=value…]

クラスタを作成し、オプションでアトリビュートを設定します。

cluster name delete

クラスタを削除します。

cluster name enable attribute

クラスタのアトリビュートを有効にします。

cluster name disable attribute

クラスタのアトリビュートを無効にします。

cluster name set attribute=value [attribute=value…]

クラスタの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

cluster name unset attribute

クラスタのアトリビュートを設定解除します。

cluster name get attribute

指定されたクラスタの明示的に定義された値を取得します。

cluster name [show]

クラスタに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

cluster list 

すべてのクラスタとそれらに割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

cluster listnames 

クラスタ名だけを一覧表示します。
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アトリビュート 表 2-7 は、cluster コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

表 2-7 cluster コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

admin set
get
unset

このクラスタに連絡するときに使用する管理者 ID。オプション
で、デフォルトなし。

cluster-id set
get
unset

このオブジェクトの権限あるソースとなるローカル クラスタの
ID。複製データ伝搬の一部として設定されます。オプションで、
デフォルトなし。

fqdn set
get
unset

クラスタとの連絡に使用されない、クラスタ サーバの DNS 名。
オプションで、デフォルトなし。

http-port set
get
unset

このクラスタの Web サーバへの非 SSL セキュア接続に使用する
HTTP ポート。オプションで、デフォルトなし。

https-port set
get
unset

このクラスタの Web サーバへの SSL セキュア接続に使用する
HTTPS ポート。このポートは、use-https-port アトリビュートの
値が enable に設定されている場合にのみ使用されます。オプショ
ンで、デフォルトなし。

ipaddr create
set
get

クラスタ サーバの IP アドレス。クラスタに接続するときに、fqdn
の代わりに使用されます。作成時に必須、デフォルトなし。

local-servers set
get
unset

このクラスタに関連付けられているサーバの一時的なリスト。ク

ラスタのツリーを子サーバと一緒に表示する必要のあるクライ

アントが情報すべてを 1 つの要求で簡単に取得できるようにす
るために提供されます。オプションで、デフォルトなし。

name create
set
get

クラスタの名前。作成時に必須、デフォルトなし。

password set
get
unset

admin アトリビュートに格納された ID を認証するために使用さ
れるパスワード。このクリアテキスト値は、プロセス メモリの
内部以外では使用しないでください。代わりに、対応する

password-secret を使用してください。オプションで、デフォルト
なし。

password-secret set
get
unset

admin アトリビュートに格納された ID の認証に使用されるパス
ワードを表している秘密の ID。オプションで、デフォルトなし。

poll-lease-hist-interval set
get
unset

このクラスタの DHCP サーバからリース履歴を収集する頻度。0
に設定された場合、ポーリングは行われません。オプションで、

デフォルトなし。
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poll-lease-hist-offset set
get
unset

リース履歴のポーリングを行う固定された時刻。0 を深夜 12 時
とする 1 日の時刻として解釈されます。ポーリング スケジュー
ラは、この時刻にいずれかのポーリング イベントを必ず発生さ
せます。たとえば、間隔を 4 時間に設定し、オフセットを午前 6
時に設定すると、ポーリングは午前 2 時、午前 6 時、午前 10 時、
午後 2 時、午後 6 時、および午後 10 時に発生します。オプショ
ンで、デフォルトなし。

poll-lease-hist-retry set
get
unset

データのポーリングが失敗した場合に再試行する頻度。オプショ

ンで、デフォルトなし。

poll-replica-interval set
get
unset

このサーバに対して複製データについてのポーリングを行う頻

度。オプションで、デフォルトは 4 時間。

poll-replica-offset set
get
unset

リース履歴のポーリングを行う固定された時刻。0 を深夜 12 時
とする 1 日の時刻として解釈されます。ポーリング スケジュー
ラは、この時刻にいずれかのポーリング イベントを必ず発生さ
せます。たとえば、間隔を 4 時間に設定し、オフセットを午前 6
時に設定すると、ポーリングは午前 2 時、午前 6 時、午前 10 時、
午後 2 時、午後 6 時、および午後 10 時に発生します。オプショ
ンで、デフォルトは 4 時間。

poll-subnet-util-interval set
get
unset

このクラスタの DHCP サーバからサブネット使用状況を収集す
る頻度。0 に設定された場合、ポーリングは行われません。オプ
ションで、デフォルトなし。

poll-subnet-util-offset set
get
unset

サブネットの使用状況のポーリングを行う固定された時刻。0 を
深夜 12 時とする 1 日の時刻として解釈されます。ポーリング ス
ケジューラは、この時刻にいずれかのポーリング イベントを必
ず発生させます。たとえば、間隔を 4 時間に設定し、オフセット
を午前 6 時に設定すると、ポーリングは午前 2 時、午前 6 時、午
前 10 時、午後 2 時、午後 6 時、および午後 10 時に発生します。
オプションで、デフォルトなし。

poll-subnet-util-retry set
get
unset

サブネット使用状況データのポーリングが失敗した場合に再試

行する頻度。オプションで、デフォルトなし。

product-version set
get
unset

クラスタの製品バージョン番号（「メジャー、マイナー」リビジョ

ン形式）。この値は、クラスタの再同期化が行われたときに更新

されます。オプションで、デフォルトなし。

remote-id set
get
unset

ローカル クラスタを逆に参照するリモート クラスタ上の ID。1
つの秘密を共有し、互いに参照する 2 つのサーバ上に 2 つのクラ
スタ オブジェクトが存在する場合、ローカル ID = remote-id、ロー
カル リモート ID = リモート ID、ローカル共有秘密値 = リモート
共有秘密値です。オプションで、デフォルトなし。

replication-initialized enable
disable
get

このクラスタ上でのデータ複製の初期化を有効または無効にし

ます。オプションで、デフォルトは disable。

表 2-7 cluster コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド server

restore-state get クラスタが非アクティブにされたかどうか、または複製データ

ベースから復旧中であるかどうかを示します。読み取り専用。オ

プションで、デフォルトなし。

scp-port set
get
unset

SCP 通信に使用するポート番号。オプションで、デフォルトなし。

scp-read-timeout set
get
unset

このクラスタから SCP メッセージを読み取るときに、データを
待つ時間の長さ制限。オプションで、デフォルトは 20分。

shared-secret set
get
unset

このオブジェクトを格納するサーバと、それが表すクラスタの間

で共有されている秘密の ID。シングル サインオン認証トークン
を生成するために使用されます。オプションで、デフォルトなし。

use-https-port enable
disable
get

クラスタへのシングル サインオン接続を作成するために使用さ
れる HTTPS ポートを有効または無効にします。無効にされた場
合、または https-port アトリビュートが設定されなかった場合は、
http-port 値が使用されます。オプションで、デフォルトは disable。

use-ssl set
get
unset

このクラスタに接続するときに使用するセキュリティ モード
（optional、required、none のいずれか）。optional の場合、セキュ
リティ ライブラリがインストールされていると、セキュア接続
が試みられます。required の場合、接続のセキュリティ保護が可
能（それにはセキュリティ ライブラリがインストールされてい
る必要がある）でなければ、接続は試みられません。none の場
合、セキュア接続は試みられません。オプションで、デフォルト

は optional。

表 2-7 cluster コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp
dhcp コマンドは、クラスタ内の DHCP サーバを構成します。クラスタ内の DHCP サーバは 1 つだ
けのため、サーバを名前で参照する必要はありません。

dhcp enable attribute 

dhcp disable attribute 

dhcp set attribute=value [attribute=value…] 

dhcp unset attribute 

dhcp get attribute 

dhcp [show] 

dhcp limitationList ipaddr [limitation-id] show

dhcp attachExtension extension-point extension-name [sequence-number] 

dhcp detachExtension extension-point [sequence-number] 

dhcp listExtensions

dhcp setPartnerDown partner-server [date] 

dhcp getRelatedServers column-separator=string 

dhcp updateSMS [all] 

dhcp getStats [all | {[server] [failover] [dhcpv6]} [sample]] 

dhcp resetStats

dhcp serverLogs show

dhcp serverLogs nlogs=value logsize=value 

（注） ログを含む他のサーバ コマンドについては、P.2-166 の「server」を参照してください。

文法説明 dhcp コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-8 を参照してください。

dhcp enable attribute

DHCP サーバのアトリビュートを有効にします。
nrcmd> dhcp enable client-class 

dhcp disable attribute

DHCP サーバのアトリビュートを無効にします。
nrcmd> dhcp disable import-mode 

dhcp set attribute=value [attribute=value…]

DHCP サーバの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。
nrcmd> dhcp set failover-load-balancing-backup-pct=50 

dhcp unset attribute

DHCP サーバのアトリビュートの値を設定解除します。
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dhcp get attribute

DHCP サーバのアトリビュートの明示的に定義された値を取得します。
nrcmd> dhcp get max-dhcp-requests 

dhcp [show]

DHCP サーバのアトリビュートの値を表示します。

dhcp limitationList ipaddr [limitation-id] show

クライアントの共通 limitation-id に現在関連付けられている DHCP クライアントとリースを決
定します（P.2-13 の「client」を参照）。limitation-id が共通する既存クライアントの数が、ポリ
シーの設定で許可されている limitation-count と等しいために DHCP クライアントがサービスを
拒否された場合に有用です（P.2-128 の「policy」を参照）。次に、その limitation-id を含む既存
クライアントのうち、リースがアクティブであるものが決定されます。 

ipaddr 引数と limitation-id 引数を両方とも指定した場合、ipaddr によって、検索するネットワー
クが決まります。これは、DHCP サーバによって割り当てられる実際の IP アドレスである必要
はありません。この場合、limitation-id は、nn:nn:nn という形式の blob（01:02:03 など）、また
は「string」という形式の文字列である必要があります。limitation-id を省略した場合は、ipaddr
は現在アクティブなリースの IP アドレスにする必要があります。また、コマンドで使用される
limitation-id は、リースに関連付けられたものになります。

dhcp attachExtension extension-point extension-name [sequence-number]

エクステンションを呼び出すように、指定したエクステンション ポイントを設定します。次の
例では、エクステンション ポイント post-packet-decode に、test という名前のエクステンショ
ンが追加されます。

nrcmd> dhcp attachExtension post-packet-decode test 1 

エクステンション ポイントが、エクステンションを呼び出すようにすでに構成されている場合
は、シーケンス番号を使用して、Network Registrer がエクステンションを実行する順序を指定
します（1、2、3、...）。シーケンス番号を省略した場合、Network Registrar は、既存のエクステ
ンションを新しい値で上書きします。extension-point の値の説明は、表2-10 を参照してください。

dhcp detachExtension extension-point [sequence-number]

エクステンション ポイントからエクステンションを切り離します。次の例では、test エクステ
ンションが、post-packet-decode エクステンション ポイントから削除されます。Network Registrar
は、指定したシーケンス番号のエクステンションを削除します。シーケンス番号を省略した場

合、Network Registrar は、シーケンス番号 1 のエクステンションを削除します。
nrcmd> dhcp detachExtension post-packet-decode test 1 

dhcp listExtensions 

各エクステンション ポイントで、現在構成されているエクステンションとシーケンス番号（複
数のエクステンションを構成した場合）を一覧表示します。エクステンション ポイントに
listExtensions を実行してから、新しいエクステンションを追加することをお勧めします。結果
を確認し、必ず、既存のエクステンションとは異なるシーケンス番号を新しいエクステンショ

ンに付けてください。

dhcp setPartnerDown partner-server [date]

パートナー DHCP サーバがダウンしていることを DHCP サーバに通知し、すべての適切なス
コープを PARTNER-DOWN 状態に移行します。オプションで、パートナーが最後に動作した
日時を指定できます。デフォルトは現在の日付です。このコマンドは、server dhcp 
setParnterDown コマンドと同じです。
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注意 パートナー サーバが完全にダウンしていることを確認してから、setPartnerDown キー
ワードを発行してください。このコマンドは、パートナーとのフェールオーバー通信が

成功すると無視されます。

dhcp getRelatedServers column-separator=string

DNS サーバ、LDAP サーバ、または フェールオーバー サーバと DHCP サーバとの接続状態を
取得します。列の区切りに string をレポートで使用するように、オプションで指定できます。
このコマンドは、server dhcp getRelatedServers コマンドと同じです。

dhcp updateSms [all]

DHCP サーバで、System Management Server（SMS）ネットワーク ディスカバリを実行します。
オプションで all を指定すると、すべてのリース済みアドレスが、DHCP サーバから SMS に送
信されます。このパラメータを指定しない場合、DHCP サーバは、このコマンドを前回使用し
てからリースされたアドレスだけに送信します。このコマンドは、server dhcp updateSMS コ
マンドと同じです。

dhcp getStats [all | {[server] [failover] [dhcpv6]} [sample]]

前回のサーバの再起動以後に合計カウンタによって生成された DHCP サーバ統計情報を表示
します。1 つの修飾キーワードを使用して 4 つの統計情報カテゴリを要求できます。

• all：サポートされているすべてのカテゴリの入手可能な統計情報を表示します。他のカテ
ゴリと一緒に使用することはできません。

• server：DHCP サーバに関して入手可能なすべての統計情報を表示します。failover カテゴ
リおよび dhcpv6 カテゴリと組み合せることができます。

• failover：フェールオーバー サーバに関して入手可能なすべての統計情報を表示します。
server カテゴリおよび dhcpv6 カテゴリと組み合せることができます。

• dhcpv6：IPv6 DHCP サーバに関するすべての統計情報を表示します。server カテゴリおよ
び failover カテゴリと組み合せることができます。

• sample：このキーワードを 1 つまたは複数のカテゴリと一緒に使用すると、最後に取得さ
れたカウンタ値スナップショットが表示されます。

dhcp resetStats

統計カウンタをゼロにリセットします。

dhcp serverLogs show

構成されたログファイルの数と、それぞれの最大サイズを表示します。

dhcp serverLogs nlogs=value logsize=value 

ログ ファイルの数（nlogs）と最大サイズ（logsize）の 2 つのサーバ ログ パラメータを設定し
ます。このコマンドを使用するときは、アトリビュートの 1 つまたは両方を指定する必要があ
ります。logsize を設定する場合、千の単位を表すには K を付加し、百万の単位を表すには M
を付加します。次の例を参考にしてください。

dhcp serverLogs nlogs=6 logsize=500K
dhcp serverLogs logsize=5M

（注） これらの変更を有効にするには、変更を保存し、影響を受けるサーバをリロードするか再

起動します。
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アトリビュート 表 2-8 は、dhcp コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明したも
のです。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

activity-summary-
interval

set
get
unset

log-settings の activity-summary 設定で有効にしている場合は、ア
クティビティ要約ログ メッセージ間の時間。オプションで、デ
フォルトは 5m（分）。

addr-blocks-default-
selection-tags

set
get
unset

サブネット名データを含まない受信 DHCP サブネット割り当て
要求に関連付けられたデフォルト選択タグ（またはタグのリス

ト）。オプションで、デフォルトなし。

addr-blocks-use-client-
affinity

enable
disable
unset

DHCP サーバは、クライアントがすでに使用している DHCP ア
ドレス ブロックを使用して、クライアントにサブネットを割り
当てようとします。このアトリビュートを無効にすると、サー

バは、クライアントのメッセージにある、他の選択データに基

づいて、適切な DHCP アドレス ブロックからサブネットを提供
します。オプションで、デフォルトは enable。

addr-blocks-use-lan-
segments

enable
disable
unset

DHCP アドレス ブロックで構成されている場合、DHCP サブ
ネット割り当てで lan-segment アトリビュートを使用するかど
うかを制御します。オプションで、デフォルトは disable。

addr-blocks-use-
selection-tags

enable
disable
unset

サーバが、受信 DHCP サブネット割り当て要求のサブネット名
データを各 DHCP アドレス ブロックの選択タグと比較するか
どうかを制御します。DHCP アドレス ブロックは、この 2 つが
一致した場合に限り考慮されます。オプションで、デフォルト

は enable。

map-user-class-id set
get
unset

サーバによる user-class-id オプションの使用を制御します。値は
次のとおりです。

• 0（none）：ユーザ クラス ID を無視します。これがデフォ
ルト値です。

• 1（map-as-tag）：ユーザ クラス ID を選択タグにマップしま
す。

• 2（map-as-class）：ユーザ クラス ID をクライアント クラス
名へ直接マップします。

• 3（append-to-tags）：ユーザ クラス ID を選択タグに付加し
ます。 

client-cache-count set
get
unset

クライアント キャッシュ内のクライアントの指定された最大
数を指定します。DHCP サーバは起動時にその量を割り当て、
シャットダウン時に解放します。値を 0 に設定すると、クライ
アントのキャッシュは無効になります。オプションで、デフォ

ルトは 1000 クライアント。

client-cache-ttl set
get
unset

クライアント キャッシュ内のエントリを残す、秒単位の時間。
DHCP サーバはこの時間が経過した後で、メモリ内のエントリ
を置換します。オプションで、デフォルトは 10 秒。

client-class enable
disable
unset

DHCP サーバがクライアント構成オブジェクトとクライアント
クラス構成オブジェクトを使用して、要求処理に影響を与える

かどうかを制御します。オプションで、デフォルトは disable。
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client-class-lookup-id set
get
unset

受信 DHCP クライアント要求内のデータだけで、クライアント
クラスを判断するために使用する式。この式は、現在構成され

ているクライアントクラスの名前を表す文字列を返す必要があ

ります。クライアントクラスの名前を返さない場合は、文字列

<none> を返す必要があります。現在構成されているクライアン
トクラスの名前を表す文字列または <none> でない戻り値は、エ
ラーと見なされます。単純な式を二重引用符で囲むか、式を含

むファイルの前に記号 @ を使用してポインタを指定してくだ
さい（『Network Registrar User’s Guide』を参照してください）。
オプションで、デフォルトなし。

cnr-5-0-upgraded get DHCP サーバが Network Registrar 3.5 から 5.0 にアップグレード
されているかどうかを表示します。読み取り専用。

collect-addr-util-
duration

set
get
unset

サーバがアドレス使用状況のデータを保持する最大期間（時間

単位）。アドレス使用状況データの収集を無効にするには、この

パラメータの設定を解除するか、値を 0（デフォルト）に設定
します。collect-addr-util-duration アトリビュートと 
collect-addr-util-interval アトリビュートの組み合せは、各使用状
況のスナップショットが 68 バイトである場合にメモリ使用状
況に影響を与えます。 

たとえば、10 個のスコープがある場合、collect-addr-util-duration
が 24 時間に設定され、collect-addr-util-interval が 1 時間に設定
されていると、サーバは 24 個のスナップショットを収集しま
す。その場合、各スコープのアドレス使用状況データを維持す

るには、10x24x68、つまり 16 KB のメモリが必要な計算になり
ます。

オプションで、デフォルトは 0 時間。

collect-addr-util-interval set
get
unset

DHCP サーバが、アドレス使用状況データのスナップショット
を保持する頻度（分単位、または時間単位）。

collect-addr-util-duration が設定されていないか 0 に設定されて
いる場合は無視されます（これらのアトリビュートが共にどの

ように機能し、メモリにどのような影響があるかについては、

collect-addr-util-duration の説明を参照してください）。オプショ
ンで、デフォルトは 15m。

collect-performance-
statistics

enable
disable
unset

DHCP サーバがパフォーマンス監視の統計を収集するかどうか
を制御します。オプションで、デフォルトは disable。

collect-sample-counters enable
disable
unset

DHCP サーバが activity-summary カウンタを log-settings アトリ
ビュート フラグの設定とは別に収集するかどうかを制御しま
す（表 2-9を参照）。オプションで、デフォルトは disable。

default-free-address-
config

set
get
unset

サーバのデフォルトの フリー アドレス SNMP トラップ構成。フ
リー アドレス トラップで明示的に構成されていないすべての
スコープによって使用されます。オプションで、デフォルトな

し。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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defer-lease-extensions enable
disable
unset

サーバが期限満了まで半分以上あるクライアントのリースを更

新するかどうかを制御します。デフォルトでは、サーバはリー

ス期間を延長します。リースは更新しないでリース期間を維持

し、別のリース期間を追加します。この方法により、サーバは

必要以上のデータベース更新を避けます。ただし、クライアン

トが期限満了まで半分未満に達している場合、この設定は効力

を持たず、サーバは構成されている十分なリース期間までリー

スを延長します。オプションで、デフォルトは enable。

delete-orphaned-leases enable
disable
unset

リース状態データベース内にあるリースは孤立している場合が

あります。DHCP サーバは、リース状態データベースからキャッ
シュを初期化したとき、すべてのリースが、構成されているス

コープに一致すると想定します。構成されたどのスコープとも

一致しないリースをサーバが検出した場合は、そのリースを

データベースから削除するか、そのエントリを無視するか（デ

フォルト）を、このプロパティが制御します。いずれの場合で

も、サーバはリースを使用できません。オプションで、デフォ

ルトは disable。

delete-orphaned-subnets enable
disable
unset

DHCP サーバは、起動時に、各 DHCP サブネットの親 VPN と
DHCP アドレス ブロックを検索しようとします。サブネットが、
サーバで構成されていない VPN を参照する場合、またはサーバ
が、サブネットを含む親 DHCP アドレス ブロックを検索できな
い場合、サーバは、このアトリビュートを使用し、サブネット

エントリを状態データベースに維持するか（デフォルト）、サブ

ネット エントリを完全に削除するかどうかを決めます。オプ
ションで、デフォルトは disable。

dns-timeout set
get

DHCP サーバが、DNS 更新要求を再試行する前に、応答を待機
する時間（ミリ秒単位）。必須、デフォルトは 60000 ミリ秒（1 分）。

docsis-version-id-
missing

set
get
unset

policy コマンドのブートファイル アトリビュートの変数
%@docsis-vers% で置き換わる文字列（最大 255 文字）。この置
換は、DHCP 要求パケットに vendor-class-id オプションが含ま
れていない場合、またはオプションに DOCSIS バージョン ID が
含まれていない場合に実行されます。オプションで、デフォル

トなし。

drop-old-packets set
get
unset

パケットの時間が経過しても処理される時間（秒単位）。サーバ

が非常に混雑している場合、UDP 入力キューでパケットの処理
を遅らせることができます。DHCP プロトコルでは、数秒間の
うちに処理されないパケットをクライアントが再試行できま

す。このため、サーバが、数秒より古いパケットも処理できる

ようにすると、混雑が増すことがあります。サーバが処理する

ときに、パケットがこのアトリビュートの値より経過時間が長

い場合、サーバはパケットを削除します。オプションで、デフォ

ルトは 4 秒。

drop-packet-on-
extension-failure

enable
disable
unset

エクステンションにエラーがある場合、サーバがパケットを削

除するかどうか（可能な場合）を制御します。オプションで、

デフォルトは enable。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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equal-priority-most-
available

enable
disable
unset

デフォルトで、複数のスコープが 0 以外の同じ割り当て優先を
持つ場合（allocation-priority アトリビュートを参照）、一番小さ
い利用可能アドレスを持つスコープが新しいクライアントのア

ドレスの割り当てに使用されます（制限リストにない場合）。複

数のスコープが 0 以外の同じ割り当て優先を持つ場合に
equal-priority-most-available を有効にすると、一番大きい利用可
能アドレスを持つスコープが新しいクライアントのアドレスの

割り当てに使用されます（制限リストにない場合）。いずれの場

合も、クライアントが制限リスト内にある場合、同じ優先順位

のスコープ間では、同じリスト内に別のクライアントを含むど

ちらか一方のスコープが常に使用されます。デフォルトは

disable。

expression-
configuration-trace-level

set
get
unset

DHCP 式の構成時に使用するトレース レベル。範囲は 0 ～ 10 で
す。トレースの最低量は 0、最高量は 10 です。

• 0：トレースを追加しない。

• 1：トレースを追加しない。

• 2：エラー再試行（デフォルト）。

• 3：関数定義。

• 4：関数定義。

• 5：変数のルックアップおよびリテラル詳細。

• 6：すべてトレースする。

expression-configuration-trace-level を高く指定しても、パフォー
マンスは低下しません。サーバの起動時だけに式が構成される

ためです。オプションで、デフォルトは 2（エラー再試行）。

expression-trace-level set
get
unset

DHCP 式の実行時に使用するトレース レベル。範囲は 0 ～ 10
で、0 ではトレースが実行されず、10 がトレースの最高量にな
ります。

• 0：トレースを実行しない。

• 1：エラー（(try ...) によって保護されているものを含む）。

• 2：エラー再試行の総数（トレース レベル 6 は再試行）。

• 3：関数呼び出しと戻り値。

• 4：関数の引数評価。

• 5：印刷関数の引数。

• 6：データ型変換（すべて）。

0、1、2 を除く設定では、パフォーマンスが低下します。1 に設
定すると、式にエラーがあった場合に限り、トレースされます。

デフォルト設定の 2 では、再実行の期間中に、最も高いレベル
である expression-trace-level=10 でエラーになった式が再評価さ
れ、デバッグに非常に役立ちます。オプションで、デフォルト

は 2。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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extension-trace-level set
get
unset

すべての要求オブジェクトのエクステンション トレース レベ
ルのデフォルト値。ユーザ作成エクステンションで 
extension-trace-level を設定すると、この値を無効にすることが
できます。レベルを 0 に設定すると（デフォルト）、トレースは
非常に小さくなります。レベルを 3 に設定すると、相当量のト
レースが実行されます。オプションで、デフォルトは 0。

failover-bulking enable
disable
unset

フェールオーバーが有効である場合、フェールオーバー バイン
ド更新（BNDUPD）に複数のリース状態更新を含めるかどうか
を制御します。DHCP クライアント アクティビティによって生
成されるリース状態更新だけに影響します。オプションで、デ

フォルトは enable。

failover-poll-interval set
get
unset

フェールオーバーが有効な場合、ネットワーク接続を確認する、

フェールオーバー パートナーのポーリング間隔（秒単位）。オ
プションで、デフォルトは 15 秒。

failover-poll-timeout set
get
unset

フェールオーバーが有効な場合、通信できないフェールオー

バー パートナーが、ネットワーク接続を失ったことを認識した
後の間隔（秒単位）。オプションで、デフォルトは 60 秒。

failover-recover set
get
unset

フェールオーバーが有効な場合、サーバが初期化を実行して

RECOVER 状態に入る時間。サーバ A が動作している場合、サー
バ B は、このコマンドを使用して、サーバ A の状態を問い合せ
ます。日付は、たとえば –2h（2 時間前）という形式、または、
月 日 時 :分 [:秒 ] 年という形式にできます。オプションで、デ
フォルトなし。

force-dns-updates enable
disable
unset

更新がすでに正常に完了しているとサーバが認識していても、

クライアントがリースを更新するたびに DHCP サーバが DNS
更新を再試行するかどうかを制御します。オプションで、デフォ

ルトは disable。このアトリビュートは、次の値のいずれかを使
用します。

• forward DnsUpdateConfig object （構成されている場合）。

• reverse DnsUpdateConfig object （構成されている場合）。

• デフォルト（該当する場合、サーバの構成値、つまりデフォ

ルト値）

get-subnet-mask-from-
policy

enable
disable
unset

クライアントに送信する応答を構築するときに、DHCP サーバ
が、サブネット マスク オプションのすべての関連ポリシーを検
索するかどうかを制御します。通常、DHCP サーバは、DHCP
クライアントに付与されたベースを含むスコープで構成された

サブネット マスクを保持します。オプションで、デフォルトは
disable。

ha-dns-failover-timeout set
get
unset

DHCP サーバが、パートナーへフェールオーバーする前に DNS
からの応答を待つ最大期間（秒単位）。HA DNS 更新を実行する
ように DHCP を構成した場合にのみ適用されます。オプション
で、デフォルトは 30 秒。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）
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hardware-unicast enable
disable
unset

クライアントがユニキャストを受信できることを示す場合、

DHCP サーバが、ブロードキャスト応答ではなくユニキャスト
応答を送信するかどうかを制御します。このアトリビュートは、

Solaris オペレーティング システム、Windows 2000 オペレーティ
ング システム、および Windows NT オペレーティング システム
だけで使用できます。オプションで、デフォルトは enable。

ignore-cisco-options set
get
unset

カンマ区切りリスト内で名前によって指定されたシスコ固有の

DHCP オプションの処理をスキップします。許容されるオプ
ション名は、vpn-id（185）、cisco-vpn-id（221）、および 
cisco-subnet-allocation（220）です。このアトリビュートは、ク
ライアントがオプションを他の目的で使用している場合にのみ

使用してください。オプションで、デフォルトなし。

ignore-icmp-errors enable
disable
unset

このアトリビュートを有効にした状態で（デフォルト）、ICMP
ECHO（ping-before-offer）要求を送信するように DHCP サーバ
を構成した場合、サーバは、構成されたタイムアウト期間内に

ECHO 応答を受信するアドレスを使用不可にします。このアト
リビュートを無効にした場合、DHCP サーバも、ICMP ECHO 要
求の送信後に受信する ICMP DEST_UNREACHABLE エラー
メッセージと TTL_EXPIRED エラー メッセージを、アドレスを
使用不可にする原因とします。オプションで、デフォルトは

enable。

ignore-requests-for-
other-servers

enable
disable
unset

他のサーバのクライアント要求に対する、通常の DHCP サーバ
応答を防止するかどうかを制御します。通常、DHCP サーバは、
制御するように構成されているアドレスのリースを別のサーバ

から要求しているクライアントを確認すると、リースを使用不

可に設定します。ただし、一部のクライアントが、別のサーバ

に実際に転送するパケットではなく、サーバ ID オプションが不
適切である要求パケットを送信し、サーバが、使用できないア

ドレスとして誤って解釈する場合があります。これが発生する

のを防止するには、このアトリビュートを有効にします。オプ

ションで、デフォルトなし。

import-mode enable
disable
unset

import leases コマンドから生成されたパケットだけを DHCP
サーバに認識させ、その他すべてを無視させるかどうかを制御

します。DHCP サーバを更新する必要があり、その期間にクラ
イアントがアドレスを受信しないようにするには、このアトリ

ビュートを使用します。オプションで、デフォルトは disable。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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inhibit-busy-
optimization

enable
disable
unset

サーバが、最適化を使用して混雑する期間から回復しないよう

にするかどうかを制御します。デフォルトでは、要求パケット

数が、割り当てられている総数の 2/3 に達すると、DHCP サー
バは、負荷が高くなっていると判断します。メッセージを記録

し、最適化を数回実行して混雑から回復しようとします。たと

えば、要件を緩和し、last-transaction-time-granularity アトリ
ビュートによって指定されている細かさに、クライアントの最

終トランザクション時間が更新された状態を保ちます。

要求パケットが、割り当てられた総数の 1/3 に低下した場合、
サーバは、メッセージを記録し、通常動作に戻ります。

inhibit-busy-optimization アトリビュートを有効にすると、サーバ
は、混雑した場合、最適化を使用しないで、メッセージも記録

しません。オプションで、デフォルトは disable。

initial-environment-
dictionary

set
get
unset

DHCP サーバのすべての環境ディクショナリを初期化する、ア
トリビュートと値のペアを含みます。エクステンションや式の

実行可能コードを作成し直さなくても、このアトリビュートと

値のペアを使用し、エクステンションや式を構成できます。

この文字列は、

「attribute1=value1,attribute2=value2, ...,attributen=valuen」という
形式にする必要があります。オプションで、デフォルトなし。

ip-history enable
disable
unset

IP 履歴データベース用に、データを記録するかどうかを制御し
ます（『Network Registrar User's Guide』を参照）。オプションで、
デフォルトは disable。

ip-history-detail enable
disable
unset

IP 履歴データベース用に、詳細データを記録するかどうかを制
御します（『Network Registrar User's Guide』を参照）。オプショ
ンで、デフォルトは disable。

ip-history-max-age set
get
unset

ip-history が有効な場合、サーバはデータベースの記録をリース
のバインディングの変更として、時間をかけて蓄積します。

ip-history-max-age アトリビュートは、データベース内に履歴レ
コードを保持する制限時間を設定します。サーバは定期的に

リース履歴レコードを調べ、このパラメータに基づく時間しき

い値を設定し、しきい値の時間前に終了するバインディングを

示すレコードをすべて削除します。履歴レコードは、デフォル

トで 1 日 1 回、午前 3:00（ローカル時間）に削除されます。オ
プションで、デフォルトは 4 週間。

last-transaction-time-
granularity

set
get
unset

最終トランザクション時間が正確であることを保証する、秒単

位の時間。デフォルトの 60 秒より低い値を設定しないでくださ
い。パフォーマンスを最適にするには、リース間隔の半分より

大きい値に設定します。オプションで、デフォルトは 60 秒。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）
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ldap-mode set
get
unset

複数の LDAP サーバが構成されている場合、LDAP サーバを使
用する初期設定を決めます。オプションで、デフォルトなし。

次の 2 つの値を使用できます。

• 1：round-robin：DHCP サーバは、サーバの初期設定を無視
します。クライアント クエリーを処理するように構成され、
リース状態更新を受け入れるように構成されたすべての

LDAP サーバは、同等に扱われます。

• 2：failover：DHCP サーバは、初期設定が最も低い、アク
ティブな LDAP サーバを使用します。優先サーバが接続を
失ったかまたは障害が発生した場合、DHCP サーバは、初
期設定順序で次の LDAP サーバを使用します。DHCP サー
バは、初期設定が等しいサーバをラウンドロビン順に使用

します。

log-settings set
get
unset

ログ ファイルに記録するイベントを決めます。表 2-9 を参照し
てください。イベントに関する詳細を記録すると、問題の解析

に役立ちます。しかし、詳細な記録を長期間有効にしていると、

ログ ファイルがいっぱいになります。オプションで、デフォル
トのフラグは、default、incoming-packets、および missing-options
です。

mac-address-only enable
disable
unset

DHCP サーバが、クライアントの MAC アドレスを唯一のクラ
イアント識別子として使用するかどうかを制御します。RFC
2132 で指定されている標準動作では、client-id オプション（存
在する場合）を一意のクライアント識別子として使用します。

オプションで、デフォルトは disable。

このアトリビュートの使用には注意が必要です。enable にした
場合、1 つの MAC アドレスに対して、ネットワークごとに複数
の IP アドレスを取得することができなくなります。その結果、
サーバは、要求に含まれている RFC に記述された client-id  でな
く、MAC アドレスから作成されたクライアント識別子（CID）
を使用するよう強制されます。このため、複数の IP アドレスを
とる新しいデバイスを使用できなくなる可能性があります。

enable にした場合、またはあとで disable にした場合、このアト
リビュートは操作に影響を及ぼすこともあります。当初、

client-id によってアドレスを入手したクライアントは、MAC ア
ドレスに基づいたアトリビュートがそれらのアドレスに割り当

てられると、アドレスを更新できなくなります。

map-radius-class set
get
unset

RADIUS クラス アトリビュートが要求の relay-agent オプション
内にあれば、そのアトリビュートを使用します。オプションで、

デフォルトは 0。次の値があります。

• 0：none：RADIUS クラスを無視します（デフォルト）。

• 1：map-as-tag：スコープ選択タグに RADIUS クラスをマッ
プします（P.2-155 の「scope-selection-tag」を参照）。

• 2：map-as-class：クライアントクラスに RADIUS クラスを
マップします。

• 3：append-to-tags：スコープ選択タグに RADIUS クラスを
付加します。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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map-radius-pool-name set
get
unset

RADIUS framed-pool アトリビュートが relay-agent オプション内
にあれば、そのアトリビュートを使用します。オプションで、

デフォルトは 0。次の値があります。

• 0：none：RADIUS プール名を無視します（デフォルト）。

• 1：map-as-tag：スコープ選択タグに RADIUS プール名を
マップします（P.2-155 の「scope-selection-tag」を参照）。

• 2：map-as-class：クライアントクラスに RADIUS プール名
をマップします。

• 3：append-to-tags：スコープ選択タグに RADIUS プール名
を付加します。

map-user-class-id set
get
unset

ユーザ クラス ID の処理を決めます。このアトリビュートはグ
ローバルであり、すべての DISCOVER パケットに設定されま
す。オプションで、デフォルトは 0。次の値があります。

• 0：none：ユーザ クラス ID オプションを無視します（デ
フォルト）。

• 1：map-as-tag：ユーザ クラス ID オプションをスコープ選
択タグにマップします（P.2-155 の「scope-selection-tag」を
参照）。

• 2：map-as-class：ユーザ クラス ID オプションをクライア
ントクラスにマップします。

max-client-leases set
get

1 つのリンク上で DHCPv6 クライアントへ関連付けることがで
きるリースの最大数。オプションで、デフォルトは 200 リース。

max-dhcp-requests set
get

DHCP クライアントとフェールオーバー パートナーから受信す
るパケット用に、DHCP サーバが割り当てるバッファの数を制
御します。フェールオーバーを有効にしている場合は、最低で

も 150 バッファを割り当ててください。高キャパシティ インス
トールでは、適切な値は最高 1500 バッファまでです。バッファ
サイズがキャパシティを超えた場合、突出した DHCP アクティ
ビティにより、処理前に古くなった要求でサーバが妨害される

ことがあります。結果的に処理負荷が高くなり、クライアント

が新しいリースを取得しようとしたとき、パフォーマンスが非

常に低くなることがあります。バッファ設定を低くすると、要

求が抑制され、バッファ設定を高くした場合の古い要求による

むだな処理が回避されます。必須、デフォルトは 500 バッファ。

LDAP クライアント ルックアップを使用している場合は、LDAP
接続の総数、および各接続で許可される要求の最大数によって

決定される LDAP ルックアップ キュー サイズを超えないよう
に、バッファを設定してください。LDAP キュー サイズは、
LDAP サーバのキャパシティに一致するように設定し、クライ
アント ルックアップを処理できるようにします。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）
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max-dhcp-responses set
get

DHCP クライアントに応答し、フェールオーバー パートナーと
通信するために DHCP サーバが割り当てるバッファ数。割り当
てるバッファ数は、max-dhcp-requests アトリビュートに割り当
てられる数より、最低でも 2 倍にする必要があります。一部の
インストールでは、数千が適切な値です。必須、デフォルトは

1000 バッファ（フェールオーバーを構成している場合、サーバ
は応答をさらに構成します）。

max-dns-renaming-
retries

set
get

ホスト名がすでに存在することを検出した場合でも、DHCP
サーバが DNS 内でホストを追加しようとする回数。DHCP サー
バが、ホスト名を修正して、更新がエラーになるたびに矛盾を

解決しようとする回数を制御します。必須、デフォルトは 3 回。

max-dns-retries set
get

サーバが、ダイナミック更新を DNS サーバに送信しようとする
回数。必須、デフォルトは 3 回。

max-dns-ttl set
get

DNS 更新によって追加された DNS レコードを残す、秒単位の
存続可能時間（TTL）。DHCP サーバは、DNS レコードを追加す
る場合、リース時間（dhcp-lease-time）の 1/3 より短く TTL を設
定するか、上限値 max-dns-ttl に設定します（リース時間が 3 *
max-dns-ttl を超える場合は、max-dns-ttl が使用され、超えない場
合は、そのリース時間が使用されます）。DNS レコードの効果
的な TTL が、実際にはゾーンの最低 TTL であり得ることに注
意してください。値 0 は推奨されません。必須、デフォルトは
86400 秒（1 日）。

max-ping-packets set
get
unset

scope name enable ping-clients コマンドを使用する場合、ICMP
Ping メッセージの送受信用にサーバが割り当てるバッファ数。
表 2-41 を参照してください。必須、デフォルトは 500 バッファ。

max-waiting-packets set
get
unset

アドレスの処理を待機できるパケット数。サーバは、最近受信

した n 個のパケット（アドレス）を、処理するためにキューに
入れます。そのアドレスに関する別のパケットを受信し、n 個
のパケットがすでにキューに入っている場合、サーバは最も古

いパケットを削除し、新しいパケットをキューに入れます。表

2-9 の dropped-waiting-packets ログ設定アトリビュートを参照し
てください。重複パケット（XID、クライアント ID、MAC アド
レスが、すでにキューに入っているパケットと同じであるパ

ケット）も削除されます。オプションで、デフォルトは 6 パケッ
ト。

mcd-blobs-per-bulk-read set
get
unset

一括読み取りのバイナリ大規模オブジェクト（blob）の数。DHCP
の起動時間とリロード時間を調整するには、このアトリビュー

トを使用します。一般的には、値を大きくすると、サーバの起

動時間とリロード時間が速くなり、メモリの使用量は多くなり

ます。オプションで、デフォルトなし。

multicast-addresses set
get
unset

インターフェイス上で有効にするデフォルトのマルチキャスト

アドレス。あるインターフェイスに関連付けられたリンクへ

DHCPv6 クライアントが直接接続されている場合は、ff02::1:2 ア
ドレスが必要です。ff05::1:3 アドレスは、リレー エージェント
が DHCPv6 要求をリレーするときに使用するデフォルトのマル
チキャスト アドレスです。オプションで、デフォルトは ff02::1:2
および ff05::1:3 です。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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one-lease-per-client enable
disable
unset

クライアントがこのサーバで（または別のネットワーク セグメ
ントで）持っていた可能性があるリース以外のリースを、DHCP
サーバがリリースするかどうかを制御します。Network Registrar
DHCP サーバのデフォルト動作では、クライアントが取得する
すべてのリースが保存されるため、このアトリビュートでは

DHCP サーバが 1 つのリースだけを保存することが保証されま
す。ただし、このチェックが行われると、パフォーマンス上の

大きな問題が発生する場合があります。ラップトップを使用し

ているユーザが建物内を移動し、ネットワークのさまざまな場

所でリースを要求した場合、クライアントは多くのリースを取

得することがあります。オプションで、デフォルトは disable。

priority-address-
allocation

enable
disable
unset

このアトリビュートが有効で、スコープの allocation-priority ア
トリビュートが設定されている場合、スコープが割り当て優先

順に考慮されます。allocation-priority アトリビュートが設定さ
れていない場合は、スコープのサブネット アドレスが割り当て
優先になります。スコープの allocate--first-available アトリ
ビュートが enable、または unset の場合、このアトリビュートは
有効になります。disable の場合は、スコープ内で最も使用頻度
の低いアドレスが優先順位を取得します。これは、すべてのス

コープに対して DHCP サーバを構成することなく、サーバ全体
にアドレス割り当ての優先順位を有効にする方法を提供しま

す。サーバ全体でアドレス割り当てを制御すると、各スコープ

の実際の優先順位は、希望するかどうかにかかわらず、サブネッ

ト アドレスだけに依存します。スコープの allocation-priority を
直接設定することにより、priority-address-allocation がサーバに
対して enable の場合でも、個々のスコープの割り当て優先順位
を無効にすることができます。オプションで、デフォルトは

disable。

return-client-fqdn-if-
asked

enable
disable
unset

クライアントがパラメータ要求リストで要求した場合、システ

ムが、client-fqdn オプションを送信パケットでクライアントに返
すかどうかを制御します。オプションで、デフォルトは enable。

enable の場合、フラグは、オプションで 0x3 に、RCODE1 と
RCODE2 で 255 に常に設定されます。use-client-fqdn アトリ
ビュートがオフになっていても、実際の名前が最終的に DNS に
入っている場合でも、入っている可能性がある場合でも、受信

した文字列はすべて送り返されます。

save-lease-renewal-time enable
disable
unset

true に設定すると、サーバは、固定メモリのリースの一部とし
て、リース更新時間（クライアントがリース更新を実行すると

想定される最低時間）を保存します。オプションで、デフォル

トは disable。

skip-client-lookup enable
disable
unset

有効にすると、DHCP サーバは、クライアントクラス処理でク
ライアント エントリをルックアップしません。無効にすると
（デフォルト）、サーバはクライアント エントリを最初にルック
アップします。オプションで、デフォルトは disable。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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sms-lease-interval set
get
unset

System Management Server（SMS）にアドレスを送信する時間間
隔（ミリ秒単位）を設定します。Microsoft BackOffice Resource
Kit の今後のリリース（smsrsgen.dll の拡張バージョンを含む）を
インストールした後は、この間隔を短くするか、または 0 に設
定してください。オプションで、デフォルトは 1100 ミリ秒。

sms-library-path set
get
unset

SMS dll の名前の内部デフォルト値を無効にします。デフォルト
は、空の文字列です。空の文字列を指定すると、システムは、

smsrsgen.dll の内部サーバ デフォルトをデフォルトの設定にし
ます。オプションで、デフォルトなし。

sms-network-discovery set
get
unset

DHCP サーバが、SMS ネットワーク ディスカバリ レコードを
生成します。このアトリビュートを有効にするには、値を 1 に
設定します。無効にするには、0（デフォルト）に設定します。
このアトリビュートは、dhcp updateSms コマンドと併用してく
ださい（P.2-166 の「server」を参照）。オプションで、デフォル
トは 0。

sms-site-code set
get
unset

updateSms キーワードを指定したとき、ディスカバリ レコード
を受信する SMS サーバのサイト コードを指定します。
updateSms キーワードを操作するには、適切な SMS サイト コー
ドにこのアトリビュートを初期化する必要があります。P.2-166
の「server」を参照してください。オプションで、デフォルトなし。

synthesize-reverse-zone enable
disable
unset

DHCP サーバが、PTR レコードで更新される反転ゾーン
（in-addr.arpa）の名前を自動的に生成するかどうかを制御しま
す。このアトリビュートを有効にし、スコープで 
dns-reverse-zone-name アトリビュートが明示的に構成されてい
ない場合、サーバは、スコープのリース済み IP アドレスと
dns-host-bytes アトリビュートを使用して、反転ゾーン名を生成
します。オプションで、デフォルトは enable。

traps-enabled set
get
unset

このサーバで発行するよう構成するトラップを決定します。オ

プションで、デフォルトなし。

trim-host-name enable
disable
unset

DHCP サーバが、最初のピリオドまで host-name 文字列を切り取
るかどうかを制御します（DNS 更新レコードを更新し、

host-name オプションをクライアントに戻すために使用）。この
アトリビュートを有効にすると、host-name が、ピリオドの前ま
で切り取られます。無効にすると、サーバは、host-name にピリ
オドを残します。オプションで、デフォルトは enable。

update-dns-for-bootp enable
disable
unset

サーバが、BOOTP 要求に応答し、DNS 更新用に構成されてい
るスコープからリースを提供する場合、DHCP サーバは、この
アトリビュートをチェックしてから更新を始めます。DHCP ク
ライアントの更新を許可する一方で、BOOTP クライアントの
DNS 更新を防止するには、このアトリビュートを使用します。
オプションで、デフォルトは enable。

upgrade-unavailable-
timeout

set
get
unset

期限がない、つまり Network Registrar をインストールする前に
使用不可になる、データベースのリースに与える時間を制御し

ます。オプションで、デフォルトは 86400 秒（1 日）。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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use-client-fqdn enable
disable
unset

client-fqdn オプションでホスト名を検討するかどうかを制御し
ます。client-fqdn オプションで最初のドットの後に文字がある場
合、サーバは、スコープからドメインを判断するため、ドット

の後の文字を無視します。サーバで、このオプションからホス

ト名を判断する必要がない場合は、予期しない文字をクライア

ントが送信することがあるため、このアトリビュートを false に
設定します。オプションで、デフォルトは enable。

use-client-fqdn-first enable
disable
unset

クライアントのホスト名を判断する場合、受信パケットの 
client-fqdn オプションを先に検討してから、host-name オプショ
ンを検討するかどうかを制御します。ホスト名が指定されてい

る client-fqdn オプションがある場合、システムは、そのホスト
名を使用します。システムは、受信パケット内で client-fqdn オ
プションを検出しない場合、host-name オプションを使用しま
す。

このアトリビュートを false に設定すると、システムは、host-
name オプションを先に検討し、そのオプションで検出される名
前を使用します。そのオプションがない場合は、client-fqdn オプ
ションでホスト名が検討されます。オプションで、デフォルト

は enable。

use-dns-update-prereqs enable
disable
unset

デフォルトでは、DHCP サーバは、クライアントに代わって DNS
更新を実行するとき、DNS 更新メッセージ内の前提条件を使用
します。このパラメータを false に設定すると、サーバは、前提
条件を組み込みません。前提条件がない場合、特定ドメイン名

を使用する最終クライアントは、別のクライアントがすでに関

連付けられている場合でも、その名前に関連付けられます。オ

プション。

use-host-name enable
disable
unset

host-name オプションでホスト名を検討するかどうかを制御し
ます。サーバで、このオプションからホスト名を判断する必要

がない場合は、予期しない文字をクライアントが送信すること

があるため、このアトリビュートを無効にします。オプション

で、デフォルトは enable。

use-ldap-client-data enable
disable
unset

DHCP サーバが、ldap コマンドによって提供される構成を使用
して、クライアントエントリ データを読み取ろうとするかどう
かを制御します。P.2-106 の「ldap」を参照してください。オプ
ションで、デフォルトは disable。

v6-client-class-lookup-
id

set
get
unset

受信 DHCPv6 クライアント要求に含まれているデータだけで、
クライアント クラスを判断するために使用する式。この式は、
現在構成されているクライアント クラスの名前を表す文字列
を返す必要があります。クライアント クラスの名前を返さない
場合は、文字列「<none>」を返す必要があります。現在構成さ
れているクライアント クラスの名前を表す文字列または
「<none>」でない戻り値は、エラーと見なされます。オプション
で、デフォルトなし。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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DHCP ログ設定 ログ フラグについては、表 2-9 を参照してください。デフォルトで有効になるログ設定は、default、
incoming-packets、および missing-options です。

DHCP サーバのログ動作を修正するには、log-settings アトリビュートでフラグを設定します。たと
えば、構成されていないオプションや欠落しているオプションを警告するメッセージを抑制できま

す。

nrcmd> dhcp set log-settings=default,incoming-packets 

DHCP サーバのクライアントおよびクライアントクラスのデバッグは、オンに切り替えることがで
きます。

nrcmd> dhcp set log-settings=client-detail 

あるいは、デバッグをオフにし、DHCP サーバのデフォルト メッセージだけをログに記録すること
ができます。いずれの場合も、サーバをリロードしてください。

nrcmd> dhcp set log-settings=default 
nrcmd> dhcp reload 

validate-client-name-as-
mac

enable
disable
unset

設定した場合、ユーザ インターフェイスは、各クライアント エ
ントリ名が有効な MAC アドレス（またはリテラル文字列
default）であることを要求し、DHCP サーバがデフォルト クラ
イアント エントリ ルックアップ キーとして使用する標準的な
MAC アドレス フォーマット（1,6,xx:xx:xx:xx:xx:xx）に名前を変
換します。false に設定すると、ユーザ インターフェイスで、
client-lookup-id 式から生成されるルックアップ キーと一致する
可能性がある任意の名前で、クライアント エントリが作成でき
ます。オプションで、デフォルトは disable。

version get DHCP サーバの現在のソフトウェア バージョンを取得します。
読み取り専用。

vpn-communication enable
disable
unset

有効（デフォルト）にすると、DHCP サーバは、拡張 DHCP リ
レー エージェント機能を使用して、DHCP サーバが属するバー
チャル プライベート ネットワーク（VPN）とは異なる VPN 上
の DHCP クライアントと通信できます。この拡張機能は、DHCP
オプション 82 の server-id-override サブオプションの出現によっ
て信号を送られます。オプションで、デフォルトは enable。

表 2-8 dhcp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明

表 2-9 DHCP ログ フラグ

フラグ name-dhcp-1-log に記録されるメッセージ

activity-summary アクティビティ要約カウンタ。各 DHCP メッセージに対応するログ メッ
セージに必要となる負荷をかけずに、サーバ アクティビティの目安が提
供されるため、多くの no-xxx ログ設定を有効にする場合に便利です。
DHCP の collect-sample-counters アトリビュートを有効にすることにも同
じ効果があります。デフォルトでは、5 分ごとにログが書き込まれます。
これは、activity-summary-interval アトリビュートのデフォルトの設定で
す。
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client-criteria-processing サーバが、スコープを検討して、使用可能リースを検索したり、すでに

リースを持っているクライアントにリースを受容できるかどうかを判

断したりする場合。この設定は、クライアントクラス スコープ基準処理
の構成時またはデバッグ時に便利です。記録されるデータ量は中程度で

あるため、長時間有効にしないでください。

client-detail すべてのクライアントクラス クライアント ルックアップ操作後。この
行では、クライアントで検出されたすべてのデータ、およびクライアン

トのクライアントクラスで検出されたデータが表示されます。クライア

ントクラスの構成をセットアップする場合、およびクライアントクラス

処理の問題をデバッグする場合に便利です。

default DHCP サーバの複数の部分の低レベル。このフラグは、デフォルトでオ
ンになっています。デフォルトを再構成すると、このログは表示されま

せん。

dns-update-detail すべての DNS 操作の追加ログ メッセージ。このフラグは、DNS 更新操
作の問題の診断に便利です。

dropped-waiting-packets max-waiting-packets DHCP アトリビュートの設定のため、パケットを削
除された場合。IP アドレスのキューの長さが、max-waiting-packets アト
リビュートの値を超えた場合、サーバはパケットを削除します。

dropped-waiting-packets アトリビュートを有効にした場合、サーバは、IP
アドレスのキューから待機パケットを削除するたびに、メッセージを記

録します。

failover-detail フェールオーバー プロトコル操作と状態移行。設定しても、大きな負荷
がサーバにかかることはありません。

incoming-packets すべての受信パケットごとに 1 行。この設定では、DHCP サーバがパ
ケットを受信したことが、直接的で明確な形で示されるので、DHCP サー
バや BOOTP リレーの初期構成時に特に便利です。

incoming-packet-detail DHCP サーバが受信する、各 DHCP パケットの内容（人が読むことので
きる形式）。この設定では、入力パケットのビルトイン DHCP パケット
スニッファが有効になります。この設定を有効にすると、ログ ファイル
が非常に速くいっぱいになって入れ替わります。DHCP サーバのパ
フォーマンスに非常に影響するため、長期間有効にしたままにしないで

ください。

ldap-create-detail DHCP サーバが、リース状態エントリの作成要求を LDAP サーバに送信
し、LDAP サーバから応答を受信するか、または、結果やエラー メッ
セージを LDAP サーバから取得した場合。

ldap-query-detail DHCP サーバが、LDAP サーバにクエリーを開始し、LDAP サーバから
応答を受信したか、またはクエリー結果やエラー メッセージを LDAP
サーバから取得した場合。

ldap-update-detail DHCP サーバが、リース更新要求を LDAP サーバに送信し、LDAP サー
バから応答を受信するか、または、結果やエラー メッセージを LDAP
サーバから取得した場合。

leasequery 内部エラーが発生せずにリースクエリー パケットを処理した場合。リー
スクエリーによって、ACK（確認応答）メッセージまたは NAK（否定
応答）メッセージが生成された場合。

表 2-9 DHCP ログ フラグ（続き）

フラグ name-dhcp-1-log に記録されるメッセージ
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minimal-config-info サーバの起動時またはリロード時に Network Registrar が記録する構成
メッセージの数を減らします。特に、このフラグを設定すると、サーバ

は、スコープごとのメッセージを記録しなくなります。

missing-options DHCP クライアントが要求するオプションがポリシーに含まれていない
ため、DHCP サーバがオプションを提供できない場合。

no-dropped-bootp-packets BOOTP パケットが削除されるたびに通常記録される、1 行のメッセージ
の記録を防止します。

no-dropped-dhcp-packets DHCP パケットが削除されるたびに通常記録される、1 行のメッセージ
の記録を DHCP 構成のために防止します。無効であるため削除されるパ
ケットに関連付けられたメッセージについては、フラグ no-invalid-packets
を参照してください。

no-failover-activity フェールオーバー用に記録される、正常なアクティビティのメッセー

ジ、および一部の警告メッセージの記録を防止します。重大なエラー ロ
グ メッセージは、このログ設定に関係なく記録されます。

no-failover-conflict フェールオーバー パートナー間の潜在的な矛盾に関する警告の記録を
防止しますが、エラーは記録します。このログ設定を設定すると、フェー

ルオーバーによって生成されるログの量を大幅に削減できますが、エ

ラーは失われません。 

no-invalid-packets 無効であるために、DHCP パケットが削除されるたびに一般的に記録さ
れる、1 行のメッセージの記録が防止されます。DHCP サーバ構成のた
めに削除されるパケットに関連付けられたメッセージについては、フラ

グ no-dropped-dhcp-packets を参照してください。

no-reduce-logging-when-
busy

サーバが非常に混雑している場合。通常、サーバは、使用可能受信バッ

ファの 2/3 以上（構成可能な値）を使用している場合など、非常に混雑
している場合に記録を削減します。これを行うため、サーバは、

no-success-messages、no-dropped-dhcp-packet、no-dropped-bootp-packets、
no-failover-activity、および no-invalid-packet の各フラグを設定し、それ以
外のすべてのフラグ（activity-summary フラグは除く）をクリアします。
たとえば、使用可能受信バッファの 1/3 が使用されている場合など、混
雑が緩和された場合、サーバは、以前の設定を復元します。このフラグ

を設定すると、Network Registrar は、これらの動作をしなくなります。

no-success-messages DHCP 応答パケットが正常に送信されるたびに通常記録される、1 行の
メッセージの記録を防止します。応答パケットが正常に送信された場合

に限り、ログへの記録に影響します。また、サーバのパフォーマンスが

大幅に向上します。 

no-timeouts リースやオファーのタイムアウトに関連付けられたメッセージの記録

が防止されます。

outgoing-packet-detail サーバが転送する、各 DHCP パケットの内容（人が読むことのできる形
式）。出力パケットのビルトイン DHCP パケット スニッファが有効にな
ります。この設定を有効にすると、ログ ファイルが非常に速くいっぱい
になって入れ替わります。この設定を有効にすると、出力パケット量が

多いため、サーバのパフォーマンスに影響します。長期間有効にしたま

まにしないでください。

unknown-criteria ネットワークにおける、クライアントの現在位置に適したスコープで検

出されない selection-criteria を指定するクライアント エントリを DHCP
サーバが検出した場合に 1 行。

表 2-9 DHCP ログ フラグ（続き）

フラグ name-dhcp-1-log に記録されるメッセージ
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エクステンション 
ポイント

表 2-10 は、DHCP サーバの制御に使用できるエクステンション ポイントについて、一般的な順序
でまとめたものです。

表 2-10 dhcp コマンドのエクステンション ポイント

エクステンション 
ポイント 目的

check-lease-acceptable 現在のリースをこのクライアントで受容できるとサーバが判断した直後

に到達します。このエクステンションでは、操作の結果を検討でき、ルー

チンは、さまざまな結果を返します。

注意 このエクステンション ポイントの使用には、十分注意してくだ
さい。誤った使用法によって、サーバで無限ループが発生する

場合があります。

post-class-lookup クライアントクラス ルックアップの実行後に呼び出すと、ルックアップ
された値、特に limitation-id アトリビュートの値を修正できます。

post-client-lookup クライアントクラス処理操作の全体の結果を検討し、結果の書き換えやパ

ケットの削除などの結果に基づいて処理します。環境ディクショナリに

データ項目を配置し、pre-packet-encode エクステンション ポイントで動作
するエクステンションの処理に影響を与えるには、このエクステンション

ポイントを使用します。このポイントでは、クライアントクラスを変更で

きませんが、すでに検討されたクライアントまたはクライアントクラスに

よって判断された特定の値を無効にすることはできます。

post-packet-decode 要求の到着時に最初に呼び出されるエクステンション ポイント。入力パ
ケットのデコードの直後、パケット内のデータの処理前に実行されます。

このポイントのエクステンションの主要アクティビティでは、入力パケッ

トから情報が読み取られ、入力パケットの書き換えなどの処理が行われま

す。

post-send-packet 要求または応答に関するデータを含む外部プロセスまたはデータベース

を更新します。

pre-client-lookup サーバに dhcp enable client-class を設定した場合に限り動作します。この
エクステンション ポイントによって、エクステンションは、次のことを
実行します。

• クライアントクラスの処理中にルックアップされたクライアントを

修正する。

• 各データ項目を指定し、指定されるクライアント エントリまたはクラ
イアントクラスから検出されるデータ項目を無効にする。

• クライアントのルックアップをすべて省略するよう、サーバに指示す

る。この場合は、使用されるクライアント データだけが指定されます。

• パケットを削除する。

pre-packet-encode DHCP サーバがユーザに送信する応答パケットの情報を書き換えます。こ
のエクステンション ポイントは、DHCP クライアントに送信するパケット
へのエンコードが、応答パケットで準備できた後で出現します。一般的

に、このエクステンション ポイントで、パケットにオプションを追加で
きます。サーバは、このポイントでパケットを削除することもできます。

ただし、サーバは、内部データベースに値をすでに記録しています。
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関連コマンド dhcp-interface、key、lease、policy、scope、server

pre-dns-add-forward 更新操作中に名前を変更し、DNS 再試行回数に影響を与えます。Network
Registrar は、1 回の DNS 更新操作で、このエクステンション ポイントを
複数回呼び出すことがあります。

表 2-10 dhcp コマンドのエクステンション ポイント（続き）

エクステンション 
ポイント 目的
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dhcp-address-block
dhcp-address-block コマンドは、Network Registrar DHCP アドレス ブロックのアトリビュートの作
成および設定を行います。このコマンドは、クライアントへのサブネット割り当て用に DHCP サー
バで指定されたアドレス ブロック オブジェクトだけに適用されます。DHCP サーバは、クライア
ントにサブネットを割り当てる要求を受信すると、使用可能なアドレス ブロックを分割することに
よって、割り当てを行います。

このコンテキストでは、DHCP アドレス ブロックは、IP アドレス空間の連続した範囲であり、DHCP
サーバに割り当てが委任されます。DHCP サーバは、DHCP アドレス ブロックを分割して、別の
サーバやデバイスに委任したり、DHCP クライアントとの対話に使用したりします。

DHCP アドレス ブロックは、サブネットの親にすることができます。サブネットも、IP アドレス空
間の連続した範囲であり、一般的にはルータや別の DHCP サーバなど、特定のクライアントが境界
となります。DHCP アドレス ブロックとサブネットは、スコープと同様で、DHCP クライアントと
サーバの対話の構成に必要なアドレス範囲とその他のアトリビュートを含みます。スコープとは異

なる点は、DHCP アドレス ブロックとサブネットには、DHCP クライアントの割り当てに使用でき
るアドレス範囲がないこと、予約アドレスが含まれないことです。

複数のバーチャル プライベート ネットワーク（VPN）で同一のプライベート アドレス空間が使用
される VPN 展開では、論理的に同じ DHCP アドレス ブロックを複数の VPN で同時に使用できま
す。

dhcp-address-block name create address [attribute=value ...] 

dhcp-address-block name delete 

dhcp-address-block name enable attribute 

dhcp-address-block name disable attribute 

dhcp-address-block name set attribute=value [attribute=value ...] 

dhcp-address-block name unset attribute 

dhcp-address-block name get attribute 

dhcp-address-block name [show] 

dhcp-address-block list 

dhcp-address-block listnames 

dhcp-address-block name listsubnets 

文法説明 dhcp-address-block コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-11 を参照してください。

dhcp-address-block name create address [attribute=value ...]

ネットワーク アドレス（address/mask 形式）のある DHCP アドレス ブロックを作成し、オプ
ションでアトリビュートを追加します。policy だけが必須アトリビュートです。省略した場合
は、default ポリシーがデフォルトです。
nrcmd> dhcp-address-block red create 10.1.0.0/16 policy=Policy1 

dhcp-address-block name delete

DHCP アドレス ブロックを削除します。

dhcp-address-block name enable attribute

DHCP アドレス ブロックのアトリビュートを有効にします。
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dhcp-address-block name disable attribute

DHCP アドレス ブロックのアトリビュートを無効にします。

dhcp-address-block name set attribute=value [attribute=value ...]

1 つまたは複数のアトリビュートを DHCP アドレス ブロックに設定します。DHCP アドレス ブ
ロック ポリシーだけが必須アトリビュートです。省略した場合は、default ポリシーがデフォル
トです。

nrcmd> dhcp-address-block red set vpn-id=1 

dhcp-address-block name unset attribute

オプションの DHCP アドレス ブロック アトリビュートを設定解除します。policy アトリビュー
トは設定解除できません。

dhcp-address-block name get attribute

DHCP アドレス ブロック アトリビュートの明示的に定義された値を取得します。

dhcp-address-block name [show]

DHCP アドレス ブロックのすべてのアトリビュートの値を表示します。

dhcp-address-block list 

すべての DHCP アドレス ブロックとアトリビュートを一覧表示します。

dhcp-address-block listnames 

すべての DHCP アドレス ブロックの名前だけを一覧表示します。

dhcp-address-block name listsubnets

DHCP アドレス ブロックから作成されたサブネットを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-11 は、dhcp-address-block コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）
を説明しています。

表 2-11 dhcp-address-block コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address create
set
get

作成時に指定された DHCP アドレス ブロックの IP アドレス。アド
レスを再定義するには、set コマンドを使用します。必須、デフォル
トなし。

default-subnet-size set
get
unset

このアドレスから割り当てるデフォルト DHCP サブネット サイズ。
オプションで、デフォルトは 28 サブネット。

deprecated enable
disable
unset

DHCP アドレス ブロックを非アクティブにするかどうか。サーバは、
新しいサブネットの割り当てで、推奨されていない DHCP アドレス
ブロックを無視します。既存のクライアントは、サブネットを更新

できますが、サブネットが推奨されていないことが通知されます。

クライアントは、推奨されていないサブネットを解放してサーバに

戻す準備をします。オプションで、デフォルトは disable。

embedded-policy get DHCP アドレス ブロックの組み込みポリシー オブジェクト。読み取
り専用。dhcp-address-block-policy コマンドから値を取得します
（P.2-48 の「dhcp-address-block-policy」を参照）。
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関連コマンド dhcp-subnet、dhcp-address-block-policy

name create
set
get

作成時に指定された DHCP アドレス ブロックの名前。名前を再定義
するには、set コマンドを使用します。必須、デフォルトなし。

vpn set
get
unset

vpn-id の代わりに設定可能な仮想アトリビュート。vpn を設定する
と、VPN の ID が vpn-id アトリビュートの値になります。また、現
在の vpn-id に関連付けられている vpn を取得することもできます。
オプションで、デフォルトなし。

vpn-id set
get
unset

DHCP アドレス ブロックが常駐する VPN の ID。VPN は、vpn name
create vpn-id コマンドを使用して定義する必要があります。P.2-127
の「owner」を参照してください。設定を解除した場合は、グローバ
ル VPN が使用されます。オプションで、デフォルトでは、session
set current-vpn コマンドによって設定された現在の VPN が使用され
ます。未定義の場合、VPN は使用されません。オプションで、デ
フォルトなし。

policy set
get

DHCP アドレス ブロックに関連付けられたポリシーの名前。ポリ
シーの作成については、P.2-128 の「policy」を参照してください。
必須、デフォルトは default ポリシー。

segment-name set
get
unset

この DHCP アドレス ブロックが属するネットワークのラベル。1 つ
の物理ネットワーク上で複数の論理 IP サブネットをグループ化す
るには、各 DHCP アドレス ブロックに同じ segment-name 文字列を
指定します。サーバでは、値の比較時に大文字と小文字が区別され

ません。オプションで、デフォルトなし。

selection-tags set
get
unset

受信割り当て要求の選択タグと比較したタグ文字列のリスト。

DHCP アドレス ブロックを使用して要求を満たすには、すべての要
求のタグが DHCP アドレス ブロックの選択タグと一致する必要が
あります。複数のタグはカンマで区切ります。タグ名にはカンマは

使用できません。オプションで、デフォルトなし。

表 2-11 dhcp-address-block コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp-address-block-policy
dhcp-address-block-policy コマンドは、DHCP アドレス ブロックの DHCP 組み込みポリシーを構成
します。dhcp-address-block-policy は、dhcp-address-block オブジェクト内に組み込まれ、そのオブ
ジェクトにのみ適用されるポリシー オブジェクトです。各 DHCP アドレス ブロックは、組み込み
ポリシー内のオプション データを含む場合があり、たとえばルータ IP アドレスなど、その他のオ
プション データを含む名前付きポリシーを参照する場合があります。サーバが DHCP サブネット
に返すオプション データの優先順位については、『Network Registrar User’s Guide』でポリシー応答
オプションの説明を参照してください。

DHCP サーバは、対応する DHCP アドレス ブロックの作成または削除が行われると、組み込み
DHCP アドレスブロックポリシーの作成と削除を暗黙的に行います。DHCP アドレスブロックポリ
シーは、対応する DHCP アドレス ブロックの名前を使用して操作します。

文法説明 構文と説明は、P.2-128 の「policy」を参照してください。

アトリビュート アトリビュートの説明は、表 2-33 を参照してください。表で言及されている場合を除いて、多くの
ポリシー コマンドのアトリビュートは、DHCP アドレス ブロック ポリシーにも適用されます。

関連コマンド acl、client-policy、client-class、client-class-policy、policy、scope 
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dhcp-dns-update
dhcp-dns-update コマンドは、DHCP 用の DNS 更新構成を作成します。それらの更新構成は、DHCP
ポリシーで参照され、DHCP サーバによって行われる DNS 更新を制御します。

dhcp-dns-update name create attribute=value [attribute=value...]

dhcp-dns-update name delete

dhcp-dns-update name enable attribute

dhcp-dns-update name disable attribute

dhcp-dns-update name set attribute=value [attribute=value...]

dhcp-dns-update name unset attribute

dhcp-dns-update name get attribute

dhcp-dns-update name show

dhcp-dns-update list

dhcp-dns-update listnames

文法説明 表 2-12 は、dhcp-dns-update コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）
を説明したものです。

dhcp-dns-update name create attribute=value [attribute=value...]

DNS 更新構成を名前で作成し、オプションとして、アトリビュート値を追加します。

dhcp-dns-update name delete

DNS 更新構成を削除します。 

dhcp-dns-update name enable attribute

DNS 更新構成のアトリビュートを有効にします。

dhcp-dns-update name disable attribute

DNS 更新構成のアトリビュートを無効にします。

dhcp-dns-update name set attribute=value

DNS 更新構成のアトリビュートを設定します。

dhcp-dns-update name unset attribute

指定されたアトリビュートに割り当てられている値を設定解除します。

dhcp-dns-update name get attribute=value

DNS 更新構成の明示的に定義されたアトリビュート値を取得します。

dhcp-dns-update name show

DNS 構成更新に割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

dhcp-dns-update list

すべての DNS 更新構成と割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

dhcp-dns-update listnames

DNS 更新構成の名前だけを一覧表示します。
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アトリビュート 表 2-12 は、dhcp-dns-update コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）
を説明したものです。

表 2-12 dhcp-dns-update コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

backup-server-addr set
get
unset

server-addr にあるサーバがダウンした場合に DNS 更新の送付先
となるバックアップ DNS サーバのアドレス。オプションで、デ
フォルトなし。

backup-server-key set
get
unset

backup-server-addr 用のすべての DNS 更新を処理するために使用
される TSIG キー。オプションで、デフォルトなし。

dns-host-bytes set
get
unset

in-addr.arpa 名の作成時に使用するリースの IP アドレス内のバイ
ト数を DHCP に知らせます。サーバは、IP アドレスの dns-host-bytes
を反転ゾーン名の前に（逆の順序で）付加することにより、in-addr
ゾーン内に名前を作成します。unset の場合、値はサブネット マス
ク内の host-bytes から生成されます。

dynamic-dns set
get
unset

要求しているクライアントに与えられたリースの名前とアドレス

情報で、DHCP サーバが DNS サーバの更新を試行するかどうかを
制御します。選択項目としては、update-none、update-all、
update-fwd-only、および update-reverse-only があります。オプショ
ンで、デフォルトは update-all です。

forward-zone-name set
get
unset

DHCP クライアントのホスト名（A レコード）を追加する DNS 転
送ゾーンの名前。オプションで、デフォルトなし。

reverse-zone-name set
get
unset

PTR レコードによって更新される DNS 反転（in.addr.arpa）ゾーン
の名前。reverse-zone-name が設定されている場合、DHCP は常に
それを使用します。synthesize-reverse-zone が有効にされている場
合、DHCP サーバはリース IP アドレスと dns-host-bytes から反転
ゾーン名を生成します。オプションで、set でない場合、サーバは
synthesize-reverse-zone を使用します。

server-addr set
get
unset

DNS 更新の送付先となる DNS サーバのアドレス。オプションで、
デフォルトなし。

server-key set
get
unset

server-addr 用のすべての DNS 更新を処理するために使用される
TSIG キー。オプションで、デフォルトなし。

synthesize-name enable
disable
get

DNS ホスト名を提供しない DHCP クライアントの DNS ホスト名
を DHCP サーバが自動的に作成するかどうかを制御します。サー
バは、synthetic-name-stem アトリビュートに基づいてクライアント
の一意の名前を合成できます。オプションで、デフォルト値は

TRUE です。

このアトリビュートは、次の値のいずれかを使用します。

• forward DnsUpdateConfig オブジェクト（構成されている場
合）。

• reverse DnsUpdateConfig オブジェクト（構成されている場合）。

デフォルト（該当する場合、サーバの構成値、つまりデフォルト値）
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関連コマンド dhcp

synthetic-name-stem set
get
unset

クライアントがホスト名を提供しない場合に使用されるデフォル

ト ホスト名からドメイン名を除いた部分。オプションで、デフォ
ルトは DHCP。

このアトリビュートは、次の値のいずれかを使用します。

• forward DnsUpdateConfig オブジェクト（構成されている場
合）。

• reverse DnsUpdateConfig オブジェクト（構成されている場合）。

デフォルト（該当する場合、サーバの構成値、つまりデフォルト値）

update-dns-first enable
disable
get

DNS サーバを更新してからリースを付与するかどうかを制御し
ます。オプションで、デフォルトは disable。

update-dns-for-bootp enable
disable
get

サーバが、BOOTP 要求に応答して DNS 更新を実行するように構
成されているスコープからリースを提供する場合、このアトリ

ビュートをチェックしてから DNS 更新を始めます。この機能を使
用すると、管理者は DHCP クライアントの更新を許可する一方で、
BOOTP クライアントの DNS 更新を防止できます。オプションで、
デフォルトは enable。

表 2-12 dhcp-dns-update コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp-interface
dhcp-interface コマンドは、Network Registrar DHCP インターフェイスの追加、削除、および一覧表
示を実行します。Network Registrar の DHCP インターフェイスは、たとえばサーバのイーサネット
ネットワーク インターフェイス カードやトークン リング ネットワーク インターフェイス カード
など、DHCP サーバが使用するハードウェア インターフェイスの論理表現です。DHCP サーバは構
成されたアドレス情報を使用して、どのインターフェイスを使用してパケットの送受信を行うかを

決定します。DHCP サーバは、一致するインターフェイス アドレスを検出した場合、そのインター
フェイスと、そのインターフェイス上のすべてのアドレスを選択します。 

dhcp-interface name create attribute=value [attribute=value...]

dhcp-interface name delete

dhcp-interface name enable attribute

dhcp-interface name disable attribute

dhcp-interface name set attribute=value [attribute=value...]

dhcp-interface name unset attribute

dhcp-interface name get attribute

dhcp-interface name [show]

dhcp-interface list

dhcp-interface listnames

文法説明 表 2-13 は、dhcp-interface コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を
説明したものです。

dhcp-interface name create attribute=value [attribute=value...]

物理インターフェイスの IP アドレスとネットワーク プレフィックス ビットによって指定され
る DHCP インターフェイス仕様を作成します。マスク ビットは、24 または 16 を指定できます。

dhcp-interface name delete

DHCP インターフェイスを削除します。 

dhcp-interface name enable attribute

DHCP インターフェイスのアトリビュートを有効にします。

dhcp-interface name disable attribute

DHCP インターフェイスのアトリビュートを無効にします。

dhcp-interface name set attribute=value

DHCP インターフェイスのアトリビュートを設定します。ignore アトリビュートは、サーバが
指定されたものを無視できるようにしたり、できないようにします。このアトリビュートを

disable に設定して、リスト内の特定のインターフェイスを一時的に無効にできます。インター
フェイス アドレスを変更するには、インターフェイスを削除して再作成します。オプション
で、デフォルトなし。

dhcp-interface name unset attribute

DHCP インターフェイスの指定されたアトリビュートを設定解除します。

dhcp-interface name get attribute=value

DHCP インターフェイスのアトリビュートの明示的な値を取得します。
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dhcp-interface name [show]

DHCP インターフェイスに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

dhcp-interface list 

すべての DHCP インターフェイスと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

dhcp-interface listnames 

DHCP インターフェイス名だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-13 は、dhcp-interface コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を
説明したものです。

使用上のガイドライン サーバ インターフェイスの選択

デフォルトでは、DHCP サーバは自動的にサーバ上のすべてのネットワーク インターフェイスを使
用します。特定のインターフェイスを選択するには、dhcp-interface コマンドを使用します。Network
Registrar では、インターフェイス名は、IP アドレスと、/n サフィックス（アドレスのネットワーク
部分のビット数を示す）によるサブネット マスクで構成されるか、IPv6 アドレスとプレフィック
スで構成されます。たとえば、IP 形式 255.255.255.0 のサブネット マスクは、サフィックス /24（24
ビットのネットワーク アドレス）になります。IP マスク 255.255.255.192 は、サブネット マスク サ
フィックス /26 になります。Windows の ipconfigや Solaris/Linux の ifconfig のようなユーティリティ
を使用し、アドレスとサブネット マスクの両方を必ず正しく指定してください。

default インターフェイスを削除すると（推奨されません）、DHCP サーバは、自動的に検出された
インターフェイスのポート番号とソケット バッファ サイズに、ハードコードされたデフォルト値
を使用します。インターフェイスの表示や一覧表示、非デフォルト インターフェイスのアドレス値
およびマスク値の設定解除や再設定も行うことができます。

表 2-13 dhcp-interface コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address set
get
unset

DHCP サーバが使用する 1 つまたは複数のインターフェイスの IP アド
レスとサブネット マスク。値を割り当てなかった場合、そのインター
フェイスは自動検出されたインターフェイスのリストとの照合から除

外されます。オプションで、デフォルトなし。

ip6address set
get
unset

DHCP サーバが使用する 1 つまたは複数のインターフェイスの IPv6 ア
ドレスとプレフィックス長。値を割り当てなかった場合、そのインター

フェイスは自動検出されたインターフェイスのリストとの照合から除

外されます。オプションで、デフォルトなし。

multicast set
get
unset

DHCP インターフェイス上で有効または無効にするマルチキャスト ア
ドレス。デフォルトは、ff02::1:2 および ff05::1:3 です。そのインター
フェイスに関連付けられたリンクへ DHCPv6 クライアントが直接接続
されている場合は、アドレス ff02::1:2 が必須です。アドレス ff05::1:3
は、リレー エージェントが DHCPv6 要求をリレーするときに使用する
デフォルトのマルチキャスト アドレスです。オプションで、デフォル
トは示されているとおり。

name create
set
get

DNS サーバが使用するインターフェイスの名前。作成時に必須、デフォ
ルトなし。
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定義済みインターフェイスのリスト内のインターフェイスを DHCP サーバが一時的に無視するよ
うにするには、dhcp-interface address set ignore=true コマンドを使用します。discover-interfaces ア
トリビュートをイネーブルにすると、DHCP サーバは、インターフェイス リストで、ignore アトリ
ビュートが false に設定されているすべての定義済みインターフェイスを調べ、その各インターフェ
イス上で受信しようとします。

関連コマンド dhcp

dhcp-link
dhcp-link コマンドは、IPv6 ネットワーク リンクを構成します。グループ IPv6 プレフィックスへの
リンク（dhcp-prefix コマンドを参照）を一緒に使用してください。

dhcp-link name create [attribute=value]

dhcp-link name delete

dhcp-link list

dhcp-link listnames

dhcp-link name show

dhcp-link name set attribute=value [attribute=value...]

dhcp-link name unset attribute

dhcp-link name get attribute

dhcp-link name enable attribute

dhcp-link name disable attribute

文法説明 dhcp-link コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-14 を参照してください。

dhcp-link name create [attribute=value]

リンクを作成し、オプションでアトリビュート値を割り当てます。このコマンドには、名前と

アトリビュートの値が必要です。

nrcmd> dhcp-link example-link create ff00::/8

dhcp-link name delete

リンクを削除します。

dhcp-link list

すべてのリンクと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

dhcp-link listnames

すべてのリンクの名前を一覧表示します。

dhcp-link name show

リンクに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。
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dhcp-link name set attribute=value [attribute=value ...]

リンクの値にアトリビュートを設定します。

nrcmd> dhcp-link example-pref set address_ff00::/10

dhcp-link name unset attribute

リンクのアトリビュートの値を設定解除します。

dhcp-link name get attribute

プレフィックスのアトリビュートの明示的な値を取得します。

dhcp-link name enable attribute

特定のリンク名に対して有効にされたアトリビュートを示します。

dhcp-link name disable attribute

プレフィックスのアトリビュートを有効にします。

アトリビュート 表 2-14 は、dhcp-link コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明
したものです。

関連コマンド dhcp-prefix

表 2-14 dhcp-link コマンドのアトリビュート 

アトリビュート 用法 説明

description set
get
unset

リンクの説明です。オプションで、デフォルトなし。

embedded-policy set
get
unset

単一の特定リンク オブジェクト内に組み込まれ、クライアントに応
答するときに使用されるポリシー。オプションで、デフォルトなし。

name set
get

ユーザがリンクに割り当てた名前。作成時に必須、デフォルトなし。

policy set
get
unset

クライアントへの応答時に使用される、共有ポリシーの参照。オプ

ションで、デフォルトなし。

vpn-id set
get
unset

プレフィックスを含んでいる VPN の ID。オプションで、デフォル
トなし。
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dhcp-link-policy
DHCP dhcp-link に組み込まれる DHCP ポリシーを構成するには、dhcp-link-policy コマンドを使用
します。組み込みポリシーとは、別のオブジェクト（この場合は dhcp-link）に関連付けられた DHCP
オプションの値と設定の集合のことです。dhcp-link-policy は、それが最初に参照されたときに暗黙
的に作成され、address-block が削除されたときに削除されます。

dhcp-link-policy name delete

dhcp-link-policy name set attribute=value [attribute=value ...]

dhcp-link-policy name get attribute

dhcp-link-policy name disable attribute

dhcp-link-policy name enable attribute

dhcp-link-policy name show

dhcp-link-policy name setLeaseTime time-val

dhcp-link-policy name getLeaseTime

dhcp-link-policy name setOption {opt-name | id} 

dhcp-link-policy name getOption {opt-name | id}

dhcp-link-policy name unsetOption {opt-name | id} 

dhcp-link-policy name listOptions

dhcp-link-policy name setVendorOption {opt-name | id} opt-set-name value

dhcp-link-policy name getVendorOption {opt-name | id} opt-set-name value

dhcp-link-policy name unsetVendorOption {opt-name | id} opt-set-name value

dhcp-link-policy name listVendorOptions

アトリビュート 表 2-15 は、dhcp-link-policy コマンドのアトリビュートの説明です。

表 2-15 dhcp-link-policy コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

affinity-period set
get
unset

DHCPv6 の場合、あるクライアントについて利用可能になった
リースが削除されるまでの保持期間を指定します。この指定によ

り、クライアントがこの期間中に戻れば期限満了となったリース

を取得できるようにすることも、クライアントがこの期間中に

戻った場合にアドレスを再使用できなくすることもできます

（inhibit-all-renews または inhibit-renews-at-reboot を有効にした場
合）。オプションで、デフォルトなし。 

allow-client-a-record-
update

enable
disable

クライアントに A レコードの更新を許可するかどうかを決めま
す。クライアントが、FQDN オプションにフラグを設定して A レ
コードの更新を要求内で指定した場合、この値が TRUE であれ
ば、サーバはクライアントに A レコードの更新の実行を許可し
ます。TRUE でない場合、他のサーバ構成に基づいて、サーバが
A レコードの更新を実行します。オプションで、デフォルトは
false。
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allow-client-hints enable
disable

allow-client-hints が true の場合、SOLICIT メッセージおよび
REQUEST メッセージの中でクライアントが要求したアドレス
とプレフィックスは、可能であれば使用されます。allow-client-hints
が false の場合、クライアントが要求したアドレスとプレフィッ
クスは無視されます。オプションで、デフォルトは false。

allow-dual-zone-dns-
update

enable
disable

DHCP クライアントが 2 つの DNS ゾーンで DNS 更新を実行でき
るようにします。これらのクライアントをサポートするために、

クライアントが更新を実行でき、同時にそのクライアントのため

に DNS 更新を実行できるよう、DHCP サーバを構成できます。
オプションで、デフォルトは false。

allow-lease-time-
override

enable
disable

クライアントが特定のリース時間を要求できることを示します。

サーバは、このアトリビュートが false に設定された場合、要求
されたリース時間を無視できます。サーバがクライアントのリー

ス時間を無視できるのは、その時間がサーバの通常のリース時間

より長い場合です。オプションで、デフォルトは disable です。

allow-non-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが非一時アドレスを要求できるかどうか
を決めます。オプションで、デフォルトは true です。 

allow-rapid-commit enable
disable

DHCPv6 クライアントが「Solicit with the Rapid Commit」オプショ
ンを使用して構成情報を取得でき、メッセージの数も減らすこと

ができるかどうかを決めます。これを許可するには、必ず単一の

DHCP サーバがクライアントにサービスを提供するようにして
ください。

このアトリビュートは、ポリシーの処理に特殊な操作を必要とし

ます。サーバは、クライアントがアクセスするリンクのすべての

プレフィックス ポリシー（組み込みと名前付きの両方）をチェッ
クします。

• いずれかのプレフィックス ポリシーでこのアトリビュート
が FALSE に設定されていると、Rapid Commit は許可されま
せん。

• 少なくとも 1 つのポリシーで TRUE に設定されている場合、
Rapid Commit は許可されます。

• それ以外の場合、階層内の残りのポリシーがチェックされま

す。

オプションで、デフォルトは FALSE です。

allow-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが一時アドレスを要求できるかどうかを
決めます。

default-prefix-length set
get
unset

委任の場合に、要求側ルータ（クライアント）から委任プレフィッ

クスの長さが明示的に要求されなかったときに、委任プレフィッ

クスのデフォルトの長さを指定します。デフォルトの長さは、常

にプレフィックス範囲のプレフィックス長以下にする必要があ

ります。オプションで、デフォルトは 64 です。

forward-dnsupdate set
get
unset

転送ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

表 2-15 dhcp-link-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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forward-zone-name set
get
unset

更新するオプションの転送ゾーンを指定します。オプションで、

デフォルトなし。

giaddr-as-server-id enable
disable

DHCP サーバが DHCPOFFER および DHCPACK の server-id オプ
ションを、サーバ IP アドレス（デフォルト）ではなく、受信パ
ケットの giaddr に設定できるようにします。その結果、すべての
ユニキャスト更新は、DHCP サーバへ直接送信されるのではな
く、リレー エージェントへ送信されます。このため、更新は、オ
プション 82 情報がパケットに付加された DHCP サーバに届きま
す。

一部のリレー エージェントでは、この機能がサポートされず、一
部の複雑な構成では、実際に DHCP クライアントがパケットを
ユニキャストできるアドレスに、giaddr を設定できません。この
場合、DHCP クライアントはリースを更新できず、常に再バイン
ド操作を実行する必要があります（DHCP クライアントは、DHCP
サーバと見なしたものへ要求をユニキャストする代わりに、ブ

ロードキャストします）。この機能は、デフォルトで無効にされ

ます。

grace-period set
get
unset

リースが期限満了してから、再び割り当てに使用できるようにな

るまでの時間の長さを定義します。オプションで、デフォルトは

5 分です。

inhibit-all-renews enable
disable

サーバが、すべての更新要求を拒否し、DHCP サーバとコンタク
トするたびに異なるアドレスを取得するようクライアントに強

制します。オプションで、デフォルトは false。

inhibit-renews-at-
reboot

enable
disable

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、サーバは

クライアントに、リブートするたびに新しいアドレスを取得する

よう強制します。オプションで、デフォルトは false。

limitation-count set
get
unset

現在アクティブなリースを取得でき、同じ limitation-id を持つク
ライアントの最大数を指定します。オプションで、デフォルトな

し。

longest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、プレフィックスに許容される最大の長さ。要求側

ルータ（クライアント）が、これより長いプレフィックス長を要

求した場合、このアトリビュートに設定された値が代わりに使用

されます。オプションで、デフォルトは default-prefix-length です。

offer-timeout set
get
unset

クライアントにリースを提供して受け入れられない場合に、指定

された時間だけ待機するようサーバに指示します。指定された時

間間隔の終わりに、サーバは再びリースを利用可能にします。オ

プションで、デフォルトは 2 分です。 

packet-file-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するブート ファイルを示
します。サーバは、応答の「file」フィールドでこのファイル名
を返します。packet-file-name は、128 文字以下にする必要があり
ます。オプションで、デフォルトなし。

表 2-15 dhcp-link-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    dhcp-link-policy

2-59
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

packet-server-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するサーバのホスト名を
示します。サーバは、応答の「sname」フィールドでこのファイ
ル名を返します。packet-server-name フィールドは、64 文字以下
にする必要があります。オプションで、デフォルトなし。

packet-siaddr set
get
unset

クライアントのブート プロセスで、次サーバの IP アドレスを示
します。たとえば、BOOTP クライアントが使用する TFTP サー
バのアドレスにすることができます。サーバは、応答の「siaddr」
フィールドでこのアドレスを返します。オプションで、デフォル

トなし。

permanent-leases enable
disable

このスコープのリースが、要求側クライアントに永続的に付与さ

れるよう指示します。オプションで、デフォルトは disable です。

preferred-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、優先ライフタイムの
デフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト値

は 1 週間です。

reverse-dnsupdate set
get
unset

反転ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

server-lease-time set
get
unset

リースの有効期間をサーバに指示します。クライアントとの通信

頻度を高めるには、クライアントが考慮している期間よりも長い

期間のリースをサーバが考慮すると便利な場合があります。これ

は、lease-time の安定性も高めます。ポリシーの通常の横断で検
出される、dhcp-lease-time オプションのリース時間より短い場合、
この値は使用されません。オプションで、デフォルトなし。

shortest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、委任プレフィックスに許容される最も短いプレ

フィックス長。要求側ルータ（クライアント）が、これより短い

プレフィックス長を要求した場合、このアトリビュートに設定さ

れた値が代わりに使用されます。オプションで、デフォルトは

default-prefix-length です。

split-lease-times enable
disable

enable にした場合、DHCP サーバは内部で server-lease-time アト
リビュートの値を使用します。それでもクライアントには、該当

するポリシーから構成された lease-time オプションを反映した
リース時間が提供されますが、サーバは server-lease-time 値に基
づいて期間満了に関する決定を行います。オプションで、デフォ

ルトは disable です。

unavailable-timeout set
get
unset

指定された期間だけリースを利用不能にした後、リースを利用可

能な状態に戻すことを、サーバに許可します。オプション。

system_default_policy で値が構成されなかった場合のデフォルト
は、86400 秒（つまり 24 時間）です。

表 2-15 dhcp-link-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン 個々のオプション値を設定するには setOption コマンドを使用し、オプション値の設定を解除する
には unsetOption コマンドを使用します。オプション値を表示するには、getOption コマンドまたは
listOptions コマンドを使用します。オプション値を設定すると、DHCP サーバは所定のオプション
名について、必要に応じて既存の値をすべて置き換えるか、新しい値を作成します。 

use-client-id-for-
reservations

enable
disable

サーバのデータベースに予約済みの IP アドレスがあるかどうか
をチェックするとき、サーバはデータベース ルックアップの
キーとして、デフォルトで DHCP クライアントの MAC アドレス
を使用します。use-client-id-for-reservations が enable の場合、予
約済みリースのチェックは、DHCP クライアントの client-id を使
用して行われます。client-id は、通常、DHCP クライアントによっ
て提供されます。DHCP クライアントが提供しない場合はサーバ
で生成され、その値が使用されます。オプションで、デフォルト

は disable です。

v4-bootp-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての BOOTP クライアントへ返されるオプションを一
覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v4-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての DHCPv4 クライアントへ返されるオプションを
一覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v6-reply-options set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのいずれかの応答で返される必要があ
るオプションのリスト。

valid-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、有効なライフタイム
のデフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト

値は 2 週間です。

表 2-15 dhcp-link-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp-prefix
dhcp-prefix コマンドを使用すると、IPv6 ネットワーク プレフィックスを構成できます。これらの
プレフィックスは、DHCPv6 アドレス割り当てとプレフィックス委任を構成します。

dhcp-prefix name create address [attribute=value] 

dhcp-prefix name delete

dhcp-prefix name enable attribute 

dhcp-prefix name disable attribute 

dhcp-prefix name set attribute=value [attribute=value ...] 

dhcp-prefix name unset attribute 

dhcp-prefix name get attribute 

dhcp-prefix name show

dhcp-prefix list

dhcp-prefix listnames

dhcp-prefix name listLeases 

dhcp-prefix name addReservation ip6address [/prefix-length] duid 

dhcp-prefix name removeReservation {ip6address [/prefix-length] | duid} 

dhcp-prefix name listReservations

文法説明 dhcp-prefix コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-16 を参照してください。

dhcp-prefix name create address

プレフィックスを作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。このコマンド

には、名前とアドレスの値が必要です。

nrcmd> dhcp-prefix example-pref create ff00::/8 

dhcp-prefix name delete

プレフィックスを削除します。

dhcp-prefix name enable attribute

特定のプレフィックス名に対して有効にされたアトリビュートを示します。

dhcp-prefix name disable attribute

プレフィックスのアトリビュートを有効にします。

dhcp-prefix name set attribute=value [attribute=value…]

プレフィックスの値にアトリビュートを設定します。

nrcmd> dhcp-prefix example-pref set address=ff00::/10 

dhcp-prefix name unset attribute

プレフィックスの値のアトリビュートを設定解除します。

dhcp-prefix name get attribute

プレフィックスのアトリビュートの明示的な値を取得します。
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dhcp-prefix name show

プレフィックスに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

dhcp-prefix list 

すべてのプレフィックスと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

dhcp-prefix listnames 

すべてのプレフィックスの名前を一覧表示します。

dhcp-prefix name listLeases

指定されたプレフィックス名に関連付けられたリースを一覧表示します。

dhcp-prefix name addReservation ip6address[/prefix-length] duid

指定されたプレフィックス名にリース予約を追加します。

dhcp-prefix name removeReservation {ip6address[/prefix-length] | duid}

指定されたプレフィックス名からリース予約を削除します。

dhcp-prefix name listReservations

指定されたプレフィックス名に関連付けられたすべてのリース予約を一覧表示します。

アトリビュート 表 2-16 は、dhcp-prefix コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-16 dhcp-prefix コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address create
set
get

プレフィックス アドレス。必須、デフォルトなし。

dhcp-type set
get
unset

DHCP と関連するプレフィックスのタイプ。値は、static、dhcp、ま
たは prefix-delegation です。オプションで、デフォルトは dhcp。

embedded-policy set
get
unset

単一のプレフィックスに組み込まれたポリシー。オプションで、デ

フォルトなし。

expiration-time set
get
unset

プレフィックスが期限満了となる時刻。サーバは、この時刻を超え

る有効なライフタイムで新規リースが付与されたり、既存リースが

更新されることを許可しません。expiration-time を過ぎると、そのプ
レフィックスはそれ以上使用されなくなります（ただし、古いリー

ス、および猶予期間またはアフィニティ期間付きのリースは、それ

らの期間が経過するまで存続します）。オプションで、デフォルトな

し。
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関連コマンド dhcp、dhcp-link

ignore-declines enable
disable
get

IPv6 アドレス、またはこのプレフィックスの委任プレフィックスを
参照する DHCPv6 DECLINE メッセージを、DHCP サーバが処理す
るかどうかを制御します。このアトリビュートが enable の場合、
DHCP サーバは、このプレフィックス内のリースに関する拒否をす
べて無視します。このアトリビュートを disable にするか設定しな
かった場合、DHCP サーバは DECLINE メッセージ内で要求された
すべてのアドレスまたは委任プレフィックスがクライアントへリー

スされていると、それらを UNAVAILABLE に設定します。オプショ
ンで、デフォルトは disable です。その場合、DECLINE メッセージ
は通常どおり処理されます。

link set
get
unset

プレフィックスへ関連付けられたリンク。オプションで、デフォル

トなし。

name create
set
get

割り当てるプレフィックス名。必須、デフォルトなし。

policy set
get
unset

クライアントへの応答時に使用される、共有ポリシーの参照。オプ

ションで、デフォルトなし。

prefer-interface-
identifier

enable
disable
get

true の場合、クライアントの非一時アドレスがクライアントのイン
ターフェイス ID を使用して生成されます。ただし、そのアドレスが
別のクライアントへ割り当てられている場合は除きます。利用不能

の場合は、ランダム アドレスが生成されます。false の場合、非一時
アドレスがクライアント用にランダムに生成されます。オプション

で、デフォルトは disable。

range set
get
unset

アドレスを割り当てるためにプレフィックス（DHCP アドレス割り
当てに使用される）を構成する元となるサブ範囲。オプションで、

デフォルトなし。

selection-tags set
get
unset

プレフィックスに関連付けられた選択タグのカンマ区切り値リス

ト。オプションで、デフォルトなし。

vpn-id set
get
unset

プレフィックスを含んでいる VPN の ID。オプションで、デフォル
トなし。

表 2-16 dhcp-prefix コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp-prefix-policy
dhcp-prefix に組み込まれる DHCP ポリシーを編集するには、dhcp-prefix-policy コマンドを使用しま
す。組み込みポリシーとは、別のオブジェクト（この場合は dhcp-prefix）に関連付けられた DHCP
オプションの値と設定の集合のことです。dhcp-prefix-policy は、それが最初に参照されたときに暗
黙的に作成され、address-block が削除されたときに削除されます。

dhcp-prefix-policy name delete

dhcp-prefix-policy name set attribute=value [attribute=value ...]

dhcp-prefix-policy name get attribute

dhcp-prefix-policy name disable attribute

dhcp-prefix-policy name enable attribute

dhcp-prefix-policy name show

dhcp-prefix-policy name setLeaseTime time-value

dhcp-prefix-policy name getLeaseTime

dhcp-prefix-policy name setOption {opt-name | id} value

dhcp-prefix-policy name getOption {opt-name | id}

dhcp-prefix-policy name unsetOption {opt-name | id}

dhcp-prefix-policy name listOptions

dhcp-prefix-policy name setVendorOption {opt-name | id}opt-set-name value

dhcp-prefix-policy name getVendorOption name setVendorOption {opt-name | id} opt-set-name 

dhcp-prefix-policy name unsetVendorOption {opt-name | id} opt-set-name 

dhcp-prefix-policy name listVendorOptions

アトリビュート 表 2-17 は、dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュートの説明です。

表 2-17 dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

affinity-period set
get
unset

DHCPv6 の場合、あるクライアントについて利用可能になった
リースが削除されるまでの保持期間を指定します。この指定によ

り、クライアントがこの期間中に戻れば期限満了となったリース

を取得できるようにすることも、クライアントがこの期間中に

戻った場合にアドレスを再使用できなくすることもできます

（inhibit-all-renews または inhibit-renews-at-reboot を有効にした場
合）。オプションで、デフォルトなし。 

allow-client-a-record-
update

enable
disable

クライアントに A レコードの更新を許可するかどうかを決めま
す。クライアントが、FQDN オプションにフラグを設定して A レ
コードの更新を要求内で指定した場合、この値が TRUE であれ
ば、サーバはクライアントに A レコードの更新の実行を許可し
ます。TRUE でない場合、他のサーバ構成に基づいて、サーバが
A レコードの更新を実行します。オプションで、デフォルトは
FALSE です。
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allow-client-hints allow-client-hints が true の場合、SOLICIT メッセージおよび
REQUEST メッセージの中でクライアントが要求したアドレス
とプレフィックスは、可能であれば使用されます。

allow-client-hints が false の場合、クライアントが要求したアドレ
スとプレフィックスは無視されます。オプションで、デフォルト

は false。

allow-dual-zone-dns-
update

enable
disable

DHCP クライアントが 2 つの DNS ゾーンで DNS 更新を実行でき
るようにします。これらのクライアントをサポートするために、

クライアントが更新を実行でき、同時にそのクライアントのため

に DNS 更新を実行できるよう、DHCP サーバを構成できます。
オプションで、デフォルトは FALSE です。

allow-lease-time-
override

enable
disable

クライアントが特定のリース時間を要求できることを示します。

サーバは、このアトリビュートが false に設定された場合、要求
されたリース時間を無視できます。サーバがクライアントのリー

ス時間を無視できるのは、その時間がサーバの通常のリース時間

より長い場合です。オプションで、デフォルトは disable です。

allow-non-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが非一時アドレスを要求できるかどうか
を決めます。オプションで、デフォルトは TRUE です。 

allow-rapid-commit enable
disable

DHCPv6 クライアントが「Solicit with the Rapid Commit」オプショ
ンを使用して構成情報を取得でき、メッセージの数も減らすこと

ができるかどうかを決めます。これを許可するには、必ず単一の

DHCP サーバがクライアントにサービスを提供するようにして
ください。

このアトリビュートは、ポリシーの処理に特殊な操作を必要とし

ます。サーバは、クライアントがアクセスするリンクのすべての

プレフィックス ポリシー（組み込みと名前付きの両方）をチェッ
クします。

• いずれかのプレフィックス ポリシーでこのアトリビュート
が FALSE に設定されていると、Rapid Commit は許可されま
せん。

• 少なくとも 1 つのポリシーで TRUE に設定されている場合、
Rapid Commit は許可されます。

• それ以外の場合、階層内の残りのポリシーがチェックされま

す。

オプションで、デフォルトは FALSE です。

allow-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが一時アドレスを要求できるかどうかを
決めます。

default-prefix-length set
get
unset

委任の場合に、要求側ルータ（クライアント）から委任プレフィッ

クスの長さが明示的に要求されなかったときに、委任プレフィッ

クスのデフォルトの長さを指定します。デフォルトの長さは、常

にプレフィックス範囲のプレフィックス長以下にする必要があ

ります。オプションで、デフォルトは 64 です。

forward-dnsupdate set
get
unset

転送ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

表 2-17 dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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forward-zone-name set
get
unset

更新するオプションの転送ゾーンを指定します。オプションで、

デフォルトなし。

giaddr-as-server-id enable
disable

DHCP サーバが DHCPOFFER および DHCPACK の server-id オプ
ションを、サーバ IP アドレス（デフォルト）ではなく、受信パ
ケットの giaddr に設定できるようにします。その結果、すべての
ユニキャスト更新は、DHCP サーバへ直接送信されるのではな
く、リレー エージェントへ送信されます。このため、更新は、オ
プション 82 情報がパケットに付加された DHCP サーバに届きま
す。

一部のリレー エージェントでは、この機能がサポートされず、一
部の複雑な構成では、実際に DHCP クライアントがパケットを
ユニキャストできるアドレスに、giaddr を設定できません。この
場合、DHCP クライアントはリースを更新できず、常に再バイン
ド操作を実行する必要があります（DHCP クライアントは、DHCP
サーバと見なしたものへ要求をユニキャストする代わりに、ブ

ロードキャストします）。この機能は、デフォルトで無効にされ

ます。

grace-period set
get
unset

リースが期限満了してから、再び割り当てに使用できるようにな

るまでの時間の長さを定義します。オプションで、デフォルトは

5 分です。

inhibit-all-renews enable
disable

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、サーバは

クライアントに、リブートするたびに新しいアドレスを取得する

よう強制します。オプションで、デフォルトは FALSE です。

inhibit-renews-at-
reboot

enable
disable

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、サーバは

クライアントに、リブートするたびに新しいアドレスを取得する

よう強制します。オプションで、デフォルトは FALSE です。

limitation-count set
get
unset

現在アクティブなリースを取得でき、同じ limitation-id を持つク
ライアントの最大数を指定します。オプションで、デフォルトな

し。

longest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、プレフィックスに許容される最大の長さ。要求側

ルータ（クライアント）が、これより長いプレフィックス長を要

求した場合、このアトリビュートに設定された値が代わりに使用

されます。オプションで、デフォルトは default-prefix-length です。

offer-timeout set
get
unset

クライアントにリースを提供して受け入れられない場合に、指定

された時間だけ待機するようサーバに指示します。指定された時

間間隔の終わりに、サーバは再びリースを利用可能にします。オ

プションで、デフォルトは 2 分です。 

packet-file-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するブート ファイルを示
します。サーバは、応答の「file」フィールドでこのファイル名
を返します。packet-file-name は、128 文字以下にする必要があり
ます。オプションで、デフォルトなし。

packet-server-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するサーバのホスト名を
示します。サーバは、応答の「sname」フィールドでこのファイ
ル名を返します。packet-server-name フィールドは、64 文字以下
にする必要があります。オプションで、デフォルトなし。

表 2-17 dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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packet-siaddr set
get
unset

クライアントのブート プロセスで、次サーバの IP アドレスを示
します。たとえば、BOOTP クライアントが使用する TFTP サー
バのアドレスにすることができます。サーバは、応答の「siaddr」
フィールドでこのアドレスを返します。オプションで、デフォル

トなし。

permanent-leases enable
disable

このスコープのリースが、要求側クライアントに永続的に付与さ

れるよう指示します。オプションで、デフォルトは disable です。

preferred-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、優先ライフタイムの
デフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト値

は 1 週間です。

reverse-dnsupdate set
get
unset

反転ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

server-lease-time set
get
unset

リースの有効期間をサーバに指示します。クライアントとの通信

頻度を高めるには、クライアントが考慮している期間よりも長い

期間のリースをサーバが考慮すると便利な場合があります。これ

は、lease-time の安定性も高めます。ポリシーの通常の横断で検
出される、dhcp-lease-time オプションのリース時間より短い場合、
この値は使用されません。オプションで、デフォルトなし。

shortest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、委任プレフィックスに許容される最も短いプレ

フィックス長。要求側ルータ（クライアント）が、これより短い

プレフィックス長を要求した場合、このアトリビュートに設定さ

れた値が代わりに使用されます。オプションで、デフォルトは

default-prefix-length です。

split-lease-times enable
disable

enable にした場合、DHCP サーバは内部で server-lease-time アト
リビュートの値を使用します。それでもクライアントには、該当

するポリシーから構成された lease-time オプションを反映した
リース時間が提供されますが、サーバは server-lease-time 値に基
づいて期間満了に関する決定を行います。オプションで、デフォ

ルトは disable です。

unavailable-timeout set
get
unset

指定された期間だけリースを利用不能にした後、リースを利用可

能な状態に戻すことを、サーバに許可します。オプション。

system_default_policy で値が構成されなかった場合のデフォルト
は、86400 秒（つまり 24 時間）です。

use-client-id-for-
reservations

enable
disable

サーバのデータベースに予約済みの IP アドレスがあるかどうか
をチェックするとき、サーバはデータベース ルックアップの
キーとして、デフォルトで DHCP クライアントの MAC アドレス
を使用します。use-client-id-for-reservations が enable の場合、予
約済みリースのチェックは、DHCP クライアントの client-id を使
用して行われます。client-id は、通常、DHCP クライアントによっ
て提供されます。DHCP クライアントが提供しない場合はサーバ
で生成され、その値が使用されます。オプションで、デフォルト

は disable です。

v4-bootp-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての BOOTP クライアントへ返されるオプションを一
覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

表 2-17 dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン 個々のオプション値を設定するには、setOption コマンドを使用し、オプション値の設定を解除す
るには、unsetOption コマンドを使用します。また、オプション値を表示するには、getOption コマ
ンドと listOptions コマンドを使用します。オプション値を設定すると、DHCP サーバは所定のオプ
ション名について、必要に応じて既存の値をすべて置き換えるか、新しい値を作成します。

関連コマンド policy、client-policy、client-class-policy、dhcp-address-block-policy、dhcp-link-policy、scope-policy、
scope-template-policy

v4-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての DHCPv4 クライアントへ返されるオプションを
一覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v6-reply-options set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのいずれかの応答で返される必要があ
るオプションのリスト。

valid-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、有効なライフタイム
のデフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト

値は 2 週間です。

表 2-17 dhcp-prefix-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp-subnet
dhcp-subnet コマンドは、サーバが dhcp-address-block コマンドで作成した現行の DHCP サブネッ
トを表示または操作するために使用します。すべての dhcp-subnet コマンドの動作は、すぐに有効
になります。subnet-number 値は、IP アドレスとマスクを含んでいます。

dhcp-subnet subnet-number force-available 

dhcp-subnet subnet-number get attribute 

dhcp-subnet subnet-number [show] 

文法説明 dhcp-subnet コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-18 を参照してください。

dhcp-subnet subnet-number force-available

サブネットが使用不可としてマークされていても、現在保持されている DHCP サブネットを使
用可能にします。force-available アクションを使用すると、IP アドレス割り当ての完全性が損
なわれることがあるので、このコマンドを使用する前に、サブネットが割り当てられているク

ライアントが、サブネットを使用していないことを確認してください。

dhcp-subnet subnet-number get attribute

DHCP サブネットのアトリビュートの明示的な値を取得します。表 2-28 を参照してください。

dhcp-subnet subnet-number [show]

特定のアドレスの DHCP サブネットのアトリビュートを表示します。

アトリビュート 表 2-18 は、dhcp-subnet コマンドのアトリビュートと値について説明しています。すべて読み取り
専用アトリビュートです。

表 2-18 dhcp-subnet コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address get DHCP サブネットのアドレス（マスクを含む）。必須、デフォル
トなし。

all-vpns get このアトリビュートは、サブネットのフェールオーバーを構成し

ます。true の場合、このサブネットはすべての VPN に同じフェー
ルオーバー構成を使用するように構成されます。

client-domain-name get クライアントがメッセージに指定するドメイン名（存在する場

合）。

client-flags get client-valid または client-id-created-from-mac-address（クライアン
ト ID が、クライアントの MAC アドレスから内部使用のために
作成された）のいずれかです。

client-host-name get クライアントが指定するホスト名（存在する場合）。

client-id get DHCP サブネットのクライアントのクライアント ID。

client-last-transaction-
time

get クライアントが DHCP サーバとコンタクトした最新の時刻。

client-mac-addr get クライアントが DHCP サーバに提示した MAC アドレス。

expiration get DHCP サブネットのバインディングの期限満了時刻。

high-water get 最新の統計以降に記録された最高利用レベル。

in-use-addresses get クライアントが現在使用しているアドレスの数。
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関連コマンド acl、dhcp-address-block

last-transaction-time get DHCP サブネットについて、クライアントがサーバと最後に通信
した時刻。

relay-agent-option get 最近対話したクライアントの DHCP relay-agent-info オプション
の内容。

selection-tags get クライアントが、DHCP サブネット バインディングのリースま
たは更新を最後に行ったときに提示した文字列。

state get DHCP サブネットの状態。none=0、available=1、other-available=2、
offered=3、leased=4、expired=5、released=6、unavailable=7、また
は pending-available=8 です。

unusable-addresses get 使用不可にマークされているアドレスの数。

vpn-id get DHCP サブネットを含む VPN の ID。

表 2-18 dhcp-subnet コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dns
dns コマンドは、DNS サーバ アトリビュートの設定、有効化、または無効化を行います。Network
Registrar では、クラスタごとに 1 つの DNS サーバだけが存在するため、サーバを名前で参照する
必要はありません。

dns enable attribute 

dns disable attribute 

dns set attribute=value [attribute=value…] 

dns unset attribute 

dns get attribute 

dns [show] 

dns addRootHint name ipaddress [ipaddress…] 

dns removeRootHint name 

dns listRootHints

dns addException name ipaddress [ipaddress…] 

dns removeException name 

dns listExceptions

dns addForwarder ipaddress [ipaddress…] 

dns removeForwarder ipaddress 

dns listForwarders

dns flushCache 

dns removeCachedRR owner [type [data]] 

dns rebuildRR-Indexes

dns forceXfer {primary | secondary}

dns scavenge

dns getStats [all | {[performance] [query] [security] [errors] [maxcounters]} [sample]] 

dns serverLogs show

dns serverLogs nlogs=value logsize=value 

（注） ログを含む他のサーバ コマンドについては、P.2-166 の「server」を参照してください。

文法説明 dns コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-19 を参照してください。

dns enable attribute

DNS サーバのアトリビュートを有効にします。

dns disable attribute

すべてのゾーンで NOTIFY を無効にするなど、DNS サーバのアトリビュートを無効にします。
nrcmd> dns disable notify 
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dns set attribute=value [attribute=value…]

DNS サーバの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

dns unset attribute

DNS のアトリビュートの値を設定解除します。

dns get attribute

DNS サーバの明示的なアトリビュート値を取得します。

dns [show]

すべての DNS サーバ アトリビュートを表示します。

dns addRootHint name ipaddress [ipaddress…]

ルート ヒント方式を使用して、特定の IP アドレスに名前が付けられたルート サーバを追加し
ます。このサーバの指定後、Network Registrar は、他の名前を解決するルート NS レコードを照
会します。この値は、正確である必要はありませんが、DNS サーバが正しい情報を取得できる
程度には正確である必要があります。

nrcmd> dns addRootHint a.root-servers.net 192.168.0.4 

dns removeRootHint name

ルート ネームサーバを削除します。
nrcmd> dns removeRootHint a.root-servers.net 

dns listRootHints 

ルート ネームサーバを一覧表示します。

dns addException name ipaddress [ipaddress…]

特定の IP アドレスに例外サーバを追加します。
nrcmd> dns addException blue.com. 192.168.1.4 

dns removeException name

例外サーバを削除します。

dns listExceptions 

すべての例外ネームサーバを一覧表示します。

dns addForwarder ipaddress [ipaddress…]

Network Registrar DNS サーバがフォワーダとして使用するネームサーバの IP アドレスを追加
します。Network Registrar は、このサーバに再帰クエリーを転送してから、インターネット全
体にクエリーを転送します。例外方式を使用して、特定ドメインの転送を無効にできることに

注意してください。

nrcmd> dns addForwarder 192.168.1.4 

dns removeForwarder ipaddress

IP アドレスに配置されているフォワーダ サーバを削除します。

dns listForwarders 

すべてのフォワーダ サーバを一覧表示します。
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dns flushCache 

キャッシュ ファイルをフラッシュし、拡大するのを中止します。動作は、DNS サーバが動作
しているか停止しているかによって決まります。

dns removeCachedRR owner [type [data]]

インメモリ キャッシュと固定的（保証されていない）キャッシュから、保証されていないリ
ソース レコードを削除します。

• type を省略すると、名前セット全体が削除されます。

• type を指定し、data を省略すると、リソース レコード セットが削除されます。

• type と data の両方を含めると、特定のリソース レコードが削除されます。

addRR 構文の説明のアトリビュートを参照してください。

dns rebuildRR-Indexes

DNS リソース レコードのインデックスを再構築します。

dns forceXfer {primary | secondary}

SOA シリアル番号に関係なく、コマンドで指定されたタイプ（プライマリまたはセカンダリ）
のすべてのゾーンについて、完全ゾーン転送を強制し、DNS データ ストアを同期化します。通
常のゾーン転送がすでに進行中である場合、このコマンドは、ゾーンの完全ゾーン転送を通常

のゾーン転送の終了直後にスケジュールします。

dns scavenge 

scvg-enabled アトリビュートが有効なすべてのゾーンでクリアを行います。

dns getStats [all | {[performance] [query] [security] [errors] [maxcounters]} [sample]]

前回のサーバの再起動以後に合計カウンタによって生成された DNS サーバ統計情報を表示し
ます。1 つの修飾キーワードを使用して 4 つの統計情報カテゴリを要求できます。

• all：DNS サーバに関して入手可能なすべての統計情報を表示します。他のカテゴリと一緒
に使用することはできません。

• performance：DNS サーバに関して入手可能なパフォーマンス統計情報を表示します。他
のカテゴリと組み合せることができます。

• query：DNS サーバに関して入手可能なクエリー統計情報を表示します。他のカテゴリと
組み合せることができます。

• security：DNS サーバのセキュリティ統計情報を表示します。他のカテゴリと組み合せる
ことができます。

• errors：DNS サーバのエラー統計情報を表示します。他のカテゴリと組み合せることがで
きます。

• maxcounters：DNS サーバの最大カウンタ統計を表示します。他のカテゴリと組み合せる
ことができます。

• sample：このキーワードを 1 つまたは複数のカテゴリと一緒に使用すると、最後に取得さ
れたカウンタ値スナップショットが表示されます。

dns serverLogs show

構成されたログファイルの数と、それぞれの最大サイズを表示します。
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dns serverLogs nlogs=value logsize=value 

ログ ファイルの数（nlogs）と最大サイズ（logsize）の 2 つのサーバ ログ パラメータを設定し
ます。このコマンドを使用するときは、アトリビュートの 1 つまたは両方を指定する必要があ
ります。logsize を設定する場合、千の単位を表すには K を付加し、百万の単位を表すには M
を付加します。次の例を参考にしてください。

dns serverLogs nlogs=6 logsize=500K
dns serverLogs logsize=5M

アトリビュート 表 2-19 は、dns コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明してい
ます。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

activity-counter-
interval

set
get
unset

サーバ アクティビティ カウンタがメトリックの収集に使用する
サンプリング時間間隔。オプションで、デフォルトは 5m（分）。

activity-counter-log-
settings

set
get
unset

別のカテゴリで DNS サーバ アクティビティ カウンタを記録し
ます。オプションで、デフォルトのカテゴリは total、performance、
query、errors、security です。

activity-summary-
interval

set
get
unset

log-settings の activity-summary 設定で有効にしている場合は、ア
クティビティ要約ログ メッセージ間の時間（秒単位）。オプショ
ンで、デフォルトは 5m（分）。

auth-db-cache-kbytes set
get
unset

authzone データベースが使用する内部キャッシュのサイズ（サー
バは authzone データベースを使用して、信頼性を保証できるゾー
ンについての回答を検索します）。値は最も近い 4KB 境界まで丸
められ、36 未満の値は 36 KB へ丸められます。オプションで、
デフォルトは 5,120KB。

axfr-multirec-default enable
disable
get

リモート サーバ リストで検出されないリモート サーバで、マル
チレコード完全ゾーン転送（AXFR）の選択をデフォルトにしま
す。オプションで、デフォルトは disable。

cache-db-cache-kbytes set
get
unset

キャッシュ データベースが使用する内部キャッシュのサイズ
（サーバはキャッシュ データベースを使用して、すでに取得した
クエリーへの回答を保持します）。値は最も近い 4KB 境界まで丸
められ、36 未満の値は 36 KB へ丸められます。persist-mem-cache
が enable の場合にのみ適用されます。オプションで、デフォル
トは 5120 KB。

checkpoint-interval set
get
unset

ゾーンをチェックポイントする、秒単位の間隔（ゾーン チェッ
クポイント データベースで最新スナップショットを取ります）。
ゾーン レベルで設定したチェックポイント間隔により、この値
は無効になります。必須、デフォルトは 3 時間。

collect-sample-counters enable
disable
get

カウンタ サンプリングのオンとオフを切り替えます。オプショ
ンで、デフォルトは enable。
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default-negcache-ttl set
get
unset

応答の権限セクションに SOA リソース レコードがない場合に、
否定応答がキャッシュされる時間（秒単位）。否定応答の権限セ

クション内の SOA レコードは、このアトリビュートの値を無効
にします（IETF RFC 2308 を参照）。オプションで、デフォルト
は 0。

delegation-only-
domains

set
get
unset

サブドメインに対して NS リソース レコードを含める制限ゾー
ン。ただし、実際のデータはその頂点を超えません（たとえば、

SOA レコードおよび頂点の NS レコード セット）。これは、ゾー
ン内の委任解除される無効なデータを持つ権限ネームサーバか

ら、「wildcard」データまたは「synthesized」データを除外します。
フォワーダから入る応答は強制されません。オプションで、デ

フォルトなし。

fake-ip-name-response enable
disable
get

サーバが、192.168.40.40 のような A レコードなど、IP アドレス
の形式でドメイン名を照会した場合、別のサーバを照会せずに

（または別のサーバに転送せずに）、NXDOMAIN ステータスで自
動的に応答するかどうかを制御します。必須、デフォルトは

enable。

forward-retry-time set
get
unset

転送 DNS クエリーをフォワーダまたは解決例外サーバへ転送す
るための再試行間隔。これらのクエリーは再帰的であり、フォ

ワーダが解決するために、さらに多くの時間を要する場合があり

ます。確実にすべてのフォワーダを試すには、この値を、

request-expiration-time/（構成されているフォワーダの合計数 - 1）
に設定する必要があります。オプションで、デフォルトは 8 秒。

ha-dns-comm-timeout set
get
unset

HA DNS パートナーが到達不能になったことを判定するために
必要な時間。指定された時間間隔中にネットワーク通信の確認応

答がなかった場合、そのパートナーは到達不能であると判断され

ます。オプションで、デフォルトは 30 秒。

ixfr-enable enable
disable

特定の動作を構成しなかったゾーンで、差分転送の動作を制御し

ます。差分転送を有効にした場合は、ixfr-expire-interval アトリ
ビュートの値を設定するか、または、デフォルト値を受け入れる

必要もあります。必須、デフォルトは enable。

ixfr-expire-interval set
get

差分転送だけでセカンダリ ゾーンを維持する最大間隔。この期
間が過ぎると、サーバは、完全ゾーン転送を要求します。必須、

デフォルトは 1 週間。

local-port-num set
get

DNS サーバがクエリーを受信する UDP ポート番号と TCP ポー
ト番号。必須、デフォルトはポート 53。

log-settings set
get

ビットマスクを使用して設定し記録するイベントを決めます。表

2-20 を参照してください。イベントに関する詳細を記録すると、
問題の解析に役立つことがあります。ただし、詳細なログを長期

間有効にしていると、ログ ファイルがいっぱいになり、サーバ
のパフォーマンスが低下することがあります。必須、デフォルト

は scavenge-details と tsig-details を除くすべての設定。

max-cache-ttl set
get

キャッシュ データを維持する最大時間。必須、デフォルトは 1
週間。

max-dns-packets set
get

DNS が同時に処理するパケットの最大数。必須、デフォルトは
500。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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max-negcache-ttl set
get

Network Registrar DNS サーバが、否定応答をキャッシュする時間
に上限を設定します（このアトリビュートは、旧バージョンの

Network Registrar で使用されていた neg-cache-ttl アトリビュート
に代わるものです）。値を 0 にすると、上限は設定されません。
必須、デフォルトは 1 時間。

mem-cache-size set
get

キロバイト単位のメモリ キャッシュ サイズ。必須、デフォルト
は 10000（10MB）。

neg-cache-ttl set
get

存在しない名前やデータに関して、他のネームサーバから取得し

たデータのキャッシュ時間（秒単位）。6.0 より前のリリースだけ
で使用してください。このアトリビュートは、max-negcache-ttl ア
トリビュートに置き換えられました。必須、デフォルトは 10 分。

no-fetch-glue enable
disable

クエリーの応答の作成時に、欠落しているグルー レコードを
DNS サーバで取得するかどうかを制御します。グルー レコード
は、ドメインの権限ネームサーバのアドレスを含む A レコード
です。通常の DNS 応答には、照会されている名前に関する NS
レコードと A レコードが含まれます。必須、デフォルトは
disable。

notify enable
disable

変更を受けるゾーンに NOTIFY メッセージを送信することを制
御します。その他の notify- アトリビュートを設定するか、また
はデフォルトを受け入れる必要もあります。必須、デフォルトは

enable。

notify-defer-cnt set
get

NOTIFY を有効にしている場合、notify-wait 期間中に累積する
UPDATE 変更の最大数。この数を超えると、Network Registrar は、
notify-wait 期間が経過する前に通知を送信します。必須、デフォ
ルトは 100。

notify-min-interval set
get

NOTIFY を有効にしている場合、同一ゾーンで連続変更の通知を
特定のサーバに送信する前に必要となる最低間隔。必須、デフォ

ルトは 2 秒。

notify-rcv-interval set
get

NOTIFY を有効にしている場合、セカンダリ ゾーンにおいて、1
つの通知（シリアル番号テストやゾーン転送）の処理が完了して

から、別の通知の処理を始めるまでの最低時間。必須、デフォル

トは 5 秒。

notify-send-stagger set
get

NOTIFY を有効にしている場合、特定の変更に関する複数サーバ
の通知の時間をずらす間隔。必須、デフォルトは 1 秒。

notify-source-address get
set
unset

DNS サーバが他のサーバへ通知要求を送信するときの送信元 IP
アドレス。値を 0.0.0.0 にすると、オペレーティング システムは、
宛先に基づいて、最適なローカル アドレスを使用します。オプ
ションで、デフォルトなし。

notify-source-port get
set
unset

DNS サーバが他のサーバへ通知要求を送信するときの送信元
UDP ポート番号。値 0 は、ランダム ポートを使用するよう指示
します。unset の場合、クエリーはクエリーの受信に使用される
ポートから送信されます（local-port-num アトリビュートを参
照）。オプションで、デフォルトなし。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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notify-wait set
get

NOTIFY を有効にした場合、初期ゾーンの変更後、変更通知を別
のネームサーバに送信する前の遅延時間。複数の変更を累積する

には、このアトリビュートを使用します。必須、デフォルトは 5
秒。

persist-mem-cache enable
disable

サーバがメモリ キャッシュを固定的キャッシュ データベースに
書き込む（または、そこから読み取る）かどうかを制御します。

cache-db-cache-kbytes アトリビュートも参照してください。必須、
デフォルトは enable。

query-source-address set
get

クライアントの名前の解決時に、DNS サーバが別のサーバにク
エリーを送信する、送信元 IP アドレス。値を 0.0.0.0 にすると、
オペレーティング システムは、宛先に基づいて、最適なローカ
ル アドレスを使用します。必須、デフォルトなし。

query-source-port set
get

クライアントの名前の解決時に、DNS サーバが別のサーバにク
エリーを送信する先の、UDP ポート番号。値を 0 にした場合は、
ランダム ポートを選択する必要があります。このアトリビュー
トを設定しない場合は、クエリーの受信に使用するポートによ

り、クエリーが送信されます（local-port-num アトリビュートを
参照）。必須、デフォルトなし。

remote-port-num set
get

DNS サーバが別のサーバにクエリーを送信する、UDP ポートと
TCP ポート。必須、デフォルトはポート 53。

request-expiration-time set
get
unset

一般的な DNS クエリー、つまりゾーン転送 SOA クエリーと
IXFR および通知要求の期限満了時間。この値は、指数関数的な
バックオフを使用した複数のサーバでの複数回の試行が許容さ

れるよう、request-retry-time 値よりかなり大きくする必要がある
ことに注意してください。オプションで、デフォルトは 1 分 30
秒。

request-retry-time set
get
unset

一般的な DNS クエリー、つまりゾーン転送 SOA クエリーと
IXFR および通知要求の再試行時間間隔。これは最小再試行時間
であることに注意してください。サーバは、再試行で指数バック

オフを適用します。オプションで、デフォルトは 4 秒。

restrict-query-acl set
get

ソース IP アドレス、ソース ネットワーク アドレス、またはアク
セス コントロール リスト（ACL）に基づいてクライアントの照
会を制限。ACL には、別の ACL または TSIG キーを含めること
ができます。また、このグローバル ACL は、非権限クエリーの
フィルタとして提供することもできます。クエリーが権限ゾーン

を対象とする場合、対応するゾーンの restrict-query-acl が適用さ
れます。ただし、クエリーが権限ゾーンを対象としない場合は、

グローバル ゾーンが適用されます。必須で、デフォルトは all（す
べてのクエリーを許可）。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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restrict-recursion-acl set
get

どの DNS クライアントに対して再帰クエリーを認めるかを制御
する、IP アドレス、ネットワーク アドレス、TSIG キーのアクセ
ス コントロール リスト（ACL）、またはその他の ACL。デフォ
ルトでは、すべてのクライアントの再帰クエリーが認められま

す。提供されたリストでクライアントが除外され、そのクライア

ントが再帰クエリーを要求している場合、サーバはそのクライア

ントが元から対話（非再帰）クエリーを要求している場合と同様

に応答します。推奨されていない hide-subzones が有効にされて
いると、この設定は無効になります。必須、デフォルトは any。

restrict-xferacl set
get

ゾーン転送を受信できるユーザを指定するデフォルトのアクセ

ス コントロール リスト（ACL）。ゾーンの値は、この設定を無効
にします。必須、デフォルトは none。

round-robin enable
disable

クエリーに対する応答で、等価なレコードをラウンドロビンする

かどうかを制御します。等価なレコードとは、名前とタイプが同

一であるレコードです。クライアントは、セットの先頭レコード

だけを調べることが多いので、このアトリビュートを有効にする

と、負荷を分散でき、クライアントが休止ホストと通信し続ける

ことを防ぐことができます。必須、デフォルトは enable。

save-negative-cache-
entries

enable
disable

サーバが、負のクエリー結果のキャッシュ エントリを cache.db
ファイルに保存するかどうかを制御します。無効にすると、サー

バは、負のキャッシュ エントリを cache.db ファイルに保存する
代わりに、インメモリ キャッシュから外された、負のキャッシュ
エントリを破棄します。必須、デフォルトは enable。

scvg-ignore-restart-
interval

set
get

サーバの再起動によってクリア開始時間が再計算されない、秒単

位の間隔。必須、デフォルトは 2 時間。

scvg-interval set
get

クリアを有効にしている場合、ゾーンでクリアをスケジュールす

る、秒単位の間隔。同じアトリビュートのゾーン設定により、こ

の設定は無効になります。必須、デフォルトは 1 週間。

scvg-no-refresh-interval set
get

クリアを有効にしている場合、ダイナミック更新などの処理によ

り、レコード上のタイムスタンプがリフレッシュされない間隔

（秒単位）。同じアトリビュートのゾーン設定により、この設定は

無効になります。必須、デフォルトは 1 週間。

scvg-refresh-interval set
get

クリアを有効にしている場合、レコードでタイムスタンプをリフ

レッシュする間隔（秒単位）。同じアトリビュートのゾーン設定

により、この設定は無効になります。必須、デフォルトは 1 週間。

simulate-zone-top-
dynupdate

enable
disable

Windows 2000 ドメイン コントローラとの互換性のため、ゾーン
名に A レコードを追加またはゾーン名から A レコードを削除し
ようとするダイナミック更新パケットの処理時に、スタティック

またはダイナミックな名前の矛盾により生じる通常動作（拒否）

ではなく、更新が正常に行われたかのように応答します。ゾーン

名におけるレコードの更新は実際に行われませんが、応答では行

われたことを示します。必須、デフォルトは disable。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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slave-forward-retry-
time

set
get

DNS クエリーのスレーブ モードでの転送用。これらのクエリー
は再帰的であり、フォワーダが解決するために、さらに多くの時

間を要する場合があります。確実にすべてのフォワーダを試すに

は、この値を、request-expiration-time/（構成されているフォワー
ダの合計数 - 1）に設定する必要があります。このアトリビュー
トは、slave-mode が無効のときは適用されないことに注意してく
ださい。disable の場合、forward-retry-time が代わりに使用されま
す。必須、デフォルトは 30 秒。

slave-mode enable
disable

サーバを、キャッシュ内にないデータをフォワーダに完全に依存

するスレーブ サーバとして設定するかどうかを制御します。対
応するフォワーダを指定しないと、このアトリビュートは効果を

発揮しません。DNS 例外方式で、特定ドメインのスレーブ モー
ドを無効にできることに注意してください。必須、デフォルトは

disable。

subnet-sorting enable
disable

クライアントのサブネットに基づき、クエリーに対する応答でア

ドレス レコードの順序を変更するかどうかを制御します。クラ
イアントは、セットの先頭レコードだけを調べることが多いの

で、このアトリビュートを有効にすると、ネットワーク トラ
フィックをサブネットにローカライズできます。このアトリ

ビュートは、DNS サーバと同じサブネットに配置されているク
ライアントからのクエリーの応答だけに適用されます。必須、デ

フォルトは disable（BIND 4.9.7 で実装されているとおり）。

tcp-query-retry-time set
get
unset

TCP 接続での DNS クエリーの再試行時間（短縮された UDP パ
ケットへの応答）。この値は、request-expiration-time 値より小さ
くする必要があります。オプションで、デフォルトは 10 秒。

transfer-source-address set
get
unset

DNS サーバが他のサーバへ転送要求および SOA 要求を送信する
ときの送信元 IP アドレス。値を 0.0.0.0 にすると、オペレーティ
ング システムは、宛先に基づいて、最適なローカル アドレスを
使用します。オプションで、デフォルトなし。

transfer-source-port set
get
unset

DNS サーバが他のサーバへ転送要求および SOA 要求を送信する
ときの送信元 UDP ポート番号。値 0 は、ランダム ポートを使用
するよう指示します。unset の場合、クエリーはクエリーを受信
するポートから送信されます（local-port-num アトリビュートを
参照）。オプションで、デフォルトなし。

traps-enabled set
get
unset

このサーバで発行するよう構成するトラップを決定します。オプ

ションで、デフォルトなし。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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DNS ログ設定 表 2-20 は、log-settings アトリビュートで設定できるフラグの説明です。scavenge-details と tsig-details
の設定を除き、すべての設定がデフォルトで有効になっています。設定を変更したら、サーバのリ

ロードと再起動を行ってください。

update-acl set
get

サーバへの DNS 更新を許可するためのアクセス コントロール
リスト（ACL）。これよりも update-policy コマンドを使用してく
ださい（P.2-188 の「update-policy」を参照）。否定には ! 記号を
使用します。次に例を示します。

nrcmd> dns set update-acl=acl1,!acl2 

ACL のタイプについては、P.2-2 の「acl」を参照してください。
このアトリビュートをゾーン レベルで設定すると、サーバ設定
は無効になります。このアトリビュートは、前のリリースの

dynupdate-set アトリビュートに代わるものですが、その後、
update-policy コマンドに置き換えられました。オプションで、デ
フォルトは none です。

update-relax-zone-
name

enable
disable

ダイナミック更新で、ゾーン名レコードに関する、RFC 2136 の
制限の緩和を制御します。このアトリビュートでは、ゾーンの正

確な名前ではなく、権限があるゾーン内の任意の名前になってい

るゾーン名を更新で指定できます。必須、デフォルトは disable。

version get DNS サーバの現在のソフトウェア バージョンを取得します。読
み取り専用。

表 2-19 dns コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明

表 2-20 DNS ログ フラグ

フラグ ログ

activity-summary activity-summary-interval アトリビュートによって設定されている間隔（デ
フォルトは 5 分）におけるサーバ アクティビティ。

activity-summary サーバでのアクティビティの要約。activity-summary-interval アトリビュー
トを使用して、これらの要約が求められる間隔を調整できます。デフォル

トの間隔は 5 分です（dns set-activity-summary-interval を使用して、この
間隔を調整できます）。

config サーバ構成と初期化解除。

config-details 構成され前提とされたサーバ アトリビュートをすべて表示して、サーバ構
成中に詳細情報を生成します（デフォルトで無効）。

datastore サーバの組み込みデータベースにおける、さまざまなイベントを把握でき

るようにするデータ ストア処理。

ddns 高レベル ダイナミック更新メッセージ。

ddns-details DNS 更新によって追加または削除が行われたリソース レコード。

ddns-packets DNS 更新パケット。

ddns-refreshes Windows 2000 クライアント用にリフレッシュする DNS 更新（デフォルト
で無効）。

ddns-refreshes-details Windows 2000 クライアントの DNS 更新中にリフレッシュされたリソース
レコード（デフォルトで無効）。

ha-details ハイ アベイラビリティ（HA）DNS 情報の詳細なログを生成します。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    dns

2-81
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

キャッシング専用サーバの設定

DNS サーバをキャッシュ専用に構成するには、次の設定が必要です。

• メモリ内キャッシュを、オペレーティング システムの物理メモリ容量の範囲内で可能な最大値
まで増やします。そのためには、mem-cache-size 値を次のように設定します。
nrcmd> dns set mem-cache-size=200MB 

• 大きなキャッシュを使用するときはキャッシュの固定を無効にし、大きなキャッシュの保存が

必要な場合に、リロード時間が問題にならないようにしてください。次のようにして、

persist-mem-cache アトリビュートを無効にします。
nrcmd> dns disable persist-mem-cache 

• クエリーを特定のクライアントのみに制限するには、restrict-query-acl アトリビュートを設定し
ます。

nrcmd> dns set restrict-query-acl=myaccesslist 

サーバのフォワーダの定義

Network Registrar DNS サーバがフォワーダとして使用するネームサーバのアドレスを指定するに
は、dns addForwarder コマンドを使用します。複数のアドレスを指定する場合は、アドレス間を空
白で区切ります。

nrcmd> dns addForwarder 192.168.50.101 

incoming-packets 受信データ パケット。

lame-delegation デフォルトで有効になっている、不完全な委任イベント。このフラグを無

効にすると、不完全な委任が多く発生してログがいっぱいになることが防

止されることがあります。

notify NOTIFY トランザクション。

notify-packets NOTIFY パケット。

outgoing-packets 送信データ パケット。

query-errors DNS クエリーの処理中に発生したエラーの記録。

query-packets 受信クエリー パケット。

root-query ルート サーバからのクエリーと応答。

scavenge 動的リソース レコードのクリア。

scavenge-details クリアの詳細出力（デフォルトで無効）。

server-operations ソケットとインターフェイスに関するものなど、一般的な上位レベルの

サーバ イベント。

tsig トランザクション シグニチャ（TSIG）DNS 更新に関連するイベントの記
録。

tsig-details TSIG DNS 更新の詳細ログ（デフォルトで無効）。

xfer-in-packets 受信完全ゾーン転送（XFR）パケット。

xfer-out-packets 送信 XFR パケット。

xfr-in 受信完全ゾーン転送と差分ゾーン転送。

xfr-out 送信完全ゾーン転送と差分ゾーン転送。

表 2-20 DNS ログ フラグ（続き）

フラグ ログ
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サーバをスレーブとして指定するには、dns enable slave-mode コマンドを使用します。

nrcmd> dns enable slave-mode 

現在のフォワーダをリストするには、dns listForwarders コマンドを使用します。フォワーダのリス
トを編集するには、不要なフォワーダを削除してから、別のフォワーダを入力し直す必要がありま

す。フォワーダまたはフォワーダのリストを削除するには、dns removeForwarder コマンドを使用
します。

nrcmd> dns listForwarders 
nrcmd> dns removeForwarder 192.168.50.101 

ルート ネームサーバの追加

名前とアドレスによってルート ネームサーバを追加するには、dns addRootHint コマンドを使用し
ます。この操作は、サーバを誤ってリストから削除してしまった場合や、前回以降にリストの更新

があった場合にのみ行ってください。

nrcmd> dns addRootHint a.root-servers.net. 192.168.0.4 

ルート サーバをリストから削除するときは注意してください。いずれかのルートのアドレスを誤っ
て削除してしまったり、アドレスが変更されたことが分かった場合は、nslookup ツールを使用して
現象を調べます。

nslookup a.root-servers.net 

また、BIND の一部として dig ツールをインストールしている場合は、これを使用してルート サー
バ リストを更新できます。最後に、ftp.rs.internic.net サイトに FTP 接続すると、最新のルート リス
トを入手できます。

dig @a.root-servers.net . ns 
ftp ftp.rs.internic.net 
<login>
ls domain 
<roots list>

例外リストの追加および削除

利用可能な例外をリストするには、dns listExceptions コマンドを使用します。ここで例外ドメイン
とサーバを追加するには、dns addException コマンドを使用します。サーバは、アドレス間を空白
で区切ることで複数指定できます。このコマンドは、ローカル権限ゾーンの外側の名前について、

DNS サーバが標準の名前解決を使用しないようにする場合にだけ使用します。

nrcmd> dns listExceptions 
nrcmd> dns addException blue.example.com. 192.168.60.1 192.168.70.1 

解決例外を削除するには、dns removeException コマンドを使用します。解決例外を置き換えるに
は、この後に dns addException コマンドを新しい値とともに使用します。また、サーバがキャッ
シュにある古い解決の値を参照しないように、キャッシュをフラッシュする必要があります。

nrcmd> dns removeException blue.com. 
nrcmd> dns addException blue.com. 192.168.1.8 192.168.1.9 
nrcmd> dns flushCache 
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差分ゾーン転送の有効化と調整

特定の動作を設定していないすべてのゾーンについての差分転送をイネーブルにするには、dns
enable ixfr-enable コマンドを使用します。ixfr-enable アトリビュートは、デフォルトでイネーブル
になっています。

nrcmd> dns enable ixfr-enable 

IXFR をさらに細かく制御するには、次のコマンドを使用します。

• zone name disable ixfr：上書きしない限り、dns disable ixfr-enable コマンドからのグローバル値
を使用しない場合に単独のセカンダリ ゾーンの差分転送をディセーブルにします。
nrcmd> zone boston.example.com. disable ixfr 

• remote-dns ipaddr create および disable ixfr：指定したサーバが差分ゾーン転送を実行できない
ようにします。

nrcmd> remote-dns 192.168.1.15 create 
nrcmd> remote-dns 192.168.1.15 disable ixfr 

• dns set ixfr-expire-interval：完全ゾーン転送の後、差分転送を試行する間隔を秒数で定義します。
nrcmd> dns set ixfr-expire-interval=7000 

関連コマンド server、zone
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dns-interface
dns-interface コマンドは、Network Registrar DNS インターフェイスの追加、削除、および一覧表示
を実行します。DHCP インターフェイスは、サーバのイーサネット ネットワーク インターフェイ
ス カードやトークン リング ネットワーク インターフェイス カードなど、ハードウェア インター
フェイスの論理表現です。DNS サーバは構成されたアドレス情報を使用して、どのインターフェイ
スを使用してパケットの送受信を行うかを決定します。DNS サーバは、各インターフェイスと、そ
れらのインターフェイス上で利用可能なアドレスのリストを自動的に検出します。

dns-interface name create attribute=value [attribute=value...]

dns-interface name delete

dns-interface name enable attribute

dns-interface name disable attribute

dns-interface name set attribute=value [attribute=value...]

dns-interface name unset attribute=value

dns-interface name get attribute

dns-interface name show

dns-interface list

dns-interface listnames

文法説明 dns-interface コマンドのアトリビュートとその説明については、表 2-21 を参照してください。

dns-interface name create attribute=value ...

DNS インターフェイスを作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。このコ
マンドには、名前とアトリビュートの値が必要です。

dns-interface name delete 

DNS インターフェイスを削除します。 

dns-interface name enable attribute

指定された DNS インターフェイスのアトリビュートを有効にします。

dns-interface name disable attribute

指定された DNS インターフェイスのアトリビュートを無効にします。

dns-interface name set attribute=value

DNS インターフェイスの値にアトリビュートを設定します。

dns-interface name unset attribute=value

DNS のアトリビュートの値を設定解除します。

dns-interface name get attribute

指定された DNS インターフェイスのアトリビュートの明示的な値を取得します。

dns-interface name [show]

DNS インターフェイスに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

dns-interface list 

すべての DNS インターフェイスと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。
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dns-interface listnames

すべての DNS インターフェイスの名前を一覧表示します。

アトリビュート 表 2-21 は、dns-interface コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説
明しています。

関連コマンド dns

表 2-21 dns-interface コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address set
get
unset

DNS サーバが使用する 1 つまたは複数のインターフェイスの IP アド
レスとサブネット マスク。このアトリビュートに値を割り当てなかっ
た場合、そのインターフェイスは自動検出されたインターフェイスの

リストとの照合から除外されます。オプションで、デフォルトなし。

name create
set
get

DNS サーバが使用するインターフェイスの名前。

ip6address set
get
unset

DNS サーバが使用する 1 つまたは複数のインターフェイスの IPv6 ア
ドレスとプレフィックス長。このアトリビュートに値を割り当てな

かった場合、そのインターフェイスは自動検出されたインターフェイ

スのリストとの照合から除外されます。オプションで、デフォルトな

し。

port set
get
unset

DNS サーバが受信を行う UDP および TCP ポート番号。オプションで、
デフォルトはポート 53。
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dns-update-map
dns-update-map コマンドを使用すると、DNS 更新構成マップの定義と管理を行うことができます。
DNS 更新マップは、DHCP ポリシーと DNS ゾーン リストの間の更新関係を定義します。この更新
マップは、次のものを調整するよう設計されています。

• DNS サーバまたはハイ アベイラビリティ（HA）DNS サーバ ペア。

• DNS 更新 ACL または更新ポリシー。

• DHCP サーバまたはフェールオーバー サーバ ペア。

• DHCP ポリシーの選択。

更新マップは、DNS サーバが管理するすべてのプライマリ ゾーンと、DHCP サーバが管理するす
べてのスコープに適用されます。

dns-update-map name create dhcp-server dns-server dns-update-config [attribute=value...]

dns-update-map name delete

dns-update-map name set attribute=value [attribute=value...]

dns-update-map name unset attribute=value

dns-update-map name get attribute

dns-update-map name show

dns-update-map list

dns-update-map listnames

文法説明 dns-update-map コマンドのアトリビュートとその説明については、表 2-22 を参照してください。

dns-update-map name create dhcp-server dns-server dns-update-config [attribute=value ...] 

DNS 更新マップを作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。

dns-update-map name delete 

DNS 更新マップを削除します。 

dns-update-map name set attribute=value

DNS 更新マップの値にアトリビュートを設定します。

dns-update-map name unset attribute=value

DNS 更新マップの値を設定解除します。

dns-update-map name get attribute

指定された DNS 更新マップのアトリビュートの明示的な値を取得します。

dns-update-map name [show]

DNS 更新マップに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

dns-update-map list

すべての DNS 更新マップとそれらに割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

dns-update-map listnames

すべての DNS 更新マップとそれらに割り当てられているアトリビュートの名前だけを一覧表
示します。
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アトリビュート 表 2-22 は、dns-update-map コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を
説明しています。

関連コマンド dhcp-dns-update、dns

表 2-22 dns-update-map コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

dhcp-client-class set
get
unset

DHCP クライアントクラスの名前。オプションで、デフォルトな
し。

dhcp-named-policy set
get
unset

use-named-policy 値が dhcp-policy-selector アトリビュートに使用
されている場合、DHCP ポリシーの名前。オプションで、デフォ
ルトなし。

dhcp-policy-selector set
get

ポリシーの選択方法。オプションは、use-named-policy（デフォ
ルト）、use-client-class-embedded-policy、または 
use-scope-embedded-policy です。
必須、デフォルトは use-named-policy。

dhcp-servers set
get
unset

DHCP サーバまたは DHCP フェールオーバー サーバ ペアを含ん
でいるクラスタ。必須、デフォルトなし。

dns-config set
get

DNS 更新構成の名前（dhcp-dns-update コマンドを参照）。必須、
デフォルトなし。

dns-servers set
get
unset

DNS サーバまたは HA DNS サーバ ペアを含んでいるクラスタ。
必須、デフォルトなし。

dns-update-policy-list set
get
unset

DNS 更新ポリシーのカンマ区切りリスト（update-policy コマン
ドを参照）。オプションで、デフォルトなし。

dns-update-acl set
get
unset

このマップ内で DNS 更新構成（dns-config）によって参照される
ゾーンに適用される更新 ACL。set の場合、dns-update-policy-list
アトリビュートの値（存在する場合）は無視されます。どちらの

アトリビュートも設定されていなければ、単純な update-acl が構
築されます。その結果、単に dhcp-servers が DNS 更新を実行で
きるようになり、その際、単一の DHCP サーバまたはフェール
オーバー ペアの IP アドレスと dns-config アトリビュートからの
server-key （指定されている場合）が使用されます
（dhcp-dns-update コマンドを参照）。オプションで、デフォルト
なし。

name create
set
get

DNS 更新マップの名前。作成時に必須、デフォルトなし。
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exit
exit コマンドは、保存していないすべての変更をデータベースに書き込んでから、現在の nrcmd
セッションを終了します。Network Registrar が変更内容を保存できない場合は、エラー コードが表
示されます。quit コマンドは、exit コマンドと同じです。

exit

quit

（注） バッチ ファイルのコードの最終行は、明示的に exit コマンドにしてください。バッチ ファイルの
この行は、行末文字で終了します。

関連コマンド quit、save
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export
export コマンドは、Network Registrar DHCP サーバ情報と DNS サーバ情報をエクスポートします。

export addresses file=CSV-text-file 
[vpn=name]
[config=config-file]
[dhcp-only]
[time-ascii | time-numeric]

export addresses database=db-name user=username password=password [table=name]
[vpn=name]
[config=config-file]
[dhcp-only]
[time-ascii | time-numeric]

export hostfile [file] 

export leases {–client | –server} 
[–vpn name]
[–time-ascii | –time-numeric] file

export zone name {static | dynamic | both} file 

export zonenames {forward | reverse | both} file 

export key keyname file 

export keys file 

export option-set name file 

文法説明 export addresses file=CSV-text-file [vpn=name] [config=config-file] [dhcp-only]
[time-ascii | time-numeric]

カンマ区切り値（CSV）テキスト ファイルに（指定されている場合）、すべてのアクティブな
IP アドレスをエクスポートします。ファイルを省略すると、CSV 形式の出力が標準出力に書き
込まれます。

export コマンドの出力には、VPN 仕様を含めることができます。可能な値は、事前に定義され
た、有効な VPN 名、または予約語 global と all です。global は、定義されている VPN 内にな
い、すべてのアドレスを表します。all は、グローバル VPN も含めた、すべての VPN を表しま
す。VPN を省略した場合は、session set current-vpn コマンドで設定した現在の VPN が適用さ
れます。現在の VPN が定義されていない場合は、グローバル VPN が適用されます。Network
Registrar は、エクスポート ファイルの各出力行の末尾に、VPN の ID を追加します。

export addresses キーワードには、次の表記法を使用してください。

• 構成ファイル：存在する場合、デフォルトの構成ファイルは、.nrconfig です。デフォルト
ファイル以外の構成ファイルを使用するには、config キーワードを使用して構成ファイル
を指定します。構成ファイル内に [export-addresses] セクションがある場合、export コマン
ドは、デフォルト クラスタの代わりに、セクションで指定されているクラスタを使用しま
す。構成ファイルを省略すると、export addresses コマンドは、デフォルトの .nrconfig ファ
イルを検索します。これは、report コマンドが使用するものと同じ構成ファイルです。
Network Registrar は、最初に現在のディレクトリ内、次にホーム ディレクトリ内、最後に
install-path/conf ディレクトリ内でファイルを探します。最初に検索されたファイルが使用
されます。
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構成ファイルの各行の先頭は、文字 #（コメント）、大カッコ [ ] で囲まれたセクション ヘッ
ダー、パラメータ = 値のペアで始まります。パラメータ = 値のペアは、複数連続すること
もあります。次の例を参考にしてください。

[export addresses] 
clusters=machine1 username password, machine2 username password [...] 

Network Registrar は、各行から行頭の空白を取り除き、空白行を無視します。

• dhcp-only：このキーワードは、コマンドで DNS 情報ではなく DHCP 情報だけを出力しま
す。

• データベース テーブル：table キーワードは、コマンドがアドレス情報をエクスポートす
る先のデータベース テーブルを指定します。このキーワードを省略すると、Network
Registrar は、デフォルトのテーブル名 ip_addresses に書き込みます。export コマンドの実行
時に、指定したデータベースにテーブルがすでに存在する場合、Network Registrar は、ク
リアして列をリセットしてから、新しいデータを書き込みます。Network Registrar は、既
存テーブルをクリアする場合、警告や確認を表示しません。

• 日付と時刻：オプションの time-ascii キーワードと time-numeric キーワードは、日付と時
刻のフィールドを CSV テキスト ファイルに出力する方法、および対象データベースがタ
イムスタンプ データ型をサポートしない場合を指定します。デフォルトは time-ascii です。

export addresses database=db-name user=username password=password [table=name]
[vpn=name] [config=config-file] [dhcp-only]
[time-ascii | time-numeric]

すべてのアクティブな IP アドレスをデータベース テーブルにエクスポートします。export
addresses コマンドのデータベース出力形式については、『Network Registrar User’s Guide』を参
照してください。

export hostfile [file]

ホスト ファイルを、UNIX ホスト ファイル形式でサーバ内のすべてのゾーンから作成します。
反転ゾーンは無視されます。ホストファイル レコードは、A レコード、CNAME レコード、
HINFO レコードから作成されます。各ホスト ファイル レコードは、IP アドレス、FQDN、A
レコードと CNAME レコードから作成されたエイリアス、HINFO レコードから作成されたコメ
ントから構成されます。

export leases {–client | –server} [–vpn name] [–time-ascii | –time-numeric] file

すべての現行リースの状態を出力ファイルに書き込みます。export leases –client コマンドは、
リースされたリースのみをエクスポートします。export leases –server コマンドは、関連するク
ライアントを持つリースがあれば、それをエクスポートします。

nrcmd> export leases -client leaseout.txt 
nrcmd> export leases -server leaseout.txt 

–time-ascii オプションはリース時刻を、たとえば Apr 15 16:35:48 2002 のように、月、日、時刻、
年という形式の文字列として書き出します。–time-numeric オプションは、グリニッジ標準時
（GMT）の 1970 年 1 月 1 日深夜 0 時から経過した秒数を表す整数として、たとえば 903968580
のようにリース時刻を書き出します。

クライアント側エクスポートの場合、ファイルは、出力ファイルの名前、または標準出力の

ダッシュ（–）です。ダッシュと –server キーワードは併用できません。サーバ側エクスポート
では、ドット（.）などの英数字以外の文字はファイル名に使用できません。出力ファイル内の
エントリの構文については、『Network Registrar User’s Guide』を参照してください。
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（注） –client オプションおよび –server オプションを指定してエクスポートされたリースは、
DNS 更新も使用していてクライアントのホスト名が競合している場合は、異なる結果
を示すことがあります。これが発生するのは、–client オプションを指定してエクスポー
トしたリースが示すのはクライアントによって要求されたホスト名で、–server オプ
ションを指定してエクスポートしたリースが示すのは DNS 更新の実行にサーバが使用
したホスト名であるためです。

export zone name {static | dynamic | both} file

BIND ゾーン ファイル フォーマットのファイルに、指定された DNS ゾーンを書き込みます。
name は、データをファイルに書き込むゾーンです。次の例では、example.com ゾーンの内容が、
hosts.local ファイルにエクスポートされます。
nrcmd> export zone example.com. static hosts.local 

export zonenames {forward | reverse | both} file

特定のゾーン タイプ（転送、反転、またはその両方）のゾーン名だけをファイルにエクスポー
トします。

export key keyname file

クラスタに構成されている、1 つのトランザクション シグニチャ（TSIG）キーをファイルにエ
クスポートします。別のクラスタにインポートまたは BIND 構成にコピーできるように、BIND
構文でキー定義が生成されます。P.2-104 の「key」を参照してください。

export keys file

クラスタに構成されている、すべての TSIG キーをファイルにエクスポートします。別のクラ
スタにインポートまたは BIND 構成にコピーできるように、BIND 構文でキー定義が生成され
ます。

export option-set name file

指定された DHCP オプション セットをファイルにエクスポートします。

関連コマンド import、key、report
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extension
extension コマンドは、ユーザが作成した DHCP エクステンションを DHCP サーバに構成して統合
します。エクステンションとエクステンション ポイント プログラミングの詳細については、
『Network Registrar User’s Guide』を参照してください。エクステンションを構成する順序は、次の
とおりです。

1. Tcl、C、または C++ で拡張モジュールを書き込みます。

2. サーバ スクリプトのディレクトリにエクステンション ファイルを作成します。

3. extension コマンドを使用して DHCP サーバを構成し、エクステンションを認識させます。

4. dhcp attachExtension コマンドを使用して、エクステンションを 1 つまたは複数のエクステン
ション ポイントに追加します。

extension name create language file entry [init-args=value init-entry=value] 

extension name delete 

extension name set attribute=value [attribute=value…] 

extension name unset attribute 

extension name get attribute 

extension name [show] 

extension list

extension listnames

（注） サーバをリロードした場合に限り、DHCP サーバがエクステンションを読み取ります。このため、
エクステンションを変更した場合は、DHCP サーバをリロードする必要があります。

文法説明 extension コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-23 を参照してください。

extension name create lang file entry [init-args=value init-entry=value]

クライアントを作成し、オプションで初期エントリ ポイント アトリビュートを割り当てます。
コマンドライン アトリビュートは、次のとおりです。

• lang：エクステンションまたはモジュールを実装した言語。Tcl または Dex。必須、デフォ
ルトなし。

• file：絶対パス名による、インストールのディレクトリ エクステンションを基準にしたファ
イル名。ただし、2 つの連続したドット（..）を含めることはできません。必須、デフォル
トなし。

• entry：モジュールのエントリ ポイントの名前。この関数は、このモジュールが拘束されて
いるエクステンション ポイントから呼び出されます。この関数の引数は、サーバの実装に
固有です。必須、デフォルトなし。

• 初期エントリ ポイント アトリビュートについては、表 2-23 を参照してください。

次の例では、エントリ mytclentry がある Tcl ファイル tclfile1.tcl を使用して、ext1 というエクス
テンションが構成されます。

nrcmd> extension ext1 create Tcl tclfile1.tcl mytclentry 

extension name delete

エクステンションを削除します。
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extension name set attribute=value [attribute=value…]

エクステンションの 1 つまたは複数アトリビュートを設定します。

extension name unset attribute

エクステンションのアトリビュートの値を設定解除します。

extension name get attribute

エクステンションのアトリビュートの明示的な値を取得します。

extension name [show]

name によって識別されるエクステンションに割り当てられているすべてのアトリビュートの
値を表示します。

extension list 

すべてのエクステンションと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

extension listnames 

エクステンション名だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-23 は、extension コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明
しています。

関連コマンド dhcp

表 2-23 extension コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

entry set
get

モジュールのエントリ ポイントの名前。この関数は、このモジュール
が拘束されているエクステンション ポイントから呼び出されます。必
須、デフォルトなし。

file set
get
unset

絶対パス名による、インストールのディレクトリ エクステンションを
基準にしたファイル名。ただし、2 つの連続したドット（..）を含める
ことはできません。必須、デフォルトなし。

init-args set
get
unset

init-entry 関数に渡す引数。オプションで、デフォルトなし。

init-entry set
get
unset

init-entry ポイントの名前。設定すると、サーバがモジュールをロード
したとき、およびサーバがシャットダウンしたときに、Network
Registrar はこの関数を呼び出します。オプションで、デフォルトなし。

lang set
get

エクステンションやモジュールを実装した言語。

• Tcl：モジュールは Tcl エクステンション（tcl7.5）。

• Dex：モジュールは、C 呼び出しインターフェイスを含む共有オブ
ジェクト。

必須、デフォルトなし。
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failover-pair
failover-pair コマンドは、DHCP フェールオーバー サーバのペア間の関係を構成および管理します。

failover-pair name create main-server-address backup-server-address [attribute=value…]

failover-pair name delete 

failover-pair name set attribute=value [attribute=value…]

failover-pair name get attribute

failover-pair name unset attribute

failover-pair name show

failover-pair list

failover-pair name addMatch {vpn/} {address/mask}

failover-pair name removeMatches {vpn/} {subnet/mask}

failover-pair name listMatches 

failover-pair listnames

failover-pair name sync {update | complete | exact} attribute=value [attribute=value…]

アトリビュート 表 2-24 は、failover-pair コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説
明しています。

表 2-24 failover-pair コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

backup set
get
unset

このフェールオーバー ペアのバックアップ サーバを含んでいる
クラスタ。オプションで、デフォルトなし。

backup-pct set
get
unset

メイン サーバがバックアップ サーバに送信する必要がある使用
可能アドレスのパーセンテージ。この値は、メイン サーバ上で
定義する必要があります。バックアップ サーバ上で定義した場
合、値は無視されて構成のコピーが有効になります。ここで定義

した値は、スコープのデフォルト値として使用されます。ただ

し、明示的に別の値を設定した場合は除きます。オプションで、

デフォルトは 10%。

backup-server set
get

バックアップ サーバのプライマリ IP アドレス。識別値 0.0.0.0 は、
ローカル DHCP サーバを参照します。フェールオーバー プロト
コルは明示的な IP アドレスを使用し、メイン サーバとバック
アップ サーバは、どの IP アドレスをフェールオーバー ペアの定
義に使用するかについて一致している必要があります。したがっ

て、サーバのインターフェイスに関連付けられている多数のアド

レスから 1 つを選択するようサーバに任せるのではなく、明示的
な IP アドレスをユーザが指定することが必要です。作成では必
須、デフォルトなし。
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dynamic-bootp-backup-
pct

set
get
unset

スコープ上でダイナミック BOOTP が有効な場合、このアトリ
ビュートは、メイン サーバがバックアップ サーバへ送信する使
用可能アドレスのパーセンテージを指定します。この値は、メイ

ン サーバ上で定義する必要があります。バックアップ サーバ上
で定義した場合、値は無視されて構成のコピーが有効になりま

す。値を定義しなかった場合、または値を 0（ゼロ）に設定した
場合、システムは代わりに backup-pct 値を使用します。このアト
リビュートは、backup-pct とは異なります。スコープ上でダイナ
ミック BOOTP が有効な場合、PARTNER-DOWN 状態であって
も、サーバは他のサーバが使用可能なアドレスのリースを付与し

ません。サーバは、そのようなリースが再び使用可能になるとい

う前提では動作しません。MCLT アトリビュートをダイナミック
BOOTP リースで使用することはできません。オプションで、デ
フォルトなし。

failover enable
disable
get

このアトリビュートを有効にした場合、指定したフェールオー

バー オブジェクトがフェールオーバー用に構成されます。この
アトリビュートを無効にすると、接続したサブネットでのフェー

ルオーバーは、基本的な構成の変更なしには不可能になります。

オプションで、デフォルトは enable。

load-balancing-backup-
pct

set
get
unset

メイン サーバとの通常の通信中に、バックアップ サーバの応答
先となるクライアントのパーセンテージ。これを 0 より大きく設
定すると、RFC 3074 で定義されているフェールオーバー ロード
バランシングが有効になります。この値は、メイン サーバ上で
定義する必要があります。バックアップ サーバ上で定義した場
合、値は無視されて構成のコピーが有効になります。オプション

で、デフォルトは 0% です。この場合、フェールオーバー ロード
バランシングは無効になります。

main set
get
unset

このフェールオーバー ペアのメイン サーバを含んでいるクラス
タ。オプションで、デフォルトなし。

main-server set
get
unset

メイン サーバのプライマリ IP アドレス。識別値 0.0.0.0 は、ロー
カル DHCP サーバを参照します。フェールオーバー プロトコル
は明示的な IP アドレスを使用し、メイン サーバとバックアップ
サーバは、どの IP アドレスをフェールオーバー ペアの定義に使
用するかについて一致している必要があります。したがって、

サーバのインターフェイスに関連付けられている多数のアドレ

スから 1 つを選択するようサーバに任せるのではなく、明示的な
IP アドレスをユーザが指定することが必要です。必須、デフォ
ルトなし。

mclt set
get
unset

最大クライアント リード時間（MCLT）（秒単位）。MCLT は、ク
ライアントのリース期限満了を、どれだけバックアップ サーバ
よりも先行するかを決めるものです。この値は、メインとバック

アップの両方のサーバ上で定義し、両方のサーバで同じ値にする

必要があります。オプションで、デフォルトは 60分。

表 2-24 failover-pair コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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persist-lease-data-on-
partner-ack

enable
disable
get

このアトリビュートを true に設定すると、メイン サーバは、バッ
クアップ サーバが新しいリース情報を提供するたびに、Network
Registrar データベースを更新します。このアトリビュートを false
に設定すると、メイン サーバのパフォーマンスが向上します。し
かし、メイン サーバは、再起動されるとバックアップ サーバか
らのリース情報を失います。このため、メイン サーバは、現在
の時間に MCLT を加算した値を更新時間とする、同じリース期
間をすべてのクライアントに提供する場合があります。オプショ

ンで、デフォルトは enable。

poll-lease-hist-interval set
get
unset

リース履歴についてのポーリングの発生間隔を示す時間。このア

トリビュートを 0 に設定すると、リース履歴についてのポーリン
グが無効になります。オプションで、デフォルトなし。

poll-lease-hist-offset set
get
unset

ポーリングが発生する固定された時刻。たとえば、このオフセッ

トを 1h（午前 1 時）に設定し、間隔を 2h に設定すると、ポーリ
ングは毎日、午前 1 時を含む 2 時間おきに発生します。深夜 12
時を表すには 0 を使用します。オプションで、デフォルトなし。

poll-lease-hist-retry set
get
unset

ポーリングが失敗した場合に、再試行する回数。オプションで、

デフォルトなし。

poll-lease-hist-server-
first

set
get
unset

リース履歴について最初にポーリング対象とするサーバ。メイン

サーバかバックアップ サーバ。オプションで、デフォルトは
mainserver。

poll-subnet-util-interval set
get
unset

サブネット使用状況データについてのポーリングの発生間隔を

示す時間。この値を 0（ゼロ）に設定すると、サブネット使用状
況データについてのポーリングが無効になります。オプション

で、デフォルトなし。

poll-subnet-util-offset set
get
unset

サブネット使用状況データについてのポーリングが発生する固

定された時刻。たとえば、このオフセットを 1h（午前 1 時）に
設定し、間隔を 2h に設定すると、ポーリングは毎日、午前 1 時
を含む 2 時間おきに発生します。深夜 12 時を表すには 0 を使用
します。オプションで、デフォルトなし。

poll-subnet-util-retry set
get
unset

ポーリングが失敗した場合に、再試行する回数。オプションで、

デフォルトなし。

poll-subnet-util-server-
first

set
get
unset

サブネット使用状況データについてのポーリングの対象となる

最初のサーバ（mainserver または backupserver）。オプションで、
デフォルトは mainserver。

表 2-24 failover-pair コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン failover-pair コマンドを使用するには、メイン サーバとバックアップ サーバが相互の通信に使用す
るインターフェイスを明示的に指定する必要があります。それを行うには、main-server アトリ
ビュートと backup-server アトリビュートの中でそれらのインターフェイスの IP アドレスを指定し
ます。フェールオーバーは、サーバがクライアント要求にサービスするために使用する同じイン

ターフェイス上で構成する必要があります。2 つの追加アトリビュート、main と backup を使用す
ると、各サーバの属するクラスタを識別できます。sync コマンドを実行するには、これらの属性を
設定する必要があります。また、各クラスタが相互の同期化を有効にするように構成されているこ

とも確認してください。

関連コマンド dhcp

safe-period set
get
unset

このアトリビュートを設定する場合は、フェールオーバー ペア
の両方のサーバが、両者を結ぶネットワーク通信に障害が起きた

ときでも安全にリースの発行を続行できる時間の長さ（秒単位）

を指定してください。この指定により、オペレータのコマンドが

なくても、2 つのサーバのどちらかが PARTNER-DOWN 状態に
入ることができます。この値は、メイン サーバ上で定義する必
要があります。バックアップ サーバ上で定義した場合、値は無
視されて構成のコピーが有効になります。safe-period アトリ
ビュートを設定するには、use-safe-period アトリビュートを有効
にする必要があります。オプションで、デフォルトなし。

scope-template set
get
unset

当該フェールオーバー ペアに関連付けられているスコープ テン
プレート。オプションで、デフォルトなし。

use-safe-period set
get
unset

このアトリビュートを有効にすると、フェールオーバー ペアの
間でネットワーク通信に障害が起きたときに、2 つのサーバのど
ちらかを自動的に PARTNER-DOWN 状態にできます。 

この値は、メイン サーバ上で定義する必要があります。バック
アップ サーバ上で定義した場合、値は無視されて構成のコピー
が有効になります。

重複したアドレスを発行する危険があるため、use-safe-period は
デフォルトでは無効にされています。

表 2-24 failover-pair コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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group
group コマンドは、指定された管理者グループを構成します。管理者グループは、操作とデータへ
のアクセスを制御する 1 つまたは複数のロールへ admin を関連付けるために使用されます。

group name create [description=value]

group name delete 

group name set description=value

group name get description

group name unset description

group name [show]

group list

group listnames

group  enable

group disable

アトリビュート group コマンドは、次の 2 つのアトリビュートをサポートしています。

• name：グループに割り当てられる名前。必須、デフォルトなし。

• description：このグループの説明。オプション。

関連コマンド admin、role
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ha-dns-pair
メインとバックアップの DNS サーバ間でハイ アベイラビリティ関係の定義と管理を行うには、
ha-dns-pair コマンドを使用します。ha-dns-main-server アトリビュートと ha-dns-backup-server アト
リビュートは、サーバ同士が相互の通信に使用する IP アドレスを指定します。2 つの追加プロパ
ティ、main と backup に、sync コマンドを使用するための各サーバのクラスタ参照を設定する必要
があります。sync コマンドが正常に実行されるためには、参照されるクラスタも適切なクレデン
シャルを使用して構成されている必要があります。

ローカル モードで実行した場合は、from-regional sync オプションが適用されないことに注意してく
ださい。同期化オプション（from-regional、main-to-backup、backup-to-main）に関係なく、ha-dns-pair
で設定されたアトリビュートは、Complete モードまたは Exact モードでは常に、DNS サーバ オブ
ジェクト上に存在する値を置き換えます。管理者グループは、操作とデータへのアクセスを制御す

る 1 つまたは複数のロールへ admin を関連付けるために使用されます。

ha-dns-pair create main-cluster/address backup-cluster/address [attribute=value...]

ha-dns-pair delete 

ha-dns-pair enable attribute

ha-dns-pair disable attribute

ha-dns-pair set attribute=value

ha-dns-pair get attribute

ha-dns-pair unset attribute

ha-dns-pair [show]

ha-dns-pair list

ha-dns-pair listnames

ha-dns-pair sync {update | complete | exact} {from-regional | main-to-backup | backup-to-main}

アトリビュート 表 2-25 は、ha-dns-pair コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-25 ha-dns-pair コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

backup set
get
unset

この DNS HS ペア関係でのバックアップ サーバのクラスタ参照。
オプションで、デフォルトなし。

ha-dns enable
disable
get

DNS サーバでの HA DNS を有効または無効にします。オプショ
ンで、デフォルトは disable。

ha-dns-backup-server create
set
get

バックアップ サーバの IP アドレス。作成時に必須、デフォルト
なし。

ha-dns-main-server create
set
get

メイン サーバの IP アドレス。作成時に必須、デフォルトなし。

main set
get
unset

この DNS HS ペア関係でのメイン サーバのクラスタ参照。オプ
ションで、デフォルトなし。
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関連コマンド dns、dns-interface

name create
set
get

DNS HA ペア関係の名前。作成時に必須、デフォルトなし。

simulate-zone-top-
dynupdate

enable
disable
get

Windows 2000 ドメイン コントローラとの互換性のため、ゾーン
名に A レコードを追加またはゾーン名から A レコードを削除し
ようとするダイナミック更新パケットの処理時に、スタティック

またはダイナミックな名前の矛盾により生じる通常動作（拒否）

ではなく、更新が正常に行われたかのように応答します。ゾーン

名におけるレコードの更新は実際に行われませんが、応答では行

われたことを示します。オプションで、デフォルトは disable。

update-relax-zone-
name

enable
disable
get

ダイナミック更新で、ゾーン名レコードに関する、RFC 2136 の
制限の緩和を有効または無効にします。この機能では、ゾーンの

正確な名前ではなく、権限があるゾーン内の任意の名前になって

いるゾーン名を更新で指定できます。オプションで、デフォルト

は disable。

表 2-25 ha-dns-pair コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明
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help
help コマンドは、nrcmd プログラムのオンライン ヘルプを表示します。

help 

help command [section…] 

ヒント 画面バッファ サイズとウィンドウ サイズを設定すれば、ヘルプ項目の内容全体を表示できます。

文法説明 help 

引数を指定しないで help コマンドを入力すると、Network Registrar は、すべてのコマンドの一
覧を表示します。

help command [section…]

コマンド名を指定して help コマンドを実行すると、Network Registrar は、その名前のコマンド
のヘルプ ページを表示します。オプションで section アトリビュートを使用して、コマンド メッ
セージの指定したセクションに応答を制限できます。

セクション名は、次のとおりです。

• synopsis：コマンドの有効な構文

• description：コマンドの動作に関するテキストによる説明

• examples：コマンドの使用例

• properties：コマンド プロパティ（アトリビュート）の説明

• status：コマンドが返すステータス コードの説明 

次の例では、help コマンド用ヘルプ ファイルの synopsis セクションが出力されます。
nrcmd> help help synopsis 
100 Ok 
SYNOPSIS 
help 
help <cmd> [<section> ...] 
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import
import コマンドは、DHCP リース データまたは BIND named.boot ファイルを DNS サーバにインポー
トします。 

import keys file 

import leases file 

import named.boot file 

import named.conf file 

import option-set file 

（注） import コマンドを Windows で実行する場合でも、UNIX スタイルのパス名を使用してくだ
さい。 

正常な場合、import コマンドは、Network Registrar がファイルをインポートする前と後に
「100 Ok」と出力します。最初の「100 Ok」は、コマンドが、ロックの存在、ライセンス
の問題、コマンド構文エラーによって拒否されずに処理されていることを表します。次の

「100 Ok」は、コマンドが処理を正常に完了したことを表します。

リースをインポートする前に、次の手順を実行する必要があります。

1. scope コマンドを使用して、インポートするリースに対して DHCP サーバ内にスコープを設定
します。

2. インポートの 一部としてリースのホスト名を DNS にダイナミックに入力する場合、zone name
enable dynamic コマンドを使用して、DNS 更新を可能にするよう、DNS サーバ内にゾーンを設
定します。

3. dhcp enable import-mode コマンドを使用して、DHCP サーバをインポート モードに設定し、
リースのインポート中に DHCP サーバが他のリース要求に応答しないようにします。

4. リースのインポート後、dhcp disable import-mode コマンドを使用して、DHCP サーバのイン
ポート モードを終了し、DHCP サーバが他のリース要求に応答できるようにします。

DHCP サーバがリースを受け入れないか、通信上の障害によってリース パケットが削除される場合
があります。後者の場合、サーバはインポートを数回再試行し、約 1 分後に障害を報告します。イ
ンポートが失敗した場合は、DHCP サーバ ログ ファイルを調べて、エラーの原因となったリース
を見つけてください。その後、インポート ファイルを編集し、障害を起こしたリース エントリま
でのすべてのリース エントリ（障害を起こしたエントリも含む）を削除し、リースのインポートを
繰り返します。

文法説明 import keys file

キー ファイルをインポートします。キーのインポートでは、インポート ファイル内で検出さ
れた数のキーが生成されます。キーの詳細については、P.2-104 の「key」を参照してください。

import leases file

ファイル内のリースを DHCP サーバにインポートします。クライアントには、次のリース時間
のうち短い方が与えられます。

• インポート ファイル内のリース時間

• DHCP サーバの既存の構成を使用してリースを取得した場合にクライアントが受け取る

リース時間



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    import

2-103
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

たとえば、午後 2 時に、スコープが 1 時間リースに構成されているとします。インポートする
ファイルによると、リース時間は午後 5 時に期限満了します。このファイルをインポートした
後は、リースは 5 時ではなく 3 時に期限満了します。

インポート ファイルが DNS ゾーン名を指定する場合、サーバは、DNS の更新時に、そのゾー
ン名を使用しません。ファイルがホスト名を指定する場合、サーバは、DNS の更新時にそのホ
スト名を使用します。ただし、クライアント エントリまたはクライアントクラス エントリの
host-name 仕様によってホスト名が無効になった場合は除きます。

スコープに関連付けられたデフォルト以外のゾーンにクライアントのホスト名がある必要が

あることを DHCP サーバに示す唯一の方法は、クライアント エントリまたはクライアントクラ
ス エントリにそのゾーンを指定することです。

インポートされるリースの VPN は、インポート ファイルの各リース エントリの末尾に指定で
きます。VPN は、事前に定義する必要があります。P.2-127 の「owner」を参照してください。
VPN エントリが明示的に指定されていないすべてのリースは、現行（またはグローバル）VPN
に割り当てられます。

nrcmd> import leases LeaseIn 

import named.boot file

BIND 4.x.x named.boot ファイルをインポートします。これは、UNIX または Windows の、
/etc/named.boot ファイルなどのデータベース ファイルを指します。
nrcmd> import named.boot /etc/named.boot 

import named.conf file

BIND 8 または BIND 9 の named.conf ファイルをインポートします。これは、UNIX または
Windows の、/etc/named.conf ファイルなどのデータベース ファイルを指します。
nrcmd> import named.conf /etc/named.conf 

import option-set file

ファイルから DHCP オプション セットをインポートします（export option-set コマンドを使用
してオプション セットをエクスポートすることもできます）。たとえば、Preboot Execution
Environment（PXE）クライアント用のオプション セットをインポートするには、/examples/dhcp
ディレクトリにあるサンプル ファイルを修正し、インポートします。
nrcmd> import option-set /examples/dhcp/OptionSetPXE.txt 

関連コマンド dhcp、export、scope、zone
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key
key コマンドは DNS 更新、ゾーン転送、クエリー、および再帰用のトランザクション シグニチャ
（TSIG）キーの作成および管理を行います。TSIG セキュリティは、RFC 2845 で定義されているよ
うに、DNS サーバと DHCP サーバの両方で、DNS 更新を認証できます。TSIG セキュリティは、
HMAC-MD5（またはキー付き MD5）アルゴリズムを使用して、要求と応答の認証に使用されるシ
グニチャを生成します。DHCP サーバは、DNS 更新の処理中に、TSIG キーを使用して TSIG リソー
ス レコードを作成します。

DHCP サーバ上で TSIG セキュリティを構成するには、共有キーを作成してから、（dynamic-dns ア
トリビュートを update-all に設定することにより）スコープの DNS 更新を有効にする必要がありま
す。また、スコープの転送ゾーンまたは反転ゾーンで、あるいはサーバ レベルで、dynamic-dns-tsig
アトリビュートを有効にしてください。

（注） CLI は、フェールオーバー構成の両方の DHCP サーバに、キーを伝搬しません。これを実行するに
は、Web UI のフェールオーバー ツールを使用する必要があります。

key name create secret [attribute=value ...]

key name delete

key name set attribute=value 

key name unset attribute 

key name get attribute 

key name [show]

key list

key listnames

文法説明 key コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-26 を参照してください。

key name create secret [attribute=value ...]

キー名を共有秘密値に関連付けて、TSIG キーを作成します。RFC 2845 では、キーを使用する
ホストの名前を FQDN 形式連結して名前にすることが推奨されています。共有秘密値は、base64
エンコードとして入力してください。cnr_keygen ユーティリティを使用して、この形式でキー
秘密を生成できます（詳細については、『Network Registrar User’s Guide』を参照してください）。
キー作成の形式は次のとおりです。

nrcmd> key host-a.host-b.example.com. create 
"xGVCsFZ0/6e0N97HGF50eg==" algorithm=hmac-md5 type=tsig time-skew=300s 

key name delete

指定された TSIG キーを削除します。

key name set attribute=value ...

指定された TSIG キーのアトリビュートの値を設定します。

key name unset attribute

指定された TSIG キーのアトリビュートを設定解除します。
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key name get attribute

指定された TSIG キーのアトリビュートの明示的な値を取得します。

key name show

指定された TSIG キーのアトリビュートを表示します。

key list 

すべてのセキュリティ キーとそのアトリビュートを一覧表示します。

key listnames 

TSIG キーの名前だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-26 は、key コマンドのアトリビュートについて説明しています。

関連コマンド acl、dhcp、dns、export、scope、zone

表 2-26 key コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

algorithm set
get

メッセージの署名に使用する暗号化アルゴリズム。RFC 2845 および
Network Registrar では、HMAC-MD5 暗号化だけがサポートされていま
す。必須、デフォルトは hmac-md5。

id set
get

トランザクション シグニチャ（TSIG）キーの整数の識別子を提供しま
す。

secret set
get

メッセージ シグニチャの生成に使用する共有秘密。秘密が長いほど、
暗号化は安全になります。必須、デフォルトなし。

security-type set
get

使用するセキュリティのタイプ。RFC 2845 および Network Registrar で
は、TSIG のみがサポートされています。必須、デフォルトは TSIG。

time-skew set
get
unset

署名時刻で許可される誤差の秒数。クライアント上で TSIG レコードを
追加した時点と、サーバがそれを受け取った時点との間の時刻の差と

して許容される量（+ または –）です。オプションで、デフォルトは
300 秒（5 分）。

（注） 2 つのサーバ間で、クロックがこの時間のずれの範囲内に収
まっていることを確認してください。
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ldap
ldap コマンドは、リモート Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバを Network Registrar
に関連付け、アトリビュートを設定します。

ldap server create hostname [attribute=value…] 

ldap server delete

ldap server enable attribute 

ldap server disable attribute 

ldap server set attribute=value [attribute=value…] 

ldap server unset attribute 

ldap server get attribute 

ldap server setEntry dictionary key=value 

ldap server unsetEntry dictionary key

ldap server getEntry dictionary key 

ldap server [show] 

ldap list

ldap listnames

使用法のガイドラインについては、『Network Registrar User’s Guide』の「Configuring Clients and
Client-Classes」を参照してください。

文法説明 ldap コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-27 を参照してください。

ldap server create hostname [attribute=value…]

hostname で LDAP サーバの名前エントリを作成し、オプションでアトリビュートに値を割り当
てます。次の例では、myserver.mycompany.com というホスト名で、LDAP サーバ オブジェクト
myserver が作成されます。
nrcmd> ldap myserver create myserver.mycompany.com 

ldap server delete

LDAP サーバのエントリを削除します。
nrcmd> ldap myserver delete 

ldap server enable attribute

LDAP サーバのアトリビュートを有効にします。アトリビュートを有効にしたら、値を設定で
きます。

ldap server disable attribute

LDAP アトリビュートを無効にします。

ldap server set attribute=value [attribute=value…]

LDAP サーバの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

ldap server unset attribute

LDAP アトリビュートの値を設定解除します。
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ldap server get attribute

LDAP サーバのアトリビュートの値を表示します。

ldap server setEntry dictionary key=value

LDAP サーバ構成内でさまざまなディクショナリ プロパティの要素の設定、照会、およびクリ
アを行うには、setEntry コマンド、getEntry コマンド、および unsetEntry コマンドを使用しま
す。このディクショナリ プロパティでは、文字列キーから文字列値への、便利なマップが提供
されます。dictionary の値は、次のとおりです。

create-dictionary：LDAP アトリビュートを DHCP リース アトリビュートにマップします。
エントリが存在しない場合は、対応する DHCP リース アトリビュートの値に、このディク
ショナリのエントリが設定されます。オプションで、デフォルトなし。次の例を実行します。

nrcmd> ldap ldap-server setEntry create-dictionary a=apple 

create-string-dictionary：ユーザが指定した文字列に LDAP アトリビュートをマップしま
す。エントリが存在しない場合は、このディクショナリ内のエントリが、適合する文字列
に設定されます。オプションで、デフォルトなし。

env-dictionary：サーバは、追加の LDAP アトリビュートとクライアント アトリビュート
を取得できます。クエリーの結果に含まれている場合は、要求の環境ディクショナリによ
り、値をスクリプトで使用できます。クエリー環境ディクショナリの値により、LDAP の
値がキーになります。オプションで、デフォルトなし。

query-dictionary：LDAP アトリビュートの名前と DHCP アトリビュートの間のマッピング。
サーバは、ディクショナリで指定されている、すべての LDAP アトリビュートを取得しよ
うとします。クエリーが成功すると、サーバは、返された LDAP アトリビュートの値を対
応するクライアント アトリビュートに設定します。オプションで、デフォルトなし。
このアトリビュートは、LDAP アトリビュート名と組み込みポリシーのマップも制御しま
す。embedded-policy の値に関連付けられた LDAP アトリビュート名は、組み込みポリシー
の作成に使用されます。サーバは、特定の LDAP アトリビュート名を検出すると、クライ
アント組み込みポリシーのエンコードであるかのように、アトリビュート データをデコー
ドします。LDAP 構成の詳細については、『Network Registrar User’s Guide』を参照してくだ
さい。

update-dictionary：LDAP アトリビュートを DHCP リース アトリビュートにマップします。
LDAP オブジェクトが修正されると、このディクショナリ内に存在する各 LDAP アトリ
ビュートは、対応する DHCP リース アトリビュートの値に設定されます。オプションで、
デフォルトなし。

ldap server unsetEntry dictionary key

ディクショナリのアトリビュートの値を設定解除します。サブコマンド オプションについて
は、setEntry 構文の説明を参照してください。
ncrmd> ldap ldap-server unsetEntry create-dictionary c 

ldap server getEntry dictionary key

LDAP サーバ構成内のさまざまなディクショナリから情報を取得します。サブコマンド オプ
ションについては、setEntry 構文の説明を参照してください。
ncrmd> ldap ldap-server getEntry create-dictionary b 

ldap server [show]

指定された LDAP サーバのアトリビュートの値を表示します。

ldap list 

リモート LDAP サーバの名前、および割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

ldap listnames 

リモート LDAP サーバの名前だけを一覧表示します。
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アトリビュート 表 2-27 は、ldap コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

表 2-27 ldap コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

can-create enable
disable
unset

LDAP サーバが新しいエントリを作成してリース状態の更新を
保存できるかどうかを制御します。オプションで、デフォルトは

disable。

can-query enable
disable
unset

クライアント クエリーに LDAP サーバを使用するかどうかを制
御します。オプションで、デフォルトは disable。

can-update enable
disable
unset

LDAP サーバを使用して、リース状態の更新を保存するかどうか
を制御します。オプションで、デフォルトは disable。

connections set
get
unset

Network Registrar LDAP 機能はマルチスレッドです。各 LDAP オ
ブジェクトには、構成可能な数の接続が関連付けられています。

Network Registrar は、LDAP オブジェクトで構成されている接続
ごとに 1 つのスレッドを作成し、各スレッドでは、最大数の
LDAP 要求を、要求キューに関連付けることができます
（limit-requests アトリビュートを有効にして、max-requests アトリ
ビュート値を設定します）。connections アトリビュートは、本来
は、パフォーマンス調整パラメータです。場合によっては、複数

の接続によって全体的なスループットが向上する場合がありま

す。その数は、LDAP サーバの負荷によって異なります。LDAP
を使用する多くのアプリケーションでは、5 個の接続が適切で
す。LDAP を使用する Network Registrar では、25 個の接続が適切
です。オプションで、デフォルトは 1 つの接続。

create-object-classes set
get
unset

can-create アトリビュートを有効にしている場合、ディレクトリ
で新しく作成したエントリによって継承される、オブジェクト

クラスの Network Registrar 名。オプションで、デフォルトなし。

default-attribute-value set
get
unset

リース アトリビュートが一致しない、作成ディクショナリまた
は更新ディクショナリ内で列挙される LDAP アトリビュートに
割り当てられる文字列。この LDAP アトリビュートは、作成ディ
クショナリと更新ディクショナリで一覧できます。値を省略する

と、Network Registrar は、文字列 default を使用します。オプショ
ンで、デフォルトは default。

dn-attribute set
get
unset

サーバは、LDAP オブジェクトの認定者名（DN）を構築して、い
ずれかのリース アトリビュートから更新（または作成）できる
場合、dn-format 文字列を使用して、指定された dn-attribute を
フォーマットし、修正する LDAP サーバを指定するオブジェク
ト フィルタを構築します。オプションで、デフォルトなし。

dn-create-format set
get
unset

エントリ作成用の認定者名（DN）。エントリ レベルでは % が必
要であり、これは、dn-attribute の値で置き換わります。いずれか
のリース アトリビュートから作成される LDAP オブジェクトの
DN を構築できる場合、サーバは、dn-format 文字列を使用して、
指定された dn-attribute をフォーマットします。オプションで、デ
フォルトなし。
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dn-format set
get
unset

エントリ修正用の dn-attribute をフォーマットします。エントリ
レベルでは % が必要であり、これは、dn-attribute の値で置き換
わります。いずれかのリース アトリビュートから更新される
LDAP オブジェクトの DN を構築できる場合、サーバは、dn-format
文字列を使用して、指定された dn-attribute をフォーマットし、ク
エリー フィルタを構築します。オプションで、デフォルトなし。

hostname set
get
unset

LDAP サーバのホスト名。作成では必須、デフォルトなし。

limit-requests enable
disable
unset

LDAP クライアント接続ごとに、未処理クエリーの数を制限する
かどうかを制御します。オプションで、デフォルトは enable。

max-referrals set
get
unset

クエリー時にサーバが従う LDAP 照会の数を制限します。値を
ゼロにすると（デフォルト）、照会には従いません。オプション

で、デフォルトの照会は 0 です。

max-requests set
get
unset

ldap enable limit-requests の場合、1 つの LDAP 接続の未処理ク
エリーの数を制限します。未処理クエリー数を制限すると、パ

フォーマンスを改善し、LDAP サーバが溢れるのを避けることが
できます。たとえば、LDAP サーバで 100 の要求を処理できる場
合は、max-requests=20 と connections=5 に設定すると適切です。
パラメータを 1 つずつ調整し、結果を監視してください。オプ
ションで、デフォルトは 20。

password set
get
unset

DHCP が使用するディレクトリの一部にアクセスするユーザの
パスワード。匿名アクセスを許可するように LDAP サーバを構
成できるため、オプションです。オプションで、デフォルトなし。

port set
get
unset

リモート LDAP サーバのポート。オプションで、デフォルトなし。

preference set
get
unset

正の整数として指定する、LDAP サーバの優先順位。1 が、最高
の優先順位値です。オプションで、デフォルトは 1。

query-timeout set
get
unset

DHCP サーバが、それぞれの LDAP クエリー要求に対する応答を
待機する秒数。クエリー要求のタイムアウト後、DHCP サーバは
その要求を削除して、別の LDAP 接続またはサーバでも要求の
再処理を行いません。timeout アトリビュートは、LDAP 更新要
求および LDAP 作成要求のタイムアウトを構成することに注意
してください。オプションで、デフォルトは 3 秒。

referral-attr set
get
unset

LDAP 応答が照会されることを示す場合がある LDAP アトリ
ビュートの名前。オプションで、デフォルトなし。照会には、ク

エリーする DN が含まれる場合も含まれない場合もあります。

• DN が存在する場合（現行サーバはこれを前提）、照会に従う
クエリーのワイルドカード検索スコープに伴う検索パスと

して使用されます。

• DN が存在しない場合、照会アトリビュート内のデータが照
会フィルタでフォーマットされて検索パスが構築され、既存

の検索スコープが使用されます。

表 2-27 ldap コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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referral-filter set
get
unset

referral-attr アトリビュートに DN が含まれない場合、照会アトリ
ビュートのデータが、このフィルタ式でフォーマットされて検索

パスが構築され、LDAP サーバの既存検索スコープが使用されま
す。オプションで、デフォルトなし。

search-filter set
get
unset

クライアントエントリ クエリー内で適用する検索フィルタ。
サーバは、このフィルタを使用してクライアントの MAC アドレ
スをフォーマットし、クライアントエントリ データを含むオブ
ジェクトを指定します。エントリ レベルのオプションの % は、
dn-attribute の値で置き換わります。オプションで、デフォルトな
し。

search-path set
get
unset

クエリーの開始点として使用する、ディレクトリ内のオブジェク

トの名前。search-path アトリビュートと search-scope アトリ
ビュートは、ともにサーバが検索するディレクトリの一部分を制

御します。エントリ レベルのオプションの % は、dn-attribute の
値で置き換わります。オプションで、デフォルトなし。

search-scope set
get
unset

検索のスコープ。オプションで、デフォルトは subtree。次のう
ちいずれかの値にできます。

• subtree：サーバは、検索パスのすべての子を検索します（デ
フォルト）。

• onelevel：サーバは、ベース オブジェクトのすぐ下の子だけ
を検索します。

• base：サーバは、ベース オブジェクト自体だけを検索します。

threadwaittime set
get
unset

未処理のクエリーや更新がある場合、それぞれの LDAP 接続が
結果をポーリングし、クエリー、更新、および作成を処理する間

隔（ミリ秒単位）。オプションで、デフォルトは 100 ミリ秒。

timeout set
get
unset

DHCP サーバが、それぞれのクエリーに対する応答を待機する秒
数。クエリーがタイムアウトになると、サーバは、別の LDAP
サーバ接続を再試行するか、または別の接続がない場合はクエ

リーを削除することがあります。クエリーのタイムアウト値は、

更新のタイムアウト値より小さいことに注意してください。オプ

ションで、デフォルトは 10 秒。LDAP クエリー操作では、別の
query-timeout アトリビュート（低表示レベル）が、デフォルトで
3 秒に設定されています。

update-search-attribute set
get
unset

DHCP サーバは、更新するオブジェクトの DN を直接判断できな
い場合、クエリーを発行して DN を取得する必要があります。こ
の場合、サーバは、リースの search-attribute アトリビュートの
データを使用し、update-search-filter アトリビュートを使用して
フォーマットします。オプションで、デフォルトなし。

update-search-filter set
get
unset

update-search-attribute アトリビュートをフォーマットします。%
は必須であり、dn-attribute の値で置き換わります。オプション
で、デフォルトなし。

update-search-path set
get
unset

サーバが更新する LDAP オブジェクトを含むディレクトリの部
分の開始点。update-search-path と update-search-scope は、ともに
更新するオブジェクトを含むディレクトリの一部分を制御しま

す。オプションで、デフォルトなし。

表 2-27 ldap コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド dhcp

update-search-scope set
get
unset

update-search-path と update-search-scope は、ともに更新するオブ
ジェクトを含むディレクトリの一部分を制御します。オプション

で、デフォルトなし。スコープは、次のいずれかです。

• subtree：サーバは、検索パスのすべての子を検索します。

• onelevel：サーバは、ベース オブジェクトのすぐ下の子だけ
を検索します。

• base：サーバは、ベース オブジェクト自体だけを検索します。

username set
get
unset

DHCP が使用するディレクトリの一部にアクセスするユーザの
DN。匿名アクセスを許可するように LDAP サーバを構成できる
ため、オプションです。オプションで、デフォルトなし。

表 2-27 ldap コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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lease
クラスタ内で現在の DHCP リースの表示と操作を行うには、lease コマンドを使用します。lease コ
マンドのすべてのアトリビュートは読み取り専用であり、すべての動作はすぐに効果が現れます。

ipaddress の値は、単純な IP アドレスにできます。あるいは、vpnname/ipaddress という構文で、VPN
を組み込むことができます。P.2-127 の「owner」を参照してください。このコマンドでは、サーバ
をリロードする必要はありません。

lease address activate 

lease address deactivate

lease address send-reservation

lease address delete-reservation

lease address force-available

lease address get-scope-name

lease address macaddr

lease address get attribute 

lease address [show] 

lease list 

lease list –lansegment address mask 

lease list –macaddr macaddress 

lease list –subnet address mask 

文法説明 lease コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-28 を参照してください。

lease address activate

リースをアクティブにしますが、使用不可としてマークされているリースの状態は変更しませ

ん。ipaddress の値には、次のようにスラッシュで区切ったフォーマットで、アドレスの VPN
を含めることができます。

vpnname/ipaddress

アドレスの前に VPN がない場合は、session set current-vpn によって設定される値が適用され
ます。P.2-171 の「session」を参照してください。現行 VPN が設定されていない場合は、グロー
バル VPN となります。
nrcmd> lease 192.168.1.9 activate 

lease address deactivate

リースの付与または更新を防止しますが、リースの状態は変更しません。

lease address send-reservation

サーバをリロードしないで、既存の予約をサーバにすぐに送信します。このキーワードは、scope
name addReservation コマンドと併用してください。

lease address delete-reservation

サーバをリロードしないで、DHCP サーバから既存の予約をすぐに削除します。内部 nrcmd
データベースからリースを削除するには、このコマンドの後で scope name removeReservation
コマンドを実行します。
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lease address force-available

リースが使用不可としてマークされていても、現在保持されているリースを使用可能にしま

す。force-available 処理を使用すると、IP アドレス割り当ての完全性が損なわれることがある
ので、このキーワードの使用前に、リースを保持しているクライアントがリースの使用を止め

たことを確認してください。

lease address get-scope-name

リースが属するスコープを表示します。

lease address macaddr

リースに関連付けられた最新の MAC アドレスを表示します。このリースに MAC アドレスが
関連付けられていない場合、またはリースが使用不可になっている場合、Network Registrar は、
エラーメッセージ「302 Not Found」を表示します。

lease address get attribute

リースのアトリビュートの明示的な値を取得します。

lease address [show]

特定のアドレスのリース アトリビュートを表示します。

lease list 

すべての VPN にある、すべてのリースを一覧表示します。このコマンドに、VPN 修飾子がな
いことに注意してください。

lease list –lansegment ipaddress mask

アドレスとマスクのプライマリ スコープにある、すべてのリースを含めた、LAN セグメント
のすべてのリースを一覧表示します。プライマリ スコープでアドレスとマスクが一致するセカ
ンダリ スコープのすべてのリースも含まれます。

lease list –macaddr macaddress

指定された MAC アドレスに関連付けられた、すべてのリースを一覧表示します。次は、MAC
アドレスの有効な形式の例です。

• 1,6,00:d0:ba:d3:bd:3b

• 00:d0:ba:d3:bd:3b

• 00d0bad3bd3b

lease list –subnet ipaddress mask

ネットワーク アドレスとマスクの DHCP サブネットにある、すべてのリースを一覧表示しま
す。

アトリビュート 表 2-28 は、lease コマンドのアトリビュートと値について説明しています。すべて読み取り専用ア
トリビュートです。

表 2-28 lease コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address get 作成時に追加されたリースの IP アドレス。

client-binary-client-id get クライアントの MAC アドレスのバイナリ形式（存在する場合）。
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client-dns-name get クライアントの DNS サーバにこの名前を入力しようとした（正
常と考えられる）DHCP サーバ。client-host-name アトリビュート
に関連しますが、DNS サーバ データベース内で名前が一致しな
いため、同一ではありません。

client-domain-name get クライアントの DNS 名が属するドメイン（存在する場合）。

client-flags get client-flags アトリビュートの値は、次のフラグのうちいずれかで
す。

• client-dns-name-up-to-date：クライアント DNS 名（A レコー
ド）が、DNS サーバ データベース内で現行です。

• client-id-created-from-mac-address：クライアント ID は、ク
ライアントの提供した MAC アドレスから内部使用のために
作成されました。これに該当する場合は、サーバは報告しま

せん。

• dns-update-pending：このクライアントの DNS 操作が保留に
なっています。

• in-limitation-list：表示される制限 ID で、リースが制限リス
トに現在入っています。

• reverse-dns-up-to-date：反転（PTR レコード）DNS エントリ
が、DNS データベースで現行になっています。

client-host-name get クライアントが、DHCP サーバの場所を DNS サーバに要求した
DNS 名。

client-id get クライアントが指定するクライアント ID。または 
client-id-created-from-mac-address が client-flags で設定されている
場合は、DHCP サーバがこのクライアント用に合成するクライア
ント ID。

client-last-transaction-
time

get クライアントが DHCP サーバとコンタクトした最新日時。

client-mac-addr get クライアントが DHCP サーバに提示した MAC アドレス。

client-os-type get リースを受けたクライアントのオペレーティング システム。こ
のアトリビュートは、updateSms キーワードだけによって使用さ
れ、それ以外の目的はありません。フェールオーバーを有効にし

ている場合、メイン サーバは、この値をバックアップ サーバに
転送します。このアトリビュート値の構文は、

OS-name major.minor です。

他に次の例があります。LANMAN Server、LANMAN Workstation、
MAC OS、Microsoft Windows、Microsoft Windows 2000 Professional、
Microsoft Windows 95、Microsoft Windows 9x、Microsoft Windows
for Workgroups、Microsoft Windows NT Advanced Server、Microsoft
Windows NT Server、Microsoft Windows NT Workstation 3.51、
Microsoft Windows NT Workstation 4.0、Netware、OS/2。

expiration get リースの期限満了日時。

表 2-28 lease コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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flags get リースのフラグは、backup、deactivated、dynamic、または reserved
です。

• backup：このリースの状態は、このリースに関するバック
アップを担当するサーバによって記録されました。

• deactivated：リースが無効です。つまり、使用できません。
無効なリースを使用したクライアントは、次に更新しようと

すると、NAK を受信します。

• dynamic：send-reservation コマンドによって作成されたため、
リースだけを認識するサーバにより、リースが最後に書き込

まれました。

• reserved：リースが、ある MAC アドレスに予約されていま
す。MAC アドレスをリースに関連させるテーブルは、スコー
プ内にあります。

フラグには、initialized、valid、failover-updated も含まれることが
あります。

lease-renewal-time get クライアントがリース更新を発行すると予想される最小時間。

limitation-id get この値は、同時にアクティブにできるリースの数に最大制限があ

るリースに関係します。クライアントまたはクライアントクラス

で定義されます。

relay-agent-circuit-id get 応答のリースで保存されている DHCP relay-agent オプションの
circuit-id サブオプション データにアクセスし、そのデータを操
作します。

relay-agent-option get 最近対話したクライアントの DHCP relay-agent-info オプション
の内容。

relay-agent-radius-class get DHCP relay-agent-info オプションの RADIUS アトリビュートの
サブオプションに含まれている RADIUS クラス アトリビュート
の内容。

relay-agent-radius-
pool-name

get DHCP relay-agent-info オプションの RADIUS アトリビュートの
サブオプションに含まれている RADIUS framed-pool アトリ
ビュートの内容。

relay-agent-radius-user get DHCP relay-agent-info オプションの RADIUS アトリビュートの
サブオプションに含まれている RADIUS ユーザ アトリビュート
の内容。

relay-agent-remote-id get 応答のリースで保存されている relay-agent-remote-id データのア
クセスと操作。

relay-agent-server-id-
override

get DHCP relay-agent-info オプションの server-id-override サブオプ
ションの IP アドレス。

relay-agent-subnet-
selection

get DHCP relay-agent-info オプションの subnet-selection サブオプショ
ンの IP アドレス。

relay-agent-subscriber-
id

get DHCP relay-agent-info オプションの subscriber-id サブオプション
の内容。

relay-agent-vpn-id get DHCP relay-agent-info オプションの vpn-id サブオプションの内
容。VPN ID 形式の説明は、表 2-52 を参照してください。

表 2-28 lease コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド dhcp、lease-notification、owner、scope、session

start-time-of-state get 状態が、現在の値に最後に変更された日付と時刻。リースがいつ

使用不可になったかを判断するには、このアトリビュートを使用

します。

state get リースの現在の状態。次のいずれかです。

• available：現在、クライアントにリースされていません。ク
ライアント情報は、リースした最新のクライアント、または

このリースを提供された最新のクライアントのものです。

• expired：クライアントがリースを更新せず、リースが期限
満了しました。期限満了時に、DHCP サーバは、クライアン
トの DNS 情報の削除をスケジュールします。

• leased：現在、クライアントにリースされており、クライア
ントの情報がリースに表示されます。

• offered：関連するクライアントに提供されています。多くの
場合、クライアントへのリースの提供に関する情報は、デー

タベースに書き込まれません。この情報を含む安定した記憶

域を更新する必要がないためです。

• other-available：フェールオーバーを有効にしている場合に
限り、使用されます。この状態のリースは、フェールオー

バーの組になっている、他のサーバによる割り当てに使用で

きますが、このサーバによる割り当てには使用できません。

• released：クライアントがリースをリリースしましたが、サー
バは、リース猶予期間を適用するように構成されています。

リースは、猶予期間が期限満了するまで使用できません。

• pending-available：フェールオーバーを有効にしている場合
に限り、使用されます。このサーバが、使用可能な状態を別

のサーバとすぐに同期できる場合、この状態のリースは使用

できます。

• unavailable：リースは使用不可です。何らかの矛盾があるた
め、使用不可になっています。ping を試すことにより、別の
クライアントが IP アドレスをすでに使用していることが明
らかになることがあります。また、別の DHCP サーバがこの
リースを配布していることを、DHCP サーバが認識すること
もあります。

vendor-class-id get クライアントによって指定されるクライアント ID。

vpn-id get VPN の識別子（存在する場合）。

表 2-28 lease コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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lease6
クラスタ内で現在の DHCP リースの表示と操作を行うには、lease6 コマンドを使用します。lease コ
マンドのすべてのアトリビュートは読み取り専用であり、すべての動作はすぐに効果が現れます。

ip6address 値は、リースの IPv6 アドレスです。そのアドレスが存在する VPN があれば、その VPN
名を前に付加することもできます。

lease6 [vpn-name] ip6address activate 

lease6 [vpn-name] ip6address deactivate

lease6 [vpn-name] ip6address force-available

lease6 [vpn-name] ip6address get attribute 

lease6 [vpn-name] ip6address [show] 

lease6 list 

文法説明 lease コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-29 を参照してください。

lease6 [vpn-name] ip6address activate

リースをアクティブにしますが、使用不可としてマークされているリースの状態は変更しませ

ん。ip6address 値の前には、そのアドレスが存在する VPN を付加するか、明示的に定義されて
いない VPN を示すためにキーワード global を付加できます。それらを付加しない場合は、
session set current-vpn によって設定された値が適用されます（P.2-171 の「session」を参照）。

lease6 [vpn-name] ip6address deactivate

リースの付与または更新を（たとえ使用可能な状態でも）防止しますが、リースの状態は変更

しません。現在リースされているリースを非アクティブにしても、リースの動作は、期限満了

となって再び使用可能になるまで影響を受けません。

lease6 [vpn-name] ip6address force-available

リースを、強制的に使用可能な状態にします。force-available 処理を使用すると、IP アドレス
割り当ての完全性が損なわれることがあるので、このキーワードの使用前に、リースを保持し

ているクライアントがリースの使用を止めたことを確認してください。

lease6 [vpn-name] ip6address get attribute

リースのアトリビュートの明示的な値を取得します。

lease6 [vpn-name] ip6address [show]

特定のアドレスのリース アトリビュートを表示します。

lease6 list 

DHCP サーバ内のすべての DHCPv6 リースを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-29 は、lease6 コマンドのアトリビュートと値について説明しています。すべて読み取り専用ア
トリビュートです。

表 2-29 lease6 コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

binding-end-time get リースのバインディングが終了する時刻。

binding-iaid get バインディングの Identify Association Identifier（IAID）。
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binding-rebinding-time get サーバがクライアントにバインディング用の再バインド要求の

発行を要求する、最も早い時刻。

binding-renewal-time get サーバがクライアントにバインディング用の更新要求の発行を

要求する、最も早い時刻。

binding-start-time get バインディングの開始時刻。

binding-type get リースのバインディングのタイプ。タイプ番号は DHCPv6 オプ
ション番号と一致します。

client-active-leases get クライアントが現在使用しているアクティブなリースの数。

client-class-name get 最も新しく生成された、リースのクライアントのクライアント

クラス。

client-id get リース用のクライアントの DHCP Unique Identifier（DUID）。

client-last-transaction-
time

get クライアントが DHCP サーバとコンタクトした最新日時。

client-lookup-key get クライアントのルックアップ キー。DUID または 
v6-override-client-id 式。

client-relay-message get 最も新しく受信したリレーされたメッセージ。完全な Relay-Forw
メッセージを含む（存在する場合）。

creation-time get リースが作成された時刻。

flags get リースのフラグ。

• deactivated：リースが無効です。つまり、使用できません。
無効となったリースを使用しているクライアントは、次の更

新時にリースの使用を停止するよう指示されます。

• reserved：リースは一部の DUID 用に予約されています。
DUID アドレスをリースに関連させるテーブルは、プレ
フィックス内にあります。

内部使用専用のフラグは次のとおりです。

• initialized

• valid

• not_in_range

ip6address get 作成時に追加されたリースの IPv6 アドレス（またはプレフィッ
クス）。

preferred-lifetime get アドレスまたはプレフィックスが優先されなくなる時刻。

prefix-name get このリースを含んでいるプレフィックスへの参照。

reservation-lookup-key get このリースの予約を取得するルックアップ キー。

start-time-of-state get 状態が、現在の値に最後に変更された日付と時刻。リースがいつ

使用不可になったかを判断するには、このアトリビュートを使用

します。

表 2-29 lease6 コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド dhcp、lease-notification、owner、scope、session

state get リースの現在の状態。次のものがあります。

• available：現在、クライアントにリースされていません。

• expired：クライアントがリースを更新しなかったため、リー
スは期限満了しており、猶予期間が満了してから使用可能に

なります。

• leased：現在、クライアントにリースされています。

• offered：リースがクライアントへ提供されています（多くの
場合、クライアントへのリースの提供に関する情報は、デー

タベースに書き込まれません。この情報を含む安定した記憶

域を更新する必要がないためです）。

• released：クライアントがリースをリリースしましたが、サー
バは、リースに猶予期間を適用するように構成されていま

す。リースは、猶予期間が満了するまで使用可能になりませ

ん。

• revoked：クライアントがリースを使用できなくなりました。

• unavailable：リースは何らかの矛盾があるため、使用不可に
なっています。

state-expiration-time get 現在の状態が期限満了となり、状態移行が起きる最も早い時刻。

可能な状態移行は、次のとおりです。

• Offered から Deleted（予約されていない場合）

• Leased から Expired

• Expired から Available

• Released から Available

• Available から Deleted（予約されていない場合）

valid-lifetime get アドレスまたはプレフィックスが有効でなくなる時刻。

vpn-id get このリースを含んでいる VPN の ID。

表 2-29 lease6 コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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lease-notification
lease-notification コマンドは、スコープ内で使用できるアドレスの数に関する通知を受けるために
使用します。通知制限は、使用可能アドレスの数または使用可能アドレスの割合として指定できま

す。電子メール通知の受信者を指定することもできます。

lease-notification available={number | percentage%}
[config=config-file]
[leasing-only]
[recipients=recipient[,recipient] [mail-host=name [errors-to=recipient]]]
[scopes={{scopename | address-range}[,scopename | address-range, ....]}]
[vpn=name] 

lease-notification コマンドは、対話的に使用できますが、主に自動コマンドとして使用します。

文法説明 lease-notification available={number | percentage%}
[config=config-file]
[leasing-only]
[recipients=recipient[,recipient] [mail-host=name [errors-to=recipient]]]
[scopes={{scopename | address-range}[,scopename | address-range, ...]}]
[vpn=name]

表 2-30 は、lease-notification のキーワードを説明しています。recipients キーワードと scopes
キーワードに関連付けられたキーワードとアトリビュートは、このキーワードとの関連だけで

適用されます。次の例では、使用可能値が 10%、電子メール受信者が、billy、joe、および jane
である scope1 が指定されます。
nrcmd> lease-notification available=10% scopes=scope1 recipients=billy,joe,jane 

mail-host=mailhost 

スコープ 192.68.1.0 から 192.68.1.255 の範囲、構成ファイル .nrNotification、および、受信者ア
ドミニストレータを指定し、使用可能値を 13 個のリースに指定して、Windows メール ホスト
を mailhost として指定するには、次のように入力します。
nrcmd> lease-notification scopes=192.68.1.0-192.68.1.255 

config=/home/bob/.nrNotification recipients=admin@comco.com available=13 
mail-host=mailhost 

（注） 正常な場合、lease-notification コマンドは、Network Registrar がアドレスを一覧表示する前
と後に「100 Ok」と出力します。最初の「100 Ok」は、コマンドが、ロックの存在、ラ
イセンスの問題、コマンド構文エラーによって拒否されずに処理されていることを表しま

す。次の「100 Ok」は、コマンドが処理を正常に完了したことを表します。

表 2-30 lease-notification コマンドのキーワード

キーワード 説明

available 使用可能アドレスの数またはパーセンテージを指定します。使用可能アドレスの

数またはパーセンテージが、チェックしているスコープに指定した値以下である

場合、Network Registrar は、使用可能値に達するか、または使用可能値を超えるス
コープについての情報を一覧するレポートを生成します。

config 構成ファイルを指定します。構成ファイルを省略すると、Network Registrar は、デ
フォルトの .nrconfig ファイルを検索します。
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関連コマンド lease

errors-to mail-host を指定した場合は、電子メールの送信者の電子メール アドレスを指定し、
受信されずに戻ってきた電子メールの戻りパスを提供することもできます。デ

フォルト値はポストマスターです。

leasing-only leasing-only を指定すると、Network Registrar は、リースを提供できるスコープだ
けを表示します。フェールオーバーを有効にしている場合は、次の条件のうちい

ずれか 1 つが当てはまるスコープが含まれます。

• ロールがメインであり、フェールオーバー状態が、NORMAL、
COMM-INTERRUPTED、または PARTNER DOWN である。

• ロールがバックアップであり、フェールオーバー状態が、

COMM-INTERRUPTED または PARTNER DOWN である。

mail-host Windows では、メール ホストを指定する必要があります。

Solaris または Linux では、一般的に、sendmail プログラムですでにメール ホスト
が構成されています。UNIX システムが正しく構成されていることを確認するに
は、コマンド date | mail your-email-address を発行して、日付が電子メールで送信
されたかどうかを確認します。メールが構成されていない場合は、メール ホスト
を指定する必要があります。

recipients 1 人または複数の受信者の電子メール アドレスを指定すると、Network Registrar
は、電子メール レポートをそのアドレスに送信します。受信者の電子メール アド
レスを指定しない場合、Network Registrar は、標準出力にレポートを出力します。

scopes 名前、またはアドレスの範囲（単数か複数）のいずれかで、スコープを指定しま

す。Network Registrar は、アドレスの範囲内にあるアドレスを含むスコープを
チェックします。スコープまたはアドレスを省略すると、Network Registrar は、指
定されたクラスタが管理する、すべてのスコープをチェックします。

vpn VPN を指定する場合は、VPN 名を入力するか、キーワード all または global を入
力できます。all キーワードは、すべての構成済み VPN のアドレスを通知します。
global キーワードは、特定の VPN に含まれていない、すべてのアドレスを通知し
ます。

表 2-30 lease-notification コマンドのキーワード（続き）

キーワード 説明
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license
license コマンドは、複数の Network Registrar サーバ間で、ライセンス キーの追加と配布を行いま
す。キーは、別個のライセンス ファイル（インストールの config サブディレクトリの product.licenses）
に保存されるため、キーが最初のサーバに正しく入力されると、ファイルをコピーして別のサーバ

にキーを容易に再配布できます。ライセンス キーは、クラスタを初めて構成するときに入力する必
要があります。

• 固定ライセンス：クラスタを別のマシンに移動しない限り、ライセンス メッセージが再び表示
されることはありません。

• Network Registrar の評価コピー：ライセンスが期限満了しています。

• 無効または欠落ライセンス キー：Network Registrar サーバを構成または管理できません。ただ
し、サーバ自体は、通常どおりに機能し続けます。

• ライセンスは 7 日以内に期限満了：Network Registrar の起動時に警告が表示されます。

コマンド構文は次のとおりです。

license key create 

license key delete 

license key get attribute

license key [show] 

license list

license listnames

文法説明 license key create

ライセンスを作成します。最初の時点では、誰でもライセンス キーの設定ができます。フル ア
クセスにセットアップされている、Web UI スーパーユーザ、グローバル アドミニストレータ、
またはアドミニストレータだけが、admin name set コマンドを使用してライセンス キーを再設
定できます。新しいライセンス キーを設定するには、対話モードで nrcmd プログラムを実行
し、次に終了してから nrcmd プログラムを再度実行します。
$ nrcmd -C cluster1 -N admin -P changeme 
nrcmd> license 1234-abcd-5678-efgh create 
nrcmd> exit 

license key delete

ライセンスを削除します。

license key get attribute

指定されたライセンス キーのアトリビュートを取得できます。

license key [show]

暗号化されたライセンス キー値を表示します。

license list 

ライセンス キーを一覧表示します。

license listnames 

ライセンス キーの名前を一覧表示します。
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option
DHCP オプション定義を構成するには、option コマンドを使用します。現在 DHCPv4 および DHCPv6
用に構成されているオプション セットを表示するには、それぞれの予約名の dhcp-config と
dhcp6-config を使用します。カスタム オプション定義の表示、追加、変更、または削除を行うには、
予約名の dhcp-custom と dhcp6-custom を使用します。dhcp-config と dhcp6-config を使用してカス
タム オプション定義の追加、変更、および削除を行うこともできます。これらの名前は、それぞれ
のカスタム セットに対する操作に使用されます。

カスタム セットへの変更は組み込みオプション定義と組み合され、config セットを形成します。カ
スタム セットへの変更は、save コマンドを使用するまで config セット内に表示されません。

オプション セットを作成または削除するときに、予約名を使用することはできません。カスタム
セットは、最初のカスタム オプション定義が作成されるときに作成されます。 

複雑なオプション定義のサブオプションを表示するには、Web UI を使用する必要があります。

option id option-set create option-name type [attribute=value…] 

option {name | id} option-set delete 

option {name | id} option-set set attribute=value…

option {name | id} option-set unset attribute

option {name | id} option-set get attribute

option option-set list

option option-set listnames

option listtypes

文法説明 表 2-31 は、option コマンドのアトリビュートと値について説明しています。

option id option-set create option-name type [attribute=value…]

オプション ID、所属先のオプション セット、オプションの名前、タイプ（8 ビットまたは 16
ビット）、および省略可能なアトリビュート定義を使用して、オプション定義を作成します。

option {name | id} option-set delete

オプション定義を削除します。

option {name | id} option-set set attribute=value [attribute=value…]

オプションのアトリビュートとその値を設定します。

option {name | id} option-set unset attribute

オプションのアトリビュート値を設定解除します。

option {name | id} option-set get attribute

オプションのアトリビュート値を取得します。

option option-set list

オプション セット内のすべてのオプションとそのアトリビュートを一覧表示します。

option option-set listnames
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オプション セット内のオプションの名前だけを一覧表示します。

option listtypes

オプション定義の作成時に base-type アトリビュートとして許容された値の一覧表示。 

アトリビュート 表 2-31 は、option コマンドのアトリビュートと値について説明しています。

表 2-31 option コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

base-type set
get
unset

オプションのデータ型。次のものがあります。

AT-INT8
AT_SINT8
AT_SHORT
AT_SSHORT
AT_INT
AT_SINT
AT_IPADDR
AT_STRING
AT_NSTRING
AT_BOOL
AT_DNSNAME
AT_IP6ADDR
AT_RDNSNAME
AT_INTI
AT_SINTI
AT_SHRTI
AT_SSHRTI
AT_VENDOR_OPTS
AT_VENDOR_CLASS
AT_VENDOR_NOLEN
AT_ZEROSIZE

必須、デフォルトなし。

default-value set
get
unset

raw 形式で保存されたオプションのデフォルト値。アトリビュートを設
定解除するときに使用する必要があります。値に AF-INITIALIZE フラ
グがある場合、その値は新規に作成したオブジェクトの中で設定する

必要があります。オプションで、デフォルトなし。

deprecated set
get
unset

推奨されていないオプションの場合、そのオプションが推奨されなく

なった製品の互換性バージョン。オプションで、デフォルトなし。

 desc set
get
unset

オプションの説明。オプションで、デフォルトなし。

enumerations set
get
unset

オプションで、デフォルトなし。

feature-id set
get
unset

オプションが機能セットに含まれている場合、オプションの ID。オプ
ションで、デフォルトなし。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    option

2-125
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

flags set
get
unset

オプションを識別する汎用フラグ セット。オプションで、デフォルト
なし。

id create
set
get

オプションの ID。作成時に必須、デフォルトなし。

name create
set
get

オプションの名前。作成時に必須、デフォルトなし。

optional enable
disable
get

これが省略可能なオプションの場合は enable。オプションで、デフォ
ルトなし。

repeat set
get
unset

オプションの繰り返しカウント。ZERO_OR_MORE、ONE_OR_MORE、
EVEN_NUMBERED のいずれかです。オプション。デフォルト値は 0
で、論理的には値 1 と同じです。このアトリビュートを設定しなかっ
た場合、オプション定義はカウント 1 を適用します。

spec create
set
get

このオプションが属するオプション定義セットの名前。作成時に必須、

デフォルトなし。

visibility set
get
unset

オプションの可視性。オプションで、デフォルトは 5。

表 2-31 option コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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option-set
オプション定義セットを作成するには、option-set コマンドを使用します。

option-set name create [8-bit | 16-bit] vendor-option-string=string-value [attribute=value] 

option-set name create [8-bit | 16-bit] vendor-option-enterprise-id=integer [attribute=value] 

option-set name delete

option-set list  

option-set listnames

option-set name [show]

option-set name set attribute=value ...

option-set name get attribute

option-set name unset attribute

option-set name enable attribute

option-set name disable attribute

option-set dhcp-custom unset

option-set dhcp6-custom unset

使用上のガイドライン 現在 DHCPv4 および DHCPv6 用に構成されているオプション セットを表示するには、それぞれの
予約名の dhcp-config と dhcp6-config を使用します。カスタム オプション定義を表示するには、予
約名の dhcp-custom と dhcp6-custom を使用します。オプション セットの作成または削除に予約名
を使用することはできません。カスタム セットは、最初のカスタム オプション定義を作成すると
きに作成します。すべてのカスタム オプション定義をクリアするには、unset を使用します。

カスタム セットへの変更は組み込みオプション定義と組み合され、config セットを形成します。カ
スタム セットへの変更は、保存するまで config セット内に表示されません。
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owner
アドレス ブロック、サブネット、およびゾーンの所有者のリストを作成、削除、および一覧表示す
るには、owner コマンドを使用します。

owner tag create name [attribute=value]

owner tag delete

owner list 

owner listnames

owner tag show

owner tag set [attribute=value...]

owner tag get attribute

owner tag unset attribute

owner tag enable attribute

owner tag disable attribute

アトリビュート 表 2-32 は、owner コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

表 2-32 owner コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

tag create
set
get
unset

この所有者の一意の名前。一般的には、この所有者を表す短い名前。作

成時に必須、デフォルト値なし。

name create
set
get
unset

この所有者のフル ネームまたは完全な名前。作成時に必須、デフォル
ト値なし。

contact set
get
unset

この所有者の連絡先情報。

organization set
get
unset

American Registry of Internet Numbers (ARIN) に登録され、ARIN への報
告の中で使用される組織名。
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policy
policy コマンドは、DHCP ポリシー構成を管理します。ポリシーは、 DHCP オプション値の集合で、
スコープ内のアドレスの範囲、または特定のクライアント構成やクライアントクラス構成に関連付

けられています。Network Registrar は、オプションの階層内でポリシー応答オプションを検討しま
す。応答オプションの詳細については、『Network Registrar User’s Guide』を参照してください。

policy コマンドは、単独では名前付きポリシー用です。dhcp-address-block、client、client-class、およ
び scope オブジェクトの組み込みポリシーを管理するには、dhcp-address-block-policy、client-policy、
client-class-policy、および scope-policy の各コマンドをそれぞれ使用します。構文の中で、
[embedded-]policy として示されているコマンドは、ハイフンを付けた組み込みオブジェクト タイプ
のプレフィックスを指定しても指定しなくても使用できるコマンドです。名前付きポリシーの場合

は、作成、一覧表示、または名前の一覧表示を実行できます。これらのコマンド要素を組み込みポ

リシーと一緒に使用することはできません。組み込みポリシーの場合、name は組み込みポリシー
を含んでいるオブジェクトを識別します。たとえば、スコープ ポリシーのアトリビュート設定コマ
ンドは、scope-policy scope-name set attribute となり、スコープの名前を name 値に使用します。

default ポリシーは、デフォルト設定を含んでいる特殊な名前付きポリシーです。default ポリシーは、
他の名前付きポリシーとまったく同じように管理できます。

policy name create [attribute=value…] 

policy name create clone=clone-name

[embedded-]policy name delete 

[embedded-]policy name enable attribute 

[embedded-]policy name disable attribute 

[embedded-]policy name set attribute=value [attribute=value…] 

[embedded-]policy name unset attribute 

[embedded-]policy name get attribute 

[embedded-]policy name [show] 

policy list 

policy listnames

[embedded-]policy name setOption [opt-name | id] value

[embedded-]policy name getOption [opt-name | id] 

[embedded-]policy name unsetOption [opt-name | id] 

[embedded-]policy name listOptions

[embedded-]policy name setV6Option [opt-name | id] value

[embedded-]policy name getV6Option [opt-name | id] 

[embedded-]policy name unsetV6Option [opt-name | id] 

[embedded-]policy name listV6Options

[embedded-]policy name setVendorOption [opt-name | id] opt-set-name value

[embedded-]policy name getVendorOption [opt-name | id] opt-set-name 

[embedded-]policy name unsetVendorOption [opt-name | id] opt-set-name >

[embedded-]policy name listVendorOptions

[embedded-]policy name setV6VendorOption [opt-name | id] opt-set-name value

[embedded-]policy name getV6VendorOption [opt-name | id] opt-set-name
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[embedded-]policy name unsetV6VendorOption [opt-name | id] opt-set-name

[embedded-]policy name listV6VendorOptions [vendoroption] 

[embedded-]policy name setLeaseTime value 

[embedded-]policy name getLeaseTime

文法説明 policy コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-33 を参照してください。 

（注） DHCPv6 オプションは、プレフィックスに影響を及ぼすポリシーに対して設定された場合、無視さ
れるので注意してください。

policy name create [attribute=value…]

ポリシーを作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。

nrcmd> policy CompanyB create 

policy name create clone=clone-name

指定されたポリシーのコピーに基づいて新しいポリシーを作成します。

nrcmd> policy CompanyB create clone=CompanyC

[embedded-]policy name delete

ポリシーを削除します。

[embedded-]policy name enable attribute

ポリシーのアトリビュートを有効にします。

[embedded-]policy name disable attribute

ポリシーのアトリビュートを無効にします。

[embedded-]policy name set attribute=value [attribute=value…]

ポリシーの値にアトリビュートを設定します。

nrcmd> policy default set grace-period=3d 
nrcmd> dhcp-address-block-policy 10.10.0.0/16 set offer-timeout=2m 
nrcmd> client-policy 1,6,00:d0:ba:d3:bd:3b set server-lease-time=5d 
nrcmd> client-class-policy CableModem set dhcp-reply-options=all-subnets-local 
nrcmd> scope-policy testScope set bootp-reply-options=time-offset 
nrcmd> dhcp reload 

[embedded-]policy name unset attribute

ポリシーのアトリビュートの値を設定解除します。必須アトリビュートは設定解除できませ

ん。

[embedded-]policy name get attribute

ポリシーのアトリビュートの明示的な値を取得します。

[embedded-]policy name [show]

ポリシーに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

policy list 

すべてのポリシーと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。
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policy listnames 

すべてのポリシーの名前を一覧表示します。

[embedded-]policy name set[V6]Option [opt-name | id] value

標準 DHCP オプション名または識別子（opt-name または id）を、ポリシーに関して指定された
値に設定します。オプション値を設定すると、DHCP サーバは所定のオプション名について、
必要に応じて既存の値をすべて置き換えるか、新しい値を作成します。 
nrcmd> policy default setOption dhcp-lease-time 608400 

構成できるすべての DHCP オプションの一覧は、help dhcp-option コマンドで表示されます。

[embedded-]policy name unset[V6]Option [opt-name | id] 

ポリシーのオプションの値を設定解除します。

[embedded-]policy name get[V6]Option[opt-name | id] 

ポリシーのオプションの明示的な値を取得します。

[embedded-]policy name list[V6]Options [opt-name | id] 

ポリシーの標準オプションを一覧表示します。DHCPv6 オプションは、プレフィックスに影響
を及ぼすポリシーに対して設定された場合、無視されます。

nrcmd> policy default listOptions 
(51)dhcp-lease-time: 604800 

[embedded-]policy name set[V6]VendorOption [opt-name | id] opt-set-name value

ベンダー固有のオプション定義セットの名前。

ベンダー提供の DHCP オプションまたは識別子の名前と、ベンダー提供のオプション定義セッ
ト（opt-set-name）をポリシーへ関連付け、そのオプション定義セットに値を割り当てます。定
義が波カッコ { } および角カッコ [ ] を必要とする配列である場合は、これを使用します。 

[embedded-]policy name unset[V6]VendorOption [opt-name | id] opt-set-name

指定したポリシーとベンダー提供の DHCP オプションのサブオプション フィールドとの間で
関連付けを削除します。配列には、サブオプションインデックス構文を使用してください。

[embedded-]policy name get[V6]VendorOption [opt-name | id] opt-set-name

ポリシーのベンダー固有オプション データを取得します。

[embedded-]policy name list[V6]VendorOptions

ポリシー内にある、すべてのベンダー オプションのデータを一覧表示します。オプションで、
特定のベンダー オプションのデータを一覧表示します。 
nrcmd> policy 168.1-net listVendorOptions 

[embedded-]policy name setLeaseTime value

ポリシーのクライアント リース時間を設定します。リース時間は、dhcp-lease-time DHCP オプ
ションの値です。リース時間の値を表示するには、[embedded-]policy name listOptions コマンド
を使用します。時間は秒単位で表示されます。

[embedded-]policy name getLeaseTime

ポリシーのクライアント リース時間を取得します。
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アトリビュート 表 2-33 は、[embedded-]policy コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-33 policy コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

affinity-period set
get
unset

DHCPv6 の場合、あるクライアントについて利用可能になった
リースが削除されるまでの保持期間を指定します。この指定によ

り、クライアントがこの期間中に戻れば期限満了となったリース

を保持できるようにするか、クライアントがこの期間中に戻った

場合にアドレスを再使用できなくすることができます

（inhibit-all-renews または inhibit-renews-at-reboot を有効にした場
合）。オプションで、デフォルトなし。 

allow-client-a-record-
update

enable
disable
unset

クライアントに A レコードの更新を許可するかどうかを決めま
す。クライアントが、FQDN オプションにフラグを設定して A レ
コードの更新を要求内で指定した場合、この値が TRUE であれ
ば、サーバはクライアントに A レコードの更新の実行を許可し
ます。TRUE でない場合、他のサーバ構成に基づいて、サーバが
A レコードの更新を実行します。オプションで、デフォルトは
false。

allow-client-hints enable
disable

allow-client-hints が true の場合、SOLICIT メッセージおよび
REQUEST メッセージの中でクライアントが要求したアドレス
とプレフィックスは、可能であれば使用されます。

allow-client-hints が false の場合、クライアントが要求したアドレ
スとプレフィックスは無視されます。オプションで、デフォルト

は false。

allow-dual-zone-dns-
update

enable
disable
unset

有効な場合、DHCP サーバが client-fqdn オプション（81）を返す
ため、クライアントは A レコード更新を独自に実行できます。ま
た、サーバもクライアントの代理として A レコード更新を実行
します。2 つの DNS ゾーン内でクライアントを表現する特定の
DHCP 展開をサポートするには、これが必要です。
allow-client-a-record-update アトリビュートと allow-dual-dns-update
アトリビュートの両方を有効にした場合は、後者が優先されま

す。オプションで、デフォルトは disable。

allow-lease-time-
override

enable
disable
unset

クライアントは特定リース時間を要求できます。このアトリ

ビュートが無効な場合は、サーバは、要求されたリース時間を、

サーバの標準リース時間より長くしません。オプションで、デ

フォルトは enable。

allow-rapid-commit set
get
unset

DHCPv6 クライアントがサーバから構成情報を取得するために
使用するメッセージを減らすことができます。このアトリビュー

トを有効にするのは、単一の DHCP サーバがクライアントにサー
ビスを提供している場合か、メッセージを使用しなくても問題に

ならない場合に限ってください。デフォルトでは、Rapid Commit
は許可されません。このアトリビュートは、名前付きポリシーま

たは組み込みプレフィックス ポリシーの中で設定された場合、
無視されます。

allow-temporary-
addresses

set
get
unset

標準 IPv6 ユニキャスト アドレスを、非常に短い更新不可のリー
スの中で使用できるようにします。デフォルトは true で、クライ
アントは一時アドレスを要求できます。
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clone create 現在のポリシーの複製元となるポリシー。作成操作のときに、既

存のポリシーに基づいた新しいポリシーを作成するために使用

できます。 

（注） この値は保存されません。

default-prefix-length set
get
unset

要求側ルータ（クライアント）から委任プレフィックスの長さが

明示的に指定されなかったときに、委任プレフィックスのデフォ

ルトの長さを設定します。この値は、常にプレフィックス範囲の

プレフィックス長以下です。つまり、0 ～ 128 の数値です。デ
フォルトは 64 です。

forward-dnsupdate set
get
unset

更新対象の転送 DNS ゾーンを識別します。

forward-zone-name set
get
unset

更新対象のオプションの転送ゾーンを識別します。

giaddr-as-server-id enable
disable
unset

DHCP サーバが、サーバのアドレス（デフォルト）の代わりに、
受信パケットの giaddr に、DHCPOFFER と DHCPACK の server-id
オプションを設定します。すべてのユニキャスト更新は、リレー

エージェントに送信され、DHCP サーバには直接送信されませ
ん。このため、更新は、オプション 82（relay-agent-info）データ
をパケットに追加された DHCP サーバに届きます。一部のリレー
エージェントでは、この機能がサポートされず、一部の複雑な構

成では、実際に DHCP クライアントがパケットをユニキャスト
できるアドレスに、giaddr を設定できません。この場合は、DHCP
はリースを更新できず、常に再バインド操作を実行します（クラ

イアントは、DHCP サーバと見なされるものに、要求をユニキャ
ストする代わりにブロードキャストします）。オプションで、デ

フォルトは false。

grace-period set
get
unset

リースが期限満了してから、再び割り当てに使用できるようにな

るまでの時間（秒単位）。オプションで、デフォルトは 300 秒（5
分）。

inhibit-all-renews enable
disable
unset

サーバが、すべての更新要求を拒否し、DHCP サーバとコンタク
トするたびに新しいアドレスを取得するようにクライアントに

強制します。オプションで、デフォルトは disable。

inhibit-renews-at-
reboot

enable
disable
unset

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、リブート

するたびに新しいアドレスを取得するように要求します。オプ

ションで、デフォルトは disable。

limitation-count set
get
unset

ネットワーク アクセスが許可されている、同一制限キーを持つ
クライアントの数を設定します。0 より大きい整数値を指定して
ください。limitation-id アトリビュートは、client コマンドを使用
して設定します（P.2-13 の「client」を参照）。オプション。

表 2-33 policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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longest-prefix-length set
get
unset

要求側ルータ（クライアント）から委任プレフィックスの最大長

が明示的に指定されなかったときに、委任プレフィックスの最大

長を設定します。これは、常にプレフィックス範囲のプレフィッ

クス長以下にする必要があります。つまり、0 ～ 128 の数値です。
デフォルトは default-prefix-length です。

offer-timeout set
get
unset

クライアントが受け入れない場合、サーバがリースの再提供を待

機する時間（秒単位）。オプションで、デフォルトは 120 秒（2 分）。

packet-file-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスのブート ファイル名。サーバは、
応答の file フィールドでこのファイル名を返します。オプション
で、デフォルトなし。ただし、127 文字以内にする必要がありま
す。このアトリビュートには、次の変数代入値を含めることもで

きます。

• %@docsis-vers%：DOCSIS バージョン値を指定した場合、

サーバは、DHCP 要求パケットのベンダークラス識別子オプ
ションで表現されているバージョンで置換します。このバー

ジョンは、docsis1.0 または docsis1.1 にできます。
vendor-class-id オプションが欠落しているか、または、

DOCSIS バージョン文字列を含まない場合、サーバは 
docsis-version-id-missing 文字列を置換します。表 2-8 を参照
してください。

• %@mac-addr%：MAC アドレス値を指定した場合、サーバ
は、DHCP 要求パケット内で表現されている送信元 MAC ア
ドレスでこの文字列を置換します。

packet-server-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するサーバのホスト名。
サーバは、応答の sname フィールドでこのホスト名を返します。
オプションで、デフォルトなし。ただし、64 文字以内にする必
要があります。

packet-siaddr set
get
unset

クライアントのブート プロセスの、次のサーバの IP アドレス。
たとえば、BOOTP クライアントが使用する TFTP サーバのアド
レスにすることができます。サーバは、応答の siaddr フィールド
でこのアドレスを返します。オプションで、デフォルトなし。

permanent-leases enable
disable
unset

有効な場合は、クライアントに固定リースが与えられます。オプ

ションで、デフォルトは disable。

（注） DHCPv6 環境では、このアトリビュートを有効にすると、
dhcp-lease-time、preferred-lease-time、および 
valid-lease-time の値が infinite に再設定されます。

preferred-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースについて、優先ライフタイムの
デフォルトと最大値を設定します。デフォルトは 1 週間です。

reverse-dnsupdate set
get
unset

更新対象の反転 DNS ゾーンを識別します。

表 2-33 policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン Network Registrar 6.2.1 製品を新しくクリーン インストールした場合、次のアトリビュートにはプリ
セットされたデフォルト値はありません。

• allow-client-a-record-update

• allow-lease-time-override

• grace-period

• offer-timeout

• permanent-leases

• split-lease-times 

Network Registrar 製品を以前のリリースからアップグレードした場合、これらのアトリビュートの
デフォルト値は、明示的にこれらの値の設定を解除していない限り 表 2-33 に説明された値になり
ます。

関連コマンド admin、client-class、client-class-policy、client-policy、dhcp、lease6、scope、scope-policy 

server-lease-time set
get
unset

リースが有効であることをサーバが信頼する時間。クライアント

要求より長い期間のリースをサーバが考慮し、より頻繁にクライ

アントと通信して、長時間のリースを安定させることができま

す。ポリシーの通常の横断で検出される、dhcp-lease-time オプ
ションのリース時間より短い場合、この値は使用されません。オ

プションで、デフォルトなし。

shortest-prefix-length set
get
unset

要求された最小の長さがこれより短い場合に、委任プレフィック

スの最小の長さを設定します。要求側ルータ（クライアント）に

よって明示的に指定されます。これは、常にプレフィックス範囲

のプレフィックス長以下にする必要があります。つまり、0 ～
128 の数値です。デフォルトは default-prefix-length です。

split-lease-times enable
disable
unset

サーバが、クライアントに返されるリース時間を使用する代わり

に、server-lease-time アトリビュートの値を使用して、リースの
長さを判断するかどうかを制御します。オプションで、デフォル

トは disable。

unavailable-timeout set
get
unset

リースが、再び使用可能になる前に、使用不可能のままである時

間を制御します。オプションで、デフォルトは 1 日。

v4-bootp-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての BOOTP クライアントへ返されるオプションを一
覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v4-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての DHCPv4 クライアントへ返されるオプションを
一覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v6-reply-options set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのいずれかの応答で返される必要があ
るオプションのリストを設定します。このアトリビュートは、名

前付きまたは組み込みプレフィックス ポリシーについて設定さ
れた場合は使用されません。

valid-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントに対するリースの、有効なライフタイムの
デフォルトと最大値。オプションで、デフォルトは 2 週間です。

表 2-33 policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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quit
quit コマンドは、保存していないすべての変更をデータベースに書き込んでから、現在の nrcmd
セッションを終了します。Network Registrar が変更内容を保存できない場合は、エラー コードが表
示されます。exit コマンドは、quit コマンドと同じです。

quit

exit

関連コマンド exit、save

region
region コマンドは、アドレス ブロック、サブネット、ゾーンなど、他のオブジェクトを含んでいる
地理的リージョンを表すオブジェクトを構成します。

region tag create name [attribute=value]

region tag delete

region list  

region listnames

region tag show

region tag set attribute=value [attribute=value...]

region tag get attribute

region tag unset attribute

region tag enable attribute

region tag disable attribute

アトリビュート 表 2-34 は、region コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

表 2-34 region コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

contact set
get
unset

このリージョンの連絡先情報。オプションで、デフォルトなし。

name create
set
get

リージョンのフル ネームまたは印刷可能な名前。作成時に必須、デフォ
ルトなし。

scope-template set
get
unset

このリージョンへ関連付けられているサブネットからスコープ オブ
ジェクトを作成するときに使用するオプションのスコープ テンプレー
ト。
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remote-dns
remote-dns コマンドは、DNS サーバが別の DNS サーバと通信するときの動作を制御します。差分
ゾーン転送を制御するため、または、TCP パケット 1 つにつき複数のレコードを送信するために使
用します。

remote-dns ipaddress[/maskbits] create [ixfr={true | false} | multirec={true | false}] 

remote-dns ipaddress[/maskbits] delete

remote-dns ipaddress[/maskbits] enable {ixfr | multirec} 

remote-dns ipaddress[/maskbits] disable {ixfr | multirec} 

remote-dns ipaddress[/maskbits] [show] 

remote-dns list

remote-dns listnames

文法説明 remote-dns ipaddress[/maskbits] create [ixfr={true | false} | multirec={true | false}]

リモート DNS サーバの説明を作成します。オプションのアトリビュートについては、enable 構
文の説明を参照してください。次の例では、ネットマスクが 255.255.0.0 であるリモート サー
バの説明 192.168.1.1 が作成されます。
nrcmd> remote-dns create 192.168.1.1/16 

（注） 各ネット マスク オクテットは、8 ビットで構成されます。上の例では、最初の 2 つのオクテット
に意味があるので、ネットマスクは 16 です。最初の 3 つのオクテットに意味がある場合、ネット
マスクは 24 です。

remote-dns ipaddress[/maskbits] delete

リモート DNS サーバの説明を削除します。

remote-dns ipaddress[/maskbits] enable {ixfr | multirec}

差分ゾーン転送（IXFR）、複数レコード、またはその両方をリモート DNS サーバで有効にしま
す。

• ixfr：外部サーバで差分転送がサポートされているかどうかに関係なく、ゾーン転送を要求
するとき、差分（IXFR）で照会してから完全（AXFR）で照会します。意図しないで true
に設定しても、通常は問題ありませんが、ゾーン転送を完了するためのトランザクション

が増加することがあります。オプションで、デフォルトは disable。

• multirec：1 つの TCP パケットに複数のレコードを含めて、リモート サーバ ゾーン転送
（AXFR）を送信するかどうかを指定します。古い DNS サーバは、プロトコルで許可され
ていても、この転送を受信するとクラッシュします。オプションで、デフォルトは disable。

差分転送を有効化または無効化すると、Network Registrar は、最も具体的に一致するものを検
索します。つまり、最も長いマスクにマシンを一致させます。このアトリビュートを使用して、

1 つのコマンドでサーバのグループを指定できます。

次の例では、ネットワーク内のすべての DNS サーバで差分転送を実行できるようになります。
nrcmd> remote-dns create 192.168.0.0/16 ixfr=true 

次の例では、ネットワーク内のすべての DNS サーバで差分転送が無効になります。
nrcmd> remote-dns create 192.168.0.0/16 ixfr=false 
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remote-dns ipaddress[/maskbits] disable {ixfr | multirec}

リモート DNS サーバで差分ゾーン転送や複数レコードを無効にします。enable 構文の説明を
参照してください。

remote-dns ipaddress[/maskbits] unset {ixfr | multirec}

リモート DNS サーバで、差分ゾーン転送や複数レコード アトリビュートを設定解除します。

remote-dns ipaddress[/maskbits] [show]

リモート DNS サーバのアトリビュートを表示します。

remote-dns list 

すべてのリモート DNS サーバの説明と割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

remote-dns listnames 

リモート DNS サーバの名前だけを一覧表示します。

関連コマンド dns、server
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report
report コマンドは、1 つまたは複数のクラスタにおけるダイナミック IP アドレスとスタティック IP
アドレスの使用状況の要約を生成します。

report [column-separator=character-string] [dhcp-only] [file=output-file] [vpn=name] 

report コマンドは、カラムに並んだデータで構成されたテーブルで出力されます。テーブルには、
3 種類の行があります。すべての行において、各スコープまたはサブネットに対して次の情報が一
覧表示されます。

• ネットワーク番号（16 進数形式）。

• サブネット マスクで設定された上位のビット数。

• ネットワーク番号（標準のドット付きオクテット形式）。

各スコープ定義のサブネットに対して、次の情報を一覧表示する行が生成されます。

• Subnet/Mask（サブネット /マスク）。

• Scope name（スコープ名）。

• % Free：リースに使用可能なダイナミック アドレスのパーセンテージ。

• Total Dynamic：構成済みアドレスの合計数（予約は除く）。

• Total Reserved：予約済みアドレスの合計数。

• Leased：クライアントにアクティブにリースされているアドレスの数。

• Avail：リースに使用可能なアドレスの数。

• Other Avail：通信が中断された場合に安全なフェールオーバー パートナーがリースできるよう
に確保されているリース。

• Pending Avail：サーバが communications-interrupted のフェールオーバー状態になっているため
に、リースできないリース。

• In Transition：クライアントへ提供されているリース、または再び使用可能になる前に、設定さ
れた猶予期間だけ待機しているリース。

• Reserved Active：クライアントにアクティブにリースされている予約済みアドレスの数。

• Unavailable：範囲内にあり、フラグに関わらず、サーバによって使用不可のマークが付けられ
ている使用不可のアドレス。

• Active Deactivated：管理上、非アクティブにされたアドレスの数。

複数のスコープが共通のサブネットおよびマスクを共有している場合、report コマンドはサブネッ
トの概要を示す行を生成します。さらに、各サブネットのサイズがデフォルトまたは指定されたマ

スクビットによって決まり、report コマンドがサブネット内でスコープの概要を示す行を作成し、
次の情報を追加します。

• Total：サブネット内のすべてのアドレス。

• Static：スタティックに割り当てられたアドレス。

• Unallocated：DHCP スコープ範囲に割り当てられていないアドレスで、これ以外の場合は予約
済みまたはスタティックに割り当てられている。スコープ範囲へのスタティックな割り当てや

分配に使用可能。

レポートの最後で、report コマンドがすべてのサブネットのデータをまとめた総計の行を生成しま
す。
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文法説明 report [column-separator=character-string] [dhcp-only] [file=output-file] [vpn=name]

キーワードを指定しないで report コマンドを使用すると、実行しているクラスタのスタティッ
ク DNS アドレスおよびダイナミック DHCP アドレスのレポートが作成されて標準出力に送信
されます。レポートの制限、ファイルへの出力、および、列の区切りの変更は、キーワードを

使用して行うことができます。表 2-35 は、report コマンドのアトリビュートについて説明して
います。

（注） report コマンドは、正常に終了すると、Network Registrar がアドレスを一覧表示する前と後に「100
Ok」と出力します。最初の「100 Ok」は、エラーなしにコマンドが処理されていることを意味し

ます。2 番目の「100 Ok」は、コマンドが処理を正常に完了したことを示しています。

関連コマンド export

表 2-35 report コマンドのキーワード

キーワード 説明

column-separator レポートで列の間に使用する文字列。デフォルトは 1 つの空白です。空白を
指定する場合は、空白の前にバックスラッシュ（\）を付ける必要があります。
また、コマンドラインで入力する場合は、引用符を使用します。具体的には

"\" となります。

dhcp-only DHCP 情報だけの要約。

file report コマンドの出力先のファイル名。ファイル名を省略すると、report コ
マンドは、画面に出力します。DNS データの収集には時間がかかることがあ
ります。DNS の要約を求める場合は、report コマンドを対話形式で実行しな
いでください。

vpn このコマンドを実行するときに、検査するスコープの選択元となる VPN アド
レス空間。<vpn-name> が指定されなかった場合は、current-vpn が使用されま
す。予約済みの vpn-name である「global」が使用された場合は、グローバル
な（名前が指定されていない）VPN アドレス空間が使用されます。このコマ
ンドに vpn-name として「all」を使用しないでください。これは、report コマ
ンドには異なる VPN 内にある同一の IP アドレスを区別するメカニズムがな
いので、予約済みになっています。
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reservation
reservation コマンドは、CCM サーバ上の予約を構成および管理します。reservation コマンドを、
scope addReservation サブコマンド、scope removeReservation サブコマンド、および 
scope listReservation サブコマンドの代わりに使用します。 

予約を修正するために reservation コマンドを使用する場合、各スコープとともに一覧表示された予
約も変更しています。スコープの予約への変更によって CCM 予約も修正されます。 

reservation [vpn-id/]ipaddress create {macaddress | lookup-key} [-mac |-blob |-string] attribute=value

reservation [vpn-id/]ipaddress delete 

reservation [vpn-id/]ipaddress get attribute

reservation [vpn-id/]ipaddress show

reservation list [[vpn-id/]ipaddress|-mac|-key]

（注） reservation list コマンドでは、-mac または -key を使用して並べ替えの順序を変更していない限り、
IP アドレス順に予約を表示します。

アトリビュート

表 2-36 reservation コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

client-class get この予約を含む複数のスコープからの選択に使用する、クライアント

クラスの名前。オプションで、デフォルトなし。

description get この予約オブジェクトで表されたデバイスの説明（オプション）。

device-name get この予約オブジェクトで表されたデバイスの名前。オプションで、デ

フォルトなし。

include-tags get この予約の選択基準。オプションで、デフォルトなし。

ipaddr get 予約を含むスコープによって指定されたネットワーク内の IP アドレ
ス。オプションで、デフォルトなし。

ip6address get 予約の IPv6 アドレス。オプションで、デフォルトなし。

lookup-key get この予約のキーであるバイトのシーケンス。予約にこのアトリビュー

トが出現する場合、その値によって mac アトリビュートでの値が上書
きされます。このオブジェクトのタイプは、アトリビュート 
lookup-key-type に見つかります。

mac get 指定された IP アドレスが予約される、クライアントのMAC アドレス。
オプションで、デフォルトなし。

relay-info get ケーブル環境のスタティック アドレスの予約と連携してリースクエ
リー が動作する場合、relay-agent オプション情報にその予約を組み込
むことが必要です。これを設定する場合、アトリビュートは、この予

約の合成されたリースクエリー応答で提供される relay-agent-info（オプ
ション 82）の完全な内容である必要があります。オプションで、デフォ
ルトなし。

vpn-id get この予約を含んでいる VPN の ID。オプションで、デフォルトなし。
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使用上のガイドライン グローバル リストの各予約に対して、一致するスコープが存在する必要があります。予約を作成ま
たは削除する場合、該当するスコープに予約を追加または削除します。同じサブネットに複数のス

コープが存在する場合、予約を該当するスコープに一致させるために、include-tags アトリビュート
を指定する必要があります。include-tags アトリビュートを編集すると、あるスコープから予約が削
除されて、別のスコープに追加される場合があります。一致するスコープが見つからない場合、編

集は無効として拒否されます。 

role
管理者ロールのセットアップと管理を行うには、role コマンドを使用します。ロールは、管理者グ
ループが実行できる操作と、適用する必要があるデータ制約を記述したものです。管理者へ関連付

ける管理者グループには、ロールを割り当てる必要があります。

role name create base-role [attribute=value]

role name delete

role list

role listnames

role name show

role name set attribute=value...

role name get attribute

role name enable attribute

role name disable attribute

アトリビュート 表 2-37 は、role コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明してい
ます。

表 2-37 role コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

all-sub-roles enable
disable
get

このアトリビュートが設定されていないか enable の場合、このロール
インスタンスの sub-roles アトリビュートの値は無視され、そのロール
のサブロール許可がすべてのサブロールに適用されます。disable の場
合、sub-roles アトリビュートは、このロール インスタンスへ許可され
るサブロールのリストを提供します。unconstrained アトリビュートが
enable の場合、このアトリビュートの値と sub-roles アトリビュートの
値は無視され、ロールのサブロール許可がすべての sub-roles に適用さ
れます。オプションで、デフォルトは enable。

constraints get ロールの制約のリスト。オプションで、デフォルトなし。

（注） 制約に変更を加えるには、Network Registrar Web UI を使用しま
す。
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関連コマンド group、admin

groups get
set

このロールに関連付けられているグループ。これらのいずれかのグ

ループに属するメンバーは、このロールを実行できます（このロール

によって許可される操作を実行できます）。オプションで、デフォルト

なし。

name create
set
get

このロールの名前。作成時に必須、デフォルトなし。

read-only enable
disable

このロールに関連付けられているすべての制約を読み取り専用アクセ

スだけに制限することを、有効または無効にします。オプションで、デ

フォルトは disable。

role get
set

ロールの基本ロール。基本ロールは、許容される操作（たとえば、ゾー

ンの変更）と、それらの操作についての詳細な制約（たとえば、特定

の所有者リストによって所有されるゾーンのみ）を定義します。オプ

ションで、デフォルトなし。

sub-roles get
set

このロール インスタンスに関連付けられているサブロールのリスト。
all-sub-roles アトリビュートが設定されないか enable の場合、このアト
リビュートは無視されます。all-sub-roles アトリビュートが disable の場
合、このアトリビュートはこのロール インスタンスのサブロールのリ
ストを指定し、このロール インスタンスへ関連付けられた管理者は、
指定されたサブロールだけに限定された許可を持ちます。管理者が複

数のロール インスタンスを持ち、ロール アトリビュートが同じである
場合、そのロールのサブロール許可は、個々のロール インスタンスか
らのすべてのサブロール セットの和集合となるようにする必要があり
ます。また、それらのロール インスタンスのいずれかで all-sub-roles ア
トリビュートが enable であると、そのロールのサブロール許可が、す
べてのサブロールに適用されます。また、一致するロールのいずれか

のロール インスタンスで unconstrained アトリビュートが enable にされ
ていると、そのロールのサブロール許可がすべての sub-roles に適用さ
れます。オプションで、デフォルトなし。

unconstrained enable
disable
get

実行できる操作のリスト以外の制約をロールが持たないことを有効ま

たは無効にします。オプションで、デフォルトは disable。

表 2-37 role コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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router
router コマンドを使用すると、ルータ アトリビュートの構成と管理を実行できます。

router name create address type [attribute=value ...]

router name delete 

router list

router listnames

router name show

router name get attribute

router name set [attribute=value ...]

router name unset attribute

アトリビュート

表 2-38 router コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address create
set
get

構成しようとしているルータ用の管理インターフェイスの IP アドレ
ス。作成時に必須、デフォルトなし。

description create
set
get

構成しようとしているルータの説明。オプションで、デフォルトなし。

device-timeout create
set
get

タイムアウトを秒単位で指示します。これは、RIC サーバのハンドラ
がルータからのデータを待つ最大タイムアウトを表します。オプショ

ンで、デフォルトは 60 です。

enable create
set
get

クリアテキスト形式の enable パスワード。クリアテキスト値の管理に
ついては、password アトリビュートの「注意」を参照してください。オ
プションで、デフォルトなし。

enable-secret create
set
get

スーパーユーザがルータにアクセスできるようにする、クリアテキス

トのパスワードが入った秘密の識別子。

interfaces create
set
get

このルータに関連付けられているインターフェイスのリスト。このア

トリビュートを使用すると、RIC サーバはルータとそのインターフェ
イスに関する情報を返すことができます。あるいは、CCM サーバは、
UI がルータとインターフェイスのツリーを表示できるよう、ルータと
インターフェイスのリストを返すことができます。オプションで、デ

フォルトなし。

login-template create
set
get

RIC サーバのログインを詳細にカスタマイズし、対話セッションを有
効にするために使用できるログイン テンプレートの名前。オプション
で、デフォルトなし。

login-temp-obj create
set
get

実際のログイン テンプレート。このアトリビュートを使用すると、
CCM サーバがステートレス RIC サーバにログイン テンプレートを提
供できるようになります。オプションで、デフォルトなし。
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name create
set
get

構成しようとしているルータの名前。作成時に必須、デフォルトなし。

owner create
set
get

構成しようとしているルータの所有者。owner アトリビュートは、所有
状況が類似しているルータをグループ化します。また、管理アクセス

を制限するために使用できます。オプションで、デフォルトなし。

password create
set
get

ユーザ名の認証に使用されるパスワード。オプションで、デフォルト

なし。

注意 ほとんどの環境では、このアトリビュートを使用しないでく

ださい。このアトリビュートを使用する必要がある場合は、

必ずセキュア リンクを使用してください。このアトリビュー
トの主な用途は、意図的に秘密記憶域モジュールにアクセス

できないようにされている RIC サーバにクリアテキストの
パスワードを提供することです。

password-secret create
set
get

ユーザ名の認証に使用されるクリアテキスト パスワードをカプセル化
するセキュア パスワードの識別子。オプションで、デフォルトなし。

region create
set
get

このルータに関連付けられているリージョン。region フィールドは、配
置状況が類似しているルータをグループ化し、管理アクセスを制限す

るために使用されます。オプションで、デフォルトなし。

type create
set
get

構成しようとしているルータのタイプ。このアトリビュートを使用す

ると、RIC サーバがルータ固有のインターフェイスの正しい実装を使
用できるようになります。必須、デフォルトなし。

username create
set
get

このルータへのログインに使用されるユーザ名。オプションで、デフォ

ルトなし。

use-ssh create
set
get

RIC サーバがルータとの通信に SSH を使用する必要があるかどうかを
決めます。オプションで、デフォルトは 1 です。

virtual-router create
set
get

このフラグは、RIC サーバがルータ オブジェクトを管理しないことを
示します。このアトリビュートを使用するのは、ルータへのネットワー

ク接続が存在しない場合、またはネットワーク構成と同期しない場合

です。仮想ルータ構成は CCM データベースに格納されますが、その構
成をルータへプッシュしたり、ルータからの構成の変更を同期化する

ための試みは行われません。オプションで、デフォルトは false。 

表 2-38 router コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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router-interface
router-interface コマンドを使用すると、特定のルータ上にあるインターフェイスの構成と管理を行
うことができます。

router-interface router name create router [attribute=value ...]

router-interface router name delete

router-interface router list

router-interface router listnames

router-interface router name show

router-interface router name get attribute

router-interface router name set [attribute=value ...]

router-interface router name unset attribute

アトリビュート

表 2-39 router-interface コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

bundle-id set
get
unset

バンドルの識別子。バンドルされたインターフェイスのグループ化

に使用されます。オプションで、デフォルトなし。

cable-dhcp-giaddr set
get
unset

ケーブル インターフェイスでの giaddr 選択の設定。オプションで、
デフォルトは 0（ゼロ）です。

cable-helper set
get
unset

このインターフェイス上で cable-helper 値として保存された IP アド
レスのリスト。オプションで、デフォルトなし。

description set
get
unset

このインターフェイスに関する説明文。オプションで、デフォルト

なし。

ip-helper set
get
unset

このインターフェイス上で ip-helper 値として保存された IP アドレ
スのリスト。オプションで、デフォルトなし。

is-master set
get
unset

インターフェイスのバンドル内で、これがマスター インターフェイ
スであることを示します。オプションで、デフォルトは false。

is-virtual set
get
unset

このインターフェイスが仮想サブインターフェイスであることを示

します。オプションで、デフォルトは false。 

mac-address set
get
unset

このインターフェイスの MAC アドレス。オプションで、デフォル
トなし。

name create
set
get
unset

ルータ インターフェイスの名前。オプションで、デフォルトなし。
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owner set
get
unset

このオブジェクトの所有者。この owner フィールドは、所有状況が
類似しているオブジェクトをグループ化し、管理アクセスを制限す

るために使用されます。オプションで、デフォルトなし。

parent set
get
unset

ルータ上にサブインターフェイスやバンドルされたインターフェイ

スが存在する場合の親インターフェイス。オプションで、デフォル

トなし。

primary-subnet set
get
unset

このインターフェイスのプライマリ サブネット（およびインター
フェイス アドレス）。オプションで、デフォルトなし。

region set
get
unset

このオブジェクトに関連付けられているリージョン。この region
フィールドは、配置状況が類似しているオブジェクトをグループ化

するために使用されます。また、管理アクセスを制限するために使

用できます。オプションで、デフォルトなし。

router set
get
unset

このインターフェイスが属するルータへの OID による参照。必須、
デフォルトなし。

secondary-subnets set
get
unset

このインターフェイスのセカンダリ サブネット（およびインター
フェイス アドレス）のリスト。オプションで、デフォルトなし。

state set
get
unset

 このインターフェイスの有効 /無効の状態。オプションで、デフォ
ルトなし。

表 2-39 router-interface コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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router-type
使用可能なルータ タイプを表示するには、router-type コマンドを使用します。

router-type list 

router-type listnames

アトリビュート 表 2-40 は、router-type コマンドで表示できるアトリビュートの説明です。

save
save コマンドは、データベースの変更内容の確認と保存を行います。

save

関連コマンド server

表 2-40 router-type コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

description get 指定されたルータ タイプの説明（オプション）。

manufacturer get 製造元の名前。

name get 指定されたルータ タイプの名前。

router-os-version get 指定されたルータが使用しているオペレーティング システムの
バージョン。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    scope

2-148
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

scope
scope コマンドは、DHCP スコープの作成と編集を行います。

scope name create addr mask [template=template-name][attribute=value…] 

scope name applyTemplate template-name

scope name delete

scope name enable attribute 

scope name disable attribute 

scope name set attribute=value [attribute=value ...]

scope name unset attribute 

scope name get attribute 

scope name [show] 

scope list

scope listnames

scope name listLeases

scope name changeMask netmask 

scope name clearUnavailable

scope name addRange start end 

scope name removeRange start end 

scope name listRanges

scope name addReservation ipaddr {macaddr | lookup-key} [-mac | -blob | -string]

scope name removeReservation ipaddr {macaddr | lookup-key} [-mac | -blob | -string]

scope name listReservations

文法説明 scope  コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-41 を参照してください。

scope name create ipaddress mask [template=template-name] attribute=value…]

スコープを作成します。オプションでアトリビュートを設定します。スコープ マスクは、16 進
数ではなく、たとえば 255.255.255.0 のように 10 進数で指定します。
nrcmd> scope testscope create 192.168.1.0 255.255.255.0 

scope name applyTemplate template-name

指定されたスコープ テンプレートをスコープに適用します。

scope name delete

スコープを削除します。

scope name enable attribute

スコープのアトリビュートを有効にします。

nrcmd> scope testscope enable dynamic-bootp 
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scope name disable attribute

スコープのアトリビュートを無効にします。

nrcmd> scope testscope disable dynamic-bootp 

scope name set attribute=value [attribute=value ...]

スコープの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。
nrcmd> scope testscope set ping-timeout=350 

scope name unset attribute

スコープのアトリビュートを設定解除します。必須アトリビュートは設定解除できません。

scope name get attribute

スコープのアトリビュートの明示的な値を取得します。次の例は、DNS ゾーン名を取得します。
nrcmd> scope testscope get dns-zone-name 

scope name [show]

スコープに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

scope list 

すべてのスコープと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。

scope listnames 

スコープの名前だけを一覧表示します。

scope name listLeases

スコープのリースを一覧表示します。この一覧は、非常に長くなる場合があります。

scope name changeMask netmask

スコープのネットワーク マスクを変更します。
nrcmd> scope testScope changemask 255.255.254.0 

scope name clearUnavailable

スコープ内でリースの使用不可状態をクリアし、すべて使用可能にします。

scope name addRange start end

アドレスの範囲をスコープに追加します。開始値と終了値は、ホスト番号または IP アドレスに
できます。ホスト番号は、スコープによって定義される DHCP サブネットの初期アドレスを基
準とします。完全 IP アドレスは、このサブネット内に収まる必要があります。組み合された範
囲が連続する場合、可能であれば、Network Registrar は、その範囲をマージします。
nrcmd> scope testScope addRange 192.168.1.10 192.168.1.20 
nrcmd> scope testScope addRange 10 20 

scope name removeRange start end

開始アドレスと終了アドレスによって指定される、スコープ内の使用可能アドレスの範囲を削

除します。範囲を削除するとアドレスが連続しなくなる場合、Network Registrar は、範囲を分
割します。

nrcmd> scope testscope removeRange 192.168.1.10 192.168.1.15 
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scope name listRanges

スコープの使用可能アドレスを一覧表示します。

scope name addReservation ipaddr {macaddr | lookup-key} [-mac|-blob|-string]

スコープに予約を追加します。

nrcmd> scope testScope AddReservation 192.168.1.10 1,6,00:d0:ba:d3:bd:3b 

ヒント lease name send-reservation コマンドを使用して、リロードしないでサーバに予約を直接送信できま
す。詳細については、P.2-112 の「lease」を参照してください。

scope name removeReservation ipaddr {macaddr | lookup-key} [-mac|-blob|-string]

クライアントの MAC アドレスまたは IP アドレスを指定して、スコープから予約を削除します。
nrcmd> scope testscope removeReservation 192.168.1.10 

scope name listReservations

スコープの予約を一覧表示します。

アトリビュート 表 2-41 は、scope コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明して
います。

表 2-41 scope コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

addr get このスコープにアドレスが含まれる DHCP サブネットのアドレ
ス。読み取り専用。

allocate-first-available enable
disable
unset

このアトリビュートが enable の場合、スコープからの新しい IP
アドレスのすべての割り当ては、強制的に使用可能な最初のアド

レスからの割り当てになります。disable の場合は（デフォルト）、
使用頻度が最も低いアドレスからの割り当てになります。このア

トリビュートが設定されていないか、または unset の場合、DHCP
サーバの priority-address-allocation アトリビュートが、使用可能
な最初のアドレスを割り当てるかどうかを決定します。この場

合、priority-address-allocation が設定されていると、スコープは
allocate-first-available が設定されていたかのようにアドレスを割
り当てます。スコープに対して allocate-first-available が enable、
または disable の場合、priority-address-allocation は無視されます。
オプションで、デフォルトは disable。
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allocation-priority set
get
unset

スコープに順序を割り当てます。たとえば、すべてのスコープ内

のアドレスが使われるまで、より高い優先度で受け入れ可能なス

コープから、IP アドレスの割り当てを行います。値が小さいほ
ど、より高い優先度を持ちます（デフォルトの値 0 は、割り当て
優先を持たないものとして扱われます）。割り当て優先が最初に

検証される場合、同じネットワーク内で割り当て優先を持つス

コープと持たないスコープは混在することができます。

allocation-priority が設定されていない場合（または unset か 0 の
場合）、スコープの割り当て優先は DHCP サーバの 
priority-address-allocation アトリビュートで制御されます。この
場合、priority-address-allocation が設定されていると、スコープの
割り当て優先はそのネットワーク番号になります。設定されてい

ない場合は、スコープがラウンドロビンに割り当てられます。

allocation-priority がスコープに設定されている場合、サーバの
priority-address-allocation は無視されます。オプションで、デフォ
ルトは 0（割り当て優先なし）。

backup-pct set
get
unset

メイン サーバがバックアップ サーバに送信する必要がある使用
可能アドレスのパーセンテージを決めます。 scope コマンドを使
用してこの値を定義する場合は、必ずメイン サーバ上で定義し
てください。バックアップ サーバ上で定義すると、無視されま
す。

このアトリビュートは、scope コマンドで使用された場合、フェー
ルオーバー ペア用に backup-pct および dynamic-bootp-backup-pct
に定義された値を無効にします。scope コマンドで定義されたア
トリビュート値は、そのスコープが dynamic-bootp をサポートし
ているかどうかにかかわらず、そのスコープに使用される値とな

ります。 

値をゼロ（0）に設定した場合、バックアップ サーバはアドレス
を受け取りません。0 は有意な値なので、この値をいったん設定
すると、スコープで backup-pct または dynamic-bootp-backup-pct
にフェールオーバー ペアの値を使用するためには、この値を設
定解除する必要があります。

（注） フェールオーバー ペアがロード バランシングを使用す
るよう構成されている場合、このパーセンテージは無視
され、50% が使用されます。

bootp enable
disable
unset

サーバが BOOTP 要求を受け入れるかどうかを制御します。クラ
イアントが同じアドレスを常に受け取るには、すべての BOOTP
クライアントの IP アドレスを予約する必要があります。オプ
ションで、デフォルトは disable。

deactivated enable
disable
unset

リースをクライアントに拡張しないスコープ。範囲内のすべての

アドレスは、個別に無効にされたように扱われます。オプション

で、デフォルトなし。

表 2-41 scope コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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dhcp enable
disable
unset

DHCP サーバがこのスコープの DHCP 要求を受け入れるかどう
かを制御します。スコープに BOOTP を排他的に使用する場合、
またはスコープを一時的に非アクティブにするには、DHCP を無
効にします。

dns-host-bytes set
get
unset

in-addr.arpa 名の作成時に使用するリースの IP アドレスのバイト
数。サーバは、アドレスのこのバイトを反転ゾーン名に逆順に付

けて、in-addr.arpa ゾーンで名前を作成します。unset の場合、サー
バはスコープのサブネット サイズに基づいて適切な値を合成し
ます。オプションで、デフォルトなし。

failover-backup-
percentage

set
get
unset

スコープの allocate-first-available アトリビュートが有効で、ス
コープがフェールオーバーの関係に関与する場合、この値はアド

レス境界となり、これより下にフェールオーバー バックアップ
サーバのアドレスが割り当てられます。通常のクライアントのア

ドレスは、昇順で割り当てられます。バックアップ サーバのア
ドレスは、この境界から降順で割り当てられます。設定を解除、

または 0 に設定した場合、この割り当てに使用される境界は、こ
の範囲内で構成されている最初と最後のアドレスの中間です。こ

の境界よりも下に使用可能なアドレスがない場合は、この境界よ

り上の最初のアドレスが使用されます。オプション。

free-address-config set
get
unset

SNMP トラップ構成（P.2-6 の「addr-trap」を参照）。オプション
で、デフォルトなし。

ignore-declines enable
disable
unset

スコープで、サーバ リース減少の認識をオフに切り替えるかど
うかを決めます。オプションで、デフォルトは disable。

ping-clients enable
disable
unset

サーバがアドレスに ping を試行する必要があるかどうかを制御
します。有効にする場合は、ping タイムアウトも指定します。オ
プションで、デフォルトは disable。

ping-timeout set
get
unset

DHCP サーバが、ping の応答を待機する必要がある時間（ミリ秒
単位）。この値を大きくし過ぎると、リース提供プロセスが遅く

なります。この値を小さくし過ぎると、提供する前にアドレスを

ping で調べる効果が小さくなります。300 ミリ秒が妥当な値で
す。オプションで、デフォルトは 300 ミリ秒。

policy set
get
unset

スコープに関連付けられたポリシーの名前。必須、デフォルトは

default ポリシー。つまり、スコープは、特別にリセットされてい
ない限り、default ポリシーで設定されている、すべてのプロパ
ティ（リース時間を含む）を使用します。

primary-subnet set
get
unset

複数の論理 IP サブネットが、同一の物理ネットワークに存在す
る場合に使用される、スコープのプライマリ スコープのサブ
ネット アドレスとマスク。

表 2-41 scope コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド admin、client-class、client-class-policy、client-policy、dhcp、policy、scope-policy、scope-selection-tag

renew-only enable
disable
unset

既存クライアントが、リースを再取得できるようにするかどう

か、任意のリースを新しいクライアントに提供できないようにす

るかどうかを制御します。更新専用スコープは、使用可能 IP ア
ドレスを現在使用しているクライアントが、使用を継続できるよ

うにする以外、任意のリースに関連付けられているクライアント

を変更しないことに注意してください。オプションで、デフォル

トなし。

selection-tagslist set
get
unset

スコープに関連付けられたスコープ選択タグのカンマ区切り値

リスト。スコープは、クライアントの選択基準をこのリストと比

較し、クライアントがこのスコープからリースを取得できるかど

うかを判断します。Network Registrar 6.2 で、selection-tags アトリ
ビュートの代わりに使用されます。オプションで、デフォルトな

し。

selection-tags set
get
unset

スコープに関連付けられた選択基準のカンマ区切り値リスト。

Network Registrar 6.2 ではこれは推奨されず、代わりに 
selection-tag-list アトリビュートが推奨されています。オプション
で、デフォルトなし。

subnet set
get

スコープによって表現される DHCP サブネットのネットワーク
アドレス。必須、デフォルトなし。

vpn set
get
unset

vpn-id アトリビュートの代わりに設定可能な仮想アトリビュー
ト。このアトリビュートを設定すると、VPN の ID が、vpn-id ア
トリビュートの値になります。スコープの vpn を取得することも
でき、現在の vpn-id に関連付けられた名前が返されます。オプ
ションで、デフォルトなし。

vpn-id set
get
unset

スコープのアドレスが存在する VPN の ID。VPN は、vpn name
create id コマンドを使用して定義する必要があります（P.2-127
の「owner」を参照）。unset の場合はグローバル VPN の ID が使
用されます。オプションで、デフォルトは現行 VPN。

表 2-41 scope コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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scope-policy
scope-policy コマンドは、スコープの DHCP 組み込みポリシーを構成します。スコープポリシーは、
スコープ オブジェクト内に組み込まれて制限されるポリシー オブジェクトです。各ポリシーには、
組み込みポリシー内のオプション データが含まれている場合があり、ルータ IP アドレスなど、そ
の他のオプション データを含む名前付きポリシーが参照される場合があります。

DHCP サーバは、対応するスコープの作成または削除が行われると、組み込みスコープポリシーの
作成と削除を、暗黙的に行います。スコープポリシーは、対応するスコープの名前を使用して操作

します。

構文と説明は、P.2-128 の「policy」を参照してください。

アトリビュート アトリビュートの説明は、表 2-33 を参照してください。

関連コマンド client-policy、client-class、client-class-policy、policy、scope
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scope-selection-tag
scope-selection-tag コマンドは、スコープ、クライアント、およびクライアントクラスのスコープ選
択基準に追加するタグを定義します。

（注） Network Registrar では、スコープ選択タグの作成が必要なくなりました。

DHCP サーバは、ローカル データベースまたは LDAP からクライアント エントリを読み取ると、こ
のネットワークのスコープに定義されているタグにスコープ選択包含基準と除外基準を突き合せ

ます。クライアント エントリがネットワークのスコープに存在しないタグを参照する場合、サーバ
は、包含タグと除外タグのどちらを参照しているかによってタグを処理します。参照が除外である

場合、タグには効果がありません。タグが存在せず、参照が包含である場合、サーバは、このクラ

イアントのネットワークで受け入れられるスコープがないと判断します。

scope-selection-tag name create 

scope-selection-tag name delete 

scope-selection-tag list 

文法説明 scope-selection-tag name create

スコープ選択タグを作成します。

nrcmd> scope-selection-tag internal create 

scope-selection-tag name delete

スコープ選択タグを削除します。

nrcmd> scope-selection-tag internal delete 

（注） タグを削除すると、Network Registrar は、タグ リストからそのタグを削除しますが、既存
のスコープ構成、クライアント構成、またはクライアントクラス構成からは削除しません。

scope-selection-tag list 

すべてのスコープ選択タグを一覧表示します。

nrcmd> scope-selection-tag list 

関連コマンド admin、client-class、client-class-policy、dhcp、scope
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scope-template
複数のスコープをセットアップするときに使用するテンプレートを作成するには、scope-template
コマンドを使用します。 

scope-template name create [attribute=value]

scope-template name create clone=clone-name

scope-template name apply-to {all | scope-name...}

scope-template name delete

scope-template name set [attribute=value]

scope-template name get attribute

scope-template name unset attribute

scope-template name disable attribute

scope-template name enable attribute

scope-template name show

文法説明 scope-template コマンドのアトリビュートの説明は、表 2-42 を参照してください。

scope-template name create [attribute=value ...]

スコープ テンプレートを作成し、オプションでアトリビュート値を割り当てます。

scope-template name create clone=clone-name

指定されたスコープ テンプレートのコピーを作成し、名前を付けます。

scope-template name delete

スコープ テンプレートを削除します。

scope-template name apply-to [all | scope1,scope2,...] 

スコープ テンプレートを 1 つまたは複数のスコープに適用します。

scope-template name set attribute

スコープ テンプレートの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

scope-template name get attribute

スコープのアトリビュートの明示的な値を取得します。 

scope-template name unset attribute

指定されたアトリビュートの値を設定解除します。

scope-template name show

指定されたスコープ テンプレートに関連する値を表示します。

scope-template name enable attribute

指定されたスコープ テンプレート内の指定されたアトリビュートを有効にします。

scope-template name disable attribute

指定されたスコープ テンプレート内の指定されたアトリビュートを無効にします。
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アトリビュート 表 2-42 は、scope-template コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-42 scope-template コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

allocate-first-available set
get
unset

このブール アトリビュートは、このスコープからの新しい IP ア
ドレスの割り当てが、最近使用された最小のアドレスから（デ

フォルト）ではなく、最初に使用可能なアドレスから行われるよ

うに強制します。 

このアトリビュートを設定しなかった場合、スコープ内の最初に

使用可能な IP アドレスを割り当てるかどうかについての決定
は、DHCP サーバ アトリビュートの priority-address-allocation に
よって制御されます。priority-address-allocation が設定されている
場合（しかも、スコープの allocate-first-available が設定されてい
ない（unset）場合）、スコープは allocate-first-available が設定さ
れたかのようにアドレスを割り当てます。スコープに 
allocate-first-available が明示的に（有効または無効に）設定され
ていると、そのスコープにとって priority-address-allocation の設
定は意味がありません。

allocation-priority set
get
unset

スコープに順序を割り当てます。たとえば、すべてのスコープ内

のアドレスが使われるまで、より高い優先度で受け入れ可能なス

コープから、IP アドレスの割り当てを行います。値が小さいほ
ど、より高い優先度を持ちます（デフォルトの値 0 は、割り当て
優先を持たないものとして扱われます）。割り当て優先が最初に

検証される場合、同じネットワーク内で割り当て優先を持つス

コープと持たないスコープは混在することができます。

allocation-priority が設定されていない場合（または unset か 0 の
場合）、スコープの割り当て優先は DHCP サーバの 
priority-address-allocation アトリビュートで制御されます。この
場合、priority-address-allocation が設定されていると、スコープの
割り当て優先はそのネットワーク番号になります。設定されてい

ない場合は、スコープがラウンドロビンに割り当てられます。

allocation-priority がスコープに設定されている場合、サーバの
priority-address-allocation は無視されます。オプションで、デフォ
ルトは 0（割り当て優先なし）。
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backup-pct set
get
unset

メイン サーバがバックアップ サーバに送信する使用可能アドレ
スのパーセンテージを決めます。 scope コマンドを使用してこの
値を定義する場合は、必ずメイン サーバ上で定義してください。
バックアップ サーバ上で定義すると、無視されます。

このアトリビュートは、フェールオーバー ペアの backup-pct と
dynamic-bootp-backup-pct について定義された値を無効にします。
scope コマンドで定義されたアトリビュート値は、そのスコープ
が dynamic-bootp をサポートしているかどうかにかかわらず、そ
のスコープに使用される値となります。 

値を 0（ゼロ）に設定した場合、バックアップ サーバはアドレス
を受け取りません。0 は有意な値なので、この値をいったん設定
すると、スコープで backup-pct または dynamic-bootp-backup-pct に
フェールオーバー ペアの値を使用するためには、この値を設定
解除する必要があります。

（注） フェールオーバー ペアがロード バランシングを使用す
るよう構成されている場合は、フェールオーバー ペアの
load-balancing-backup-pct が使用されます。

bootp set
get
unset

サーバが BOOTP 要求を受け入れるかどうかを制御します。クラ
イアントが同じアドレスを常に受け取るには、すべての BOOTP
クライアントの IP アドレスを予約する必要があります。オプ
ションで、デフォルトは disable。

deactivated enable
disable

リースをクライアントに拡張しないスコープ。範囲内のすべての

アドレスは、個別に無効にされたように扱われます。オプション

で、デフォルトなし。

dhcp enable
disable

DHCP サーバがこのスコープの DHCP 要求を受け入れるかどう
かを制御します。BOOTP を排他的に使用するか、またはスコー
プを一時的に無効にするには、スコープの DHCP を無効にしま
す。オプションで、デフォルトは enable。

dns-host-bytes set
get
unset

in-addr.arpa 名の作成時に使用するリースの IP アドレスのバイト
数。サーバは、アドレスのこのバイトを反転ゾーン名に逆順に付

けて、in-addr.arpa ゾーンで名前を作成します。unset の場合、サー
バはスコープのサブネット サイズに基づいて適切な値を合成し
ます。オプションで、デフォルトなし。

dynamic-bootp set
get
unset

in-addr.arpa 名の作成時に使用するリースの IP アドレスのバイト
数。サーバは、アドレスのこのバイトを反転ゾーン名に逆順に付

けて、in-addr.arpa ゾーンで名前を作成します。unset の場合、サー
バはスコープのサブネット サイズに基づいて適切な値を合成し
ます。オプションで、デフォルトなし。

embedded-policy get スコープの組み込みポリシー。読み取り専用。このアトリビュー

トは、scope-policy コマンドから値を取得します。

free-address-config set
get
unset

SNMP トラップ構成（P.2-6 の「addr-trap」 を参照）。オプション
で、デフォルトなし。

表 2-42 scope-template コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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grace-period set
get
unset

リースが期限満了してから、再び割り当てに使用できるようにな

るまでの時間の長さ。オプションで、デフォルトなし。

ignore-declines enable
disable
unset

スコープで、サーバ リース減少の認識をオフに切り替えるかど
うかを決めます。オプションで、デフォルトは disable。

name set
get
unset

このスコープ テンプレートの名前。

offer-timeout set
get
unset

サーバがクライアントにリースを提供して受け入れられない場

合に、サーバは指定された秒数だけ待ってから、リースを再び使

用可能にします。オプションで、デフォルトなし。

options-expr set
get
unset

スコープ オブジェクト用に作成される組み込みポリシー オプ
ションのリストを定義する式。オプションで、デフォルトなし。

ping-clients enable
disable

リースを提供する前に、サーバがアドレスに ping を試みる必要
があるかどうかを制御します。オプションで、デフォルトなし。

ping-timeout set
get
unset

DHCP サーバが、ping の応答を待機する必要がある時間（ミリ秒
単位）。この値を大きくし過ぎると、リース提供プロセスが遅く

なります。この値を小さくし過ぎると、提供する前にアドレスを

ping で調べる効果が小さくなります。300 ミリ秒が妥当な値で
す。オプションで、デフォルトは 300 ミリ秒。

policy set
get
unset

スコープに関連付けられたポリシーの名前。必須、デフォルトは

default ポリシー。つまり、スコープは、特別にリセットされてい
ない限り、default ポリシーで設定されている、すべてのプロパ
ティ（リース時間を含む）を使用します。

ranges-expr set
get
unset

スコープ オブジェクト用に作成されるスコープ範囲のリストを
定義する式。オプションで、デフォルトなし。

renew-only set
get
unset

既存クライアントが、リースを再取得できるようにするかどう

か、任意のリースを新しいクライアントに提供できないようにす

るかどうかを制御します。「renew-only」スコープは、サーバが使
用可能 IP アドレスと認識するものを現在使用しているクライア
ントに対し、その使用の継続を許可するのみで、任意のリースに

関連付けられているクライアントを変更するものではありませ

ん。オプションで、デフォルトなし。

router-host set
get
unset

ルータ インターフェイスはネットワーク ID を取得しないため、
サブネットから IP アドレスを作成し、ルータ インターフェイス
に適用します。IP アドレスとマスクが取得されます。オプショ
ンで、デフォルトなし。

selection-tag-list set
get
unset

スコープに関連する選択タグのリスト。オプション。

表 2-42 scope-template コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド dhcp、scope

update-dns-for-bootp enable
disable
unset

サーバが、BOOTP 要求に応答して DNS 更新を実行するように構
成されているスコープからリースを提供する場合、このアトリ

ビュートをチェックしてから DNS 更新を始めます。このアトリ
ビュートは、DHCP クライアントの更新を許可している間
BOOTP クライアントの DNS 更新を防止します。
dhcp enable/disable update-dns-for-bootp コマンドを使用してグ
ローバルにこのアトリビュートを制御することもできます。ただ

し、スコープ設定によって無効にされます。オプションで、デ

フォルトなし。

vpn-id get このスコープを含んでいる dhcp vpn の ID。スコープの vpn-id は、
スコープの作成時に初期化され、いったん設定されると編集でき

ません。

表 2-42 scope-template コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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scope-template-policy
scope-template に組み込まれる DHCP ポリシーを編集するには、scope-template-policy コマンドを使
用します。組み込みポリシーとは、別のオブジェクト（この場合は scope-template）に関連付けられ
た DHCP オプションの値と設定の集合のことです。scope-template-policy は、それが最初に参照され
たときに暗黙的に作成され、scope-template が削除されたときに削除されます。

scope-template-policy name delete

scope-template-policy name set attribute=value [attribute=value ...]

scope-template-policy name get attribute

scope-template-policy name disable attribute

scope-template-policy name enable attribute

scope-template-policy name show

scope-template-policy name setLeaseTime time-val

scope-template-policy name getLeaseTime

scope-template-policy name setOption opt-name | id value

scope-template-policy name getOption opt-name | id

scope-template-policy name unsetOption opt-name | id 

scope-template-policy name listOptions

scope-template-policy name setVendorOption opt-name | id opt-set-name value

scope-template-policy name getVendorOption opt-name | id [opt-set-name]

アトリビュート 表 2-43 は、scope-template-policy コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-43 scope-template-policy コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

affinity-period set
get
unset

DHCPv6 の場合、あるクライアントについて利用可能になった
リースが削除されるまでの保持期間を指定します。この指定によ

り、クライアントがこの期間中に戻れば期限満了となったリース

を取得できるようにすることも、クライアントがこの期間中に

戻った場合にアドレスを再使用できなくすることもできます

（inhibit-all-renews または inhibit-renews-at-reboot を有効にした場
合）。オプションで、デフォルトなし。 

allow-client-a-record-
update

enable
disable

クライアントに A レコードの更新を許可するかどうかを決めま
す。クライアントが、FQDN オプションにフラグを設定して A レ
コードの更新を要求内で指定した場合、この値が TRUE であれ
ば、サーバはクライアントに A レコードの更新の実行を許可し
ます。TRUE でない場合、他のサーバ構成に基づいて、サーバが
A レコードの更新を実行します。オプションで、デフォルトは
FALSE です。
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allow-client-hints allow-client-hints が true の場合、SOLICIT メッセージおよび
REQUEST メッセージの中でクライアントが要求したアドレス
とプレフィックスは、可能であれば使用されます。

allow-client-hints が false の場合、クライアントが要求したアドレ
スとプレフィックスは無視されます。オプションで、デフォルト

は false。

allow-dual-zone-dns-
update

enabled
isable

DHCP クライアントが 2 つの DNS ゾーンで DNS 更新を実行でき
るようにします。これらのクライアントをサポートするために、

クライアントが更新を実行でき、同時にそのクライアントのため

に DNS 更新を実行できるよう、DHCP サーバを構成できます。
オプションで、デフォルトは FALSE です。

allow-lease-time-
override

enable
disable

クライアントが特定のリース時間を要求できることを示します。

サーバは、このアトリビュートが false に設定された場合、要求
されたリース時間を無視できます。サーバがクライアントのリー

ス時間を無視できるのは、その時間がサーバの通常のリース時間

より長い場合です。オプションで、デフォルトは disable です。

allow-non-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが非一時アドレスを要求できるかどうか
を決めます。オプションで、デフォルトは TRUE です。 

allow-rapid-commit enable
disable

DHCPv6 クライアントが「Solicit with the Rapid Commit」オプショ
ンを使用して構成情報を取得でき、メッセージの数も減らすこと

ができるかどうかを決めます。これを許可するには、必ず単一の

DHCP サーバがクライアントにサービスを提供するようにして
ください。 

このアトリビュートは、ポリシーの処理に特殊な操作を必要とし

ます。サーバは、クライアントがアクセスするリンクのすべての

プレフィックス ポリシー（組み込みと名前付きの両方）をチェッ
クします。

• いずれかのプレフィックス ポリシーでこのアトリビュート
が FALSE に設定されていると、Rapid Commit は許可されま
せん。

• 少なくとも 1 つのポリシーで TRUE に設定されている場合、
Rapid Commit は許可されます。 

• それ以外の場合、階層内の残りのポリシーがチェックされま

す。

オプションで、デフォルトは FALSE です。

allow-temporary-
addresses

enable
disable

DHCPv6 クライアントが一時アドレスを要求できるかどうかを
決めます。

default-prefix-length set
get
unset

委任の場合に、要求側ルータ（クライアント）から委任プレフィッ

クスの長さが明示的に要求されなかったときに、委任プレフィッ

クスのデフォルトの長さを指定します。デフォルトの長さは、常

にプレフィックス範囲のプレフィックス長以下にする必要があ

ります。オプションで、デフォルトは 64 です。

forward-dnsupdate set
get
unset

転送ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

表 2-43 scope-template-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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forward-zone-name set
get
unset

更新するオプションの転送ゾーンを指定します。オプションで、

デフォルトなし。

giaddr-as-server-id enable
disable

DHCP サーバが DHCPOFFER および DHCPACK の server-id オプ
ションを、サーバ IP アドレス（デフォルト）ではなく、受信パ
ケットの giaddr に設定できるようにします。その結果、すべての
ユニキャスト更新は、DHCP サーバへ直接送信されるのではな
く、リレー エージェントへ送信されます。このため、更新は、オ
プション 82 情報がパケットに付加された DHCP サーバに届きま
す。

一部のリレー エージェントでは、この機能がサポートされず、一
部の複雑な構成では、実際に DHCP クライアントがパケットを
ユニキャストできるアドレスに、giaddr を設定できません。この
場合、DHCP クライアントはリースを更新できず、常に再バイン
ド操作を実行する必要があります（DHCP クライアントは、DHCP
サーバと見なしたものへ要求をユニキャストする代わりに、ブ

ロードキャストします）。この機能は、デフォルトで無効にされ

ます。

grace-period set
get
unset

リースが期限満了してから、再び割り当てに使用できるようにな

るまでの時間の長さを定義します。オプションで、デフォルトは

5 分です。

inhibit-all-renews enable
disable

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、サーバは

クライアントに、リブートするたびに新しいアドレスを取得する

よう強制します。オプションで、デフォルトは FALSE です。

inhibit-renews-at-
reboot

enable
disable

クライアントに、リースの更新を許可します。ただし、サーバは

クライアントに、リブートするたびに新しいアドレスを取得する

よう強制します。オプションで、デフォルトは FALSE です。

limitation-count set
get
unset

現在アクティブなリースを取得でき、同じ limitation-id を持つク
ライアントの最大数を指定します。オプションで、デフォルトな

し。

longest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、プレフィックスに許容される最大の長さ。要求側

ルータ（クライアント）が、これより長いプレフィックス長を要

求した場合、このアトリビュートに設定された値が代わりに使用

されます。オプションで、デフォルトは default-prefix-length です。

offer-timeout set
get
unset

クライアントにリースを提供して受け入れられない場合に、指定

された時間だけ待機するようサーバに指示します。指定された時

間間隔の終わりに、サーバは再びリースを利用可能にします。オ

プションで、デフォルトは 2 分です。 

packet-file-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するブート ファイルを示
します。サーバは、応答の「file」フィールドでこのファイル名
を返します。packet-file-name は、128 文字以下にする必要があり
ます。オプションで、デフォルトなし。

packet-server-name set
get
unset

クライアントのブート プロセスで使用するサーバのホスト名を
示します。サーバは、応答の「sname」フィールドでこのファイ
ル名を返します。packet-server-name フィールドは、64 文字以下
にする必要があります。オプションで、デフォルトなし。

表 2-43 scope-template-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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packet-siaddr set
get
unset

クライアントのブート プロセスで、次サーバの IP アドレスを示
します。たとえば、BOOTP クライアントが使用する TFTP サー
バのアドレスにすることができます。サーバは、応答の「siaddr」
フィールドでこのアドレスを返します。オプションで、デフォル

トなし。

permanent-leases enable
disable

このスコープのリースが、要求側クライアントに永続的に付与さ

れるよう指示します。オプションで、デフォルトは disable です。

preferred-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、優先ライフタイムの
デフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト値

は 1w（1 週間）です。

reverse-dnsupdate set
get
unset

反転ゾーン DNS 更新を指定します。オプションで、デフォルト
なし。

server-lease-time set
get
unset

リースの有効期間をサーバに指示します。クライアントとの通信

頻度を高めるには、クライアントが考慮している期間よりも長い

期間のリースをサーバが考慮すると便利な場合があります。これ

は、lease-time の安定性も高めます。ポリシーの通常の横断で検
出される、dhcp-lease-time オプションのリース時間より短い場合、
この値は使用されません。オプションで、デフォルトなし。

shortest-prefix-length set
get
unset

委任の場合、委任プレフィックスに許容される最も短いプレ

フィックス長。要求側ルータ（クライアント）が、これより短い

プレフィックス長を要求した場合、このアトリビュートに設定さ

れた値が代わりに使用されます。オプションで、デフォルトは

default-prefix-length です。

split-lease-times enable
disable

enable にした場合、DHCP サーバは内部で server-lease-time アト
リビュートの値を使用します。それでもクライアントには、該当

するポリシーから構成された lease-time オプションを反映した
リース時間が提供されますが、サーバは server-lease-time 値に基
づいて期間満了に関する決定を行います。オプションで、デフォ

ルトは disable です。

unavailable-timeout set
get
unset

指定された期間だけリースを利用不能にした後、リースを利用可

能な状態に戻すことを、サーバに許可します。オプション。

system_default_policy で値が構成されなかった場合のデフォルト
は、86400 秒（つまり 24 時間）です。

use-client-id-for-
reservations

enable
disable

サーバのデータベースに予約済みの IP アドレスがあるかどうか
をチェックするとき、サーバはデータベース ルックアップの
キーとして、デフォルトで DHCP クライアントの MAC アドレス
を使用します。use-client-id-for-reservations が enable の場合、予
約済みリースのチェックは、DHCP クライアントの client-id を使
用して行われます。client-id は、通常、DHCP クライアントによっ
て提供されます。DHCP クライアントが提供しない場合はサーバ
で生成され、その値が使用されます。オプションで、デフォルト

は disable です。

v4-bootp-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての BOOTP クライアントへ返されるオプションを一
覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

表 2-43 scope-template-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン 個々のオプション値を設定するには、setOption コマンドを使用し、オプション値の設定を解除す
るには、unsetOption コマンドを使用します。また、オプション値を表示するには、getOption コマ
ンドと listOptions コマンドを使用します。オプション値を設定すると、DHCP サーバは所定のオプ
ション名について、必要に応じて既存の値をすべて置き換えるか、新しい値を作成します。詳しい

説明については、policy コマンドのヘルプ ファイルを参照してください。

関連コマンド policy、client-policy、client-class-policy、dhcp-address-block-policy、dhcp-link-policy、 
dhcp-prefix-policy、scope-policy

v4-reply-options set
get
unset

クライアントがオプション データを要求するかどうかにかかわ
らず、すべての DHCPv4 クライアントへ返されるオプションを
一覧表示します。オプションで、デフォルトなし。

v6-reply-options set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのいずれかの応答で返される必要があ
るオプションのリスト。

valid-lifetime set
get
unset

DHCPv6 クライアントへのリースに対して、有効なライフタイム
のデフォルトと最大値を指定します。オプションで、デフォルト

値は 2w（2 週間）です。

表 2-43 scope-template-policy コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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server
server コマンドは、CCM サーバ、DNS サーバ、DHCP サーバ、または TFTP サーバの動作に影響
します。サーバ構成を変更するときは、常に reload コマンドを使用してください。

ワンポイント・アドバイス server キーワードはオプションです。次のすべてのコマンドは、「server」と入力するところから開
始できます。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} enable [start-on-reboot] 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} disable [start-on-reboot] 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} start 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} stop 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} get version 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} getHealth 

[server]{ccm | dns | dhcp | tftp} getStats 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} reload 

[server] dhcp getRelatedServers [column-separator=string] 

[server] dhcp setPartnerDown partner-server [date] 

[server] dhcp updateSms [all] 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} serverLogs nlogs=value logsize=value 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} serverLogs show 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} setDebug category=level [output] 

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} unsetDebug

文法説明 構文の説明では、{dns | dhcp | tftp} という表記法を使用し、DNS サーバ、DHCP サーバ、または
TFTP サーバでコマンドを使用できることを表現しています。この構文で指定されているもの以外
にアトリビュートはありません。いずれの場合も、server キーワードは省略できます。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} enable [start-on-reboot]

サーバを有効にします。start-on-reboot アトリビュートを指定すると、リブートしたときに
Server Agent がサーバを起動します。1 つのプロトコル サービスを提供するクラスタでは、こ
れを無効にする必要がある場合があります。デフォルトでは、DNS サーバと DHCP サーバで
は、リブート時の起動が有効になり、TFTP サーバでは無効になります。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} disable [start-on-reboot]

サーバまたはオプションの start-on reboot アトリビュートを無効にします。enable 構文を参照
してください。

nrcmd> dns disable start-on-reboot 

[server] {ccm | dns | dhcp | snmp | tftp} start

DNS サーバ、DHCP サーバ、SNMP サーバ、または TFTP サーバを起動します。
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[server] {ccm | dns | dhcp | snmp | tftp} stop

サーバ（DNS、DHCP、SNMP、または TFTP）を停止します。サーバ プロセスは終了しません
が、それ以降要求を処理することはありません。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} get version

サーバ ソフトウェアのバージョン番号を取得します。Cisco Technical Assistance Center（TAC）
にバージョン情報を説明する場合に役立ちます。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} getHealth

サーバの現在の状態を取得します。0 は、サーバが動作していないことを表します。DHCP サー
バの場合、1 ～ 10 はサーバの動作状況を表し、10 が最もよい状態を表します。サーバの状態
を表す値が、徐々に低下する場合は、サーバのログ ファイルを調べてください。ログ ファイ
ルには、状態が詳しく示されます。DNS サーバおよび TFTP サーバは、値 0（動作していない）
または 10（動作している）を返します。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} getStats

動作しているサーバから統計情報を取得します。統計カウンタの 1 つまたは複数の特定カテゴ
リを指定するか、キーワード all を指定してすべてを取得します。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} reload

サーバを停止し、すぐに再起動します。サーバは、再起動すると、すべての構成情報、および

以前に保存された状態情報を再び読み取ってから動作を始めます。

[server] dhcp getRelatedServers [column-separator=string]

DNS サーバ、LDAP サーバ、または フェールオーバー サーバと DHCP サーバとの接続状態を
取得します。列の区切りに string をレポートで使用するように、オプションで指定できます。

[server] dhcp setPartnerDown partner-server [date]

パートナー DHCP サーバがダウンしていることを DHCP サーバに通知し、すべての適切なス
コープを PARTNER-DOWN 状態に移行します。オプションで、パートナーが最後に動作した
日時を指定できます。デフォルトは現在の日付です。

注意 パートナー サーバが実際にダウンしていることを確認してから、setPartnerDown キー
ワードを使用してください。

[server] dhcp updateSms [all]

DHCP サーバで、System Management Server（SMS）ネットワーク ディスカバリを実行します。
オプションで all を指定すると、すべてのリース済みアドレスが、DHCP サーバから SMS に送
信されます。all を省略すると、このコマンドを最後に使用してからリースされたアドレスだけ
が送信されます。

[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} serverLogs nlogs=value logsize=value

nlogs（サーバ ログの数）と logsize（サーバ ログのバイト単位のサイズ）の設定または変更を
行います。nlogs の有効な値は、2 ～ 100 です。logsize の値はバイト単位であり、オプションの
K サフィックスと M サフィックスにより、指定した値がそれぞれ 1,000 倍、または 1,000,000
倍になります。logsize の有効な値は、10,000 から 500,000,000、つまり 10KB ～ 500MB です。
次の例は、それぞれ 5,000,000 バイトのログ ファイルを 7 個まで生成するように、DNS サーバ
を設定します。変更内容を有効にするには、Network Registrar Server Agent を再起動します。
nrcmd> dns serverLogs nlogs=7 logsize=5M 
nrcmd> exit 
(UNIX)> /etc/init.d/nwreglocal start 
(Windows)> net start "Network Registrar Local Server Agent" 
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[server] {ccm | dns | dhcp | tftp} serverLogs show

ログ ファイルの数とサイズを表示します。

[server] {ccm | dns | dhcp | snmp | tftp} setDebug category=level [output]

デバッグ レベルとデバッグ メッセージの出力場所を設定します。最も一般的に使用するサー
バ デバッグ カテゴリ コードとレベルについては、表 2-44 を参照してください。デバッグの詳
細度は、レベル数を上げると上がります。特に言及されている場合を除いて、レベルは 1 ～ 9
です。有効な出力値は、MLOG（デフォルト）、FILE file、および WINDOW です。Web UI を通
してデバッグ設定を有効にした後で DNS サーバをリロードすると、Network Registrar はデバッ
グを無効にします。このため、デバッグ設定を再び有効にする必要があります。

注意 デバッグ レベルを設定すると、システム パフォーマンスに重大な影響を及ぼすことがあ
ります。パフォーマンスに影響を及ぼすだけでなく、デバッグ設定はリロード イベント
の後もそのまま残ります。使用する前に、まず Cisco Technical Assistance Center（TAC）
に連絡してください。

[server] {ccm | dns | dhcp | snmp | tftp} unsetDebug

サーバのデバッグを設定解除します。

表 2-44 サーバ デバッグ カテゴリ コード

サーバ カテゴリ レベル 説明

CCMccm A ユーザ許可。

C 汎用の構成。

D CCM データベース アクティビティ。

H リージョナル複製アクティビティ。

M Local MCD データベース アクティビティ。

N リージョナル ポーリング。

P アドレス空間管理。

R ローカル サーバ通信。

S SCP メッセージ処理。

DNS D 1 ～ 6 サーバ初期化、転送、サーバ生成クエリー、差分ゾーン転送

要求と完全ゾーン転送要求、および、応答。

U 1 ～ 2 DNS 更新。

N 1 ～ 5 NOTIFY パケット。

P 2 ～ 3 DNS パケット。

DHCP VX 1 受信詳細パケットと送信詳細パケットのトレース。

KP 1 ～ 9 DNS 更新パケットのトレース、および LDAP と送受信したす
べてのメッセージに関する完全な詳細。すべてのアトリ

ビュート値を含む。

Q 1 ～ 9 クライアント クラス トレース。

Y 1 ～ 4 フェールオーバーのトレース。
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サーバの起動と停止

server type start コマンドを使用して（または単に server-type start コマンドを dhcp start のように使
用して）、指定したサーバを起動します。server type stop コマンドを使用して（または単に server-type
stop コマンドを dhcp stop のように使用して）、指定したサーバを停止します。最初にサーバを保存
することをお勧めします。

nrcmd> dns start 
nrcmd> save 
nrcmd> dhcp stop 

サーバのリロード

server type reload （または単に server-type reload）コマンドを使用して指定したサーバをリロード
します。Network Registrar は、選択されたサーバを停止し、設定データをロードして、サーバを再
起動します。

nrcmd> dns reload 

サーバ イベントのロギング

DNS、DHCP、および TFTP サーバにはログ設定があり、何をロギングするかを厳密に制限するの
で、サーバのパフォーマンスが向上します。これらのログ設定は、それぞれ dns set log-settings、
dhcp set log-settings、tftp set log-settings コマンドを CLI で実行することにより使用可能になります。

注意 Windows Event Viewer がいっぱいで Network Registrar が動作しなくなるのを防ぐには、Event Log
Settings で Overwrite Events as Needed ボックスをオンにします。

設定されているサーバの最大数を確認するには、[server] type serverLogs show コマンドを使用して、
サーバ数（nlogs）とサイズ（logsize）パラメータを調べ、必要に応じて次のように変更します。

nrcmd> dhcp serverLogs show 
nrcmd> dhcp serverlogs nlogs=6 logsize=200000 

SNMP M メイン モジュール、一般的なトレース。

D データベース アクティビティのトレース。

S SCP クライアント /サーバ アクティビティのトレース。

L 受信モジュール（選択ループ）のトレース。

S SNMP モジュールのトレース。

C キャッシュ モジュールのトレース。

TFTP E 1 ～ 5 CSRC 1.0 拡張オブジェクト。

F 1 ～ 5 ファイル処理。

C 1 ～ 5 サーバ構成。

S 1 ～ 5 TFTP セッション処理。

D 1 ～ 5 統計。

P 1 ～ 5 パケット処理。

T 1 ～ 5 タイマー処理。

表 2-44 サーバ デバッグ カテゴリ コード（続き）

サーバ カテゴリ レベル 説明
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変更後、サーバ エージェントを停止して再起動します。各オペレーティング システムごとに示し
ます。

• Windows
net stop "Network Registrar Local Server Agent" 
net start "Network Registrar Local Server Agent" 

• Solaris
/etc/init.d/nwreglocal stop 
ps -leaf | grep nwr 
kill -9 pid pid ... any processes left running in this ps .... 
/etc/init.d/nwreglocal start 

• Linux
/etc/rc.d/init.d/nwreglocal stop 
ps -leaf | grep nwr 
kill -9 pid pid ... any processes left running in this ps .... 
/etc/rc.d/init.d/nwreglocal start 

サーバの安定度の表示

サーバの安定度（正常に実行されているかどうか）を表示するには、[server] type getHealth コマン
ドを使用します。数字の 10 は安定度が最高レベルであることを示し、0 はサーバが動作していない
ことを示します。 

サーバの統計の取得

[server] type getStats コマンドを使用して、指定したサーバの統計を取得します。DNS と DHCP サー
バの統計は中カッコ（ ）の中に符号化され、その後に一連の数字が続きます。統計の詳細について
は、『Network Registrar User’s Guide』を参照してください。

関連コマンド ccm、dns、dhcp、snmp、tftp
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session
session コマンドは、CLI コマンド セッションでセッション制御パラメータを設定します。

セッション アサート機能では、特定の条件が真であることを nrcmd バッチ スクリプトで確定でき
ます。条件が真である場合、このコマンドは効果がありませんが、真ではない場合、nrcmd はその
時点で終了します。セッション アサート機能は、たとえば、nrcmd セッションが Network Registrar
データベースを排他的にロックしていることを確認したり、サーバ構成データが前のポイントから

変更されているかどうかを確認したりするために使用します。

session set attribute 

session unset attribute 

session get attribute 

session [show] 

session cache {refresh | clear} 

session listNetInterfaces

文法説明 session set attribute

表 2-45 に示した 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

session unset attribute

表 2-45 に示した 1 つまたは複数のアトリビュートを設定解除します（可能な場合）。

session get attribute

表 2-45 に示したアトリビュートのうち、1 つを表示します。

session [show]

CLI セッションに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

session cache {refresh | clear}

CLI は、読み取ったコンフィギュレーション オブジェクトの多くをキャッシュします。複数の
ユーザが同時に変更を加えている場合、CLI インスタンスが古いバージョンのオブジェクトを
キャッシュしている場合があります。session cache refresh コマンドは、修正されていないすべ
てのオブジェクトのローカル キャッシュを CLI がクリアし、コンフィギュレーション データ
ベースから CLI がオブジェクトを再度読み込みます。session cache clear コマンドでは、保存さ
れていない変更がある場合でも、キャッシュされたすべてのデータが CLI によってクリアされ
ます。

session listNetInterfaces 

CCM サーバからネットワーク インターフェイス オブジェクトのリストを取得します。
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アトリビュート 表 2-45 は、session コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-45 session コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

cluster get 現在のクラスタの名前を表示します。読み取り専用で、設定解除で

きません。

current-vpn set
get
unset

ある CLI コマンドに予測される VPN が存在するが、そのコマンド
にその VPN を示す明示的なエントリがないか、そのエントリをコマ
ンドに明示的に入力できない場合に、セッションの VPN を設定しま
す。省略した場合は、グローバル VPN が使用されます。VPN の名
前または ID を指定できます。特殊な VPN 値の all は、global を含む
すべての VPN を参照します。特殊値 global は、名前が割り当てら
れていないグローバル VPN を参照します。すでに定義されている
VPN と一致する文字列は VPN 名と見なされます。それ以外は VPN
ID と見なされ、CLI は VPN ID への変換を試みます。P.2-127 の
「owner」を参照してください。

現在の VPN を設定解除することは、session set current-vpn="" コマ
ンドを使用することと同じです。

default-format set
get

CLI セッションの出力形式を設定します。出力内容は、設定された
可視性レベル（visibility アトリビュートを参照）に基づきます。こ
のアトリビュートを設定解除することはできません。デフォルトの

出力形式は、次のとおりです。

• user：ユーザが読み取ることができる形式でオブジェクトを表
示する。1 行に 1 つのアトリビュート（デフォルト）。

• script：スクリプトに適したフォーマットでオブジェクトを表示
する。1 行に 1 つのアトリビュート。user 形式と異なり、この出
力は値を割り当てられていないアトリビュートを表示しませ

ん。

次の例では、スクリプト処理用の出力が設定されます。

nrcmd> session set default-format=script 

groups show 現在のユーザに関連付けられているグループの一覧を表示します。

roles show 現在のユーザに関連付けられている管理者ロールの一覧を表示しま

す。

scope-edit-mode set
show

DHCP スコープを編集するときに、現在有効となっている編集モー
ド。有効な値は次のとおりです。

• default：CCM サーバで構成されたスコープ編集モードを設定し
ます（ P.2-10 の「ccm」 を参照）。デフォルト。

• staged：編集内容をデータベースに書き込むが、DHCP サーバへ
すぐには転送しないでおくかどうかを決めます。この設定は、

CCM サーバの設定よりも優先されます。

• synchronous：編集内容をすぐに DHCP サーバへ公開のために転
送するかどうかを決めます。この設定は、CCM サーバの設定よ
りも優先されます。

user-name get 現在のユーザの名前を表示します。読み取り専用で、設定解除でき

ません。
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関連コマンド dns、dhcp

version get クラスタのソフトウェア バージョンを表示します。読み取り専用
で、設定解除できません。

visibility set
get

セッションの可視性、つまり設定と表示が可能なアトリビュートの

冗長性レベル。有効な値は、1（最高の可視性）、3、または 5（デ
フォルト）です。このアトリビュートを設定解除することはできま

せん。

注意 Cisco Technical Assistance Center（TAC）から指示されない
限り、デフォルトのセッションの可視性を 5 から変更しな
いでください。

zone-edit-mode set
show

DNS ゾーンを編集するときに、現在有効となっている編集モード。
有効な値は次のとおりです。

• default：CCM サーバで構成されたゾーン編集モードを設定しま
す（P.2-194 の「zone」 を参照）。デフォルト。

• staged：編集内容をデータベースに書き込むが、DNS サーバへ
すぐには転送しないでおくかどうかを決めます。この設定は、

CCM サーバの設定よりも優先されます。

• synchronous：編集内容をすぐに DNS サーバへ公開のために転
送するかどうかを決めます。この設定は、CCM サーバの設定よ
りも優先されます。

表 2-45 session コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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snmp
Simple Network Management Protocol（SNMP）サーバの制御と構成には、snmp コマンドを使用しま
す。設定できるアトリビュートは、ログ設定、検出されたインターフェイスでなく構成されたイン

ターフェイスを使用するかどうか、標準外のポート番号での受信、およびキャッシュの存続時間で

す。

SNMP トラップについては、P.2-187 の「trap-recipient」を参照してください。

snmp start 

snmp stop 

snmp enable server-active 

snmp disable server-active 

snmp set attribute=value [attribute=value…] 

snmp unset attribute 

snmp get attribute 

snmp setDebug 

snmp [show] 

文法説明 snmp コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-46 を参照してください。

snmp start 

SNMP サーバを起動します。

snmp stop 

SNMP サーバを停止します。

snmp enable server-active

サーバを起動時に実行します。

snmp disable server-active

サーバを起動時に実行しません。

snmp set attribute=value [attribute=value]

1 つまたは複数の SNMP サーバ アトリビュートを設定します。

snmp unset attribute

1 つまたは複数の SNMP サーバ アトリビュートを設定解除します。

snmp get attribute

SNMP サーバ アトリビュートを取得します。

snmp setDebug 

SNMP サーバのデバッグを設定します。

snmp [show]

SNMP サーバのアトリビュートを表示します。
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アトリビュート 表 2-46 は、snmp コマンドのアトリビュートと値について説明しています。すべて読み取り専用ア
トリビュートです。

関連コマンド server、trap-recipient

表 2-46 snmp コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

community set
get
unset

サーバが要求を処理するために、要求の中に必要なコミュニティ ス
トリング。オプションで、デフォルトは public。

cache-ttl set
get
unset

SNMP サーバが GET に応答するため、データがキャッシュ内に残っ
ている必要がある時間。オプションで、デフォルトは 60 秒。

log-settings set
get
unset

サーバ アクティビティ ログのレベル。次のいずれかにできます。

• 1：default

• 2：no-success-messages

• 3：incoming-packet-detail

• 5：outgoing-packet-detail

• 6：scp-detail

• 7：snmp-detail

オプションで、デフォルトは default 設定。

name set
get
unset

SNMP サーバの名前。オプションで、デフォルトは CNRSNMP。

server-active enable
disable
unset

SNMP サーバを起動時に実行するかどうかを設定します。オプショ
ンで、デフォルトは enable。

trap-source-addr set
get
unset

送信 SNMP トラップ パケットで、送信側アドレスとして使用するオ
プションの IP アドレス。オプションで、デフォルトなし。
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snmp-interface
snmp-interface コマンドは、SNMP インターフェイスの追加、削除、および一覧表示を行います。
SNMP インターフェイスは、サーバのイーサネット ネットワーク インターフェイス カードやトー
クン リング ネットワーク インターフェイス カードなど、ハードウェア インターフェイスの論理表
現です。SNMP は構成されたアドレス情報を使用して、どのインターフェイスを使用してパケット
の送受信を行うかを決定します。SNMP は、各インターフェイスと、それらのインターフェイス上
で利用可能なアドレスのリストを自動的に検出します。

snmp-interface name create address=IP/mask

snmp-interface name delete

snmp-interface name enable address

snmp-interface name disable address

snmp-interface name show 

snmp-interface name set address=IP/mask

snmp-interface name unset address 

snmp-interface name get address

snmp-interface list

snmp-interface listnames

文法説明 snmp-interface コマンドのアトリビュートとその説明については、表 2-46 を参照してください。

snmp-interface name create address=IP/mask

SNMP インターフェイスを作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。この
コマンドには、名前とアドレスの値が必要です。

snmp-interface name delete 

SNMP インターフェイスを削除します。 

snmp-interface name enable address

指定された snmp インターフェイスのアトリビュートを有効にします。

snmp-interface name disable address

指定された snmp インターフェイスのアトリビュートを無効にします。

snmp-interface name set address=IP/mask

アトリビュートを snmp インターフェイスの値に設定します。

snmp-interface name unset address

snmp アトリビュートの値を設定解除します。

snmp-interface name get address

指定された snmp インターフェイスのアトリビュートの明示的な値を取得します。

snmp-interface name [show]

snmp インターフェイスに割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

snmp-interface list 

すべての SNMP インターフェイスと割り当てられているアトリビュートを一覧表示します。
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アトリビュート 表 2-47 に、snmp-interface コマンドのアトリビュートを一覧表示します。

関連コマンド snmp

表 2-47 snmp-interface コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address get
set
unset

SNMP サーバが使用するインターフェイスの IP アドレスとサブ
ネット マスク。オプションで、デフォルトなし。

name get
set
unset

インターフェイスの名前。オプションで、デフォルトなし。
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subnet
subnet コマンドは、Network Registrar Central Configuration Management（CCM）データベース内に作
成されたネットワーク サブネットのアトリビュートを作成および設定します。サブネットとは、IP
アドレス空間の連続した範囲のことで、あるアドレス ブロックがその親になることができます。

（注） CCM サブネットは、バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）およびサブネット割り当ての
展開の際に DHCP サーバへの委任に使用される DHCP サブネットと同じものではありません。こ
れらの DHCP サブネットの管理には、dhcp-subnet コマンドを使用します。

subnet address/mask create [attribute=value ...] 

subnet address/mask delete 

subnet address/mask set attribute=value [attribute=value ...] 

subnet address/mask unset attribute 

subnet address/mask get attribute 

subnet address/mask [show] 

subnet list 

subnet listnames 

文法説明 subnet コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-48 を参照してください。

subnet address/mask create [attribute=value ...]

ネットワーク アドレス（address/mask 形式）を使用して CCM サブネットを作成し、オプショ
ンでアトリビュートを追加します。policy だけが必須アトリビュートです。省略した場合は、
default ポリシーがデフォルトです。

subnet address/mask delete

CCM サブネットを削除します。

subnet address/mask set attribute=value [attribute=value ...]

CCM サブネットの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。次の例を参考にしてくだ
さい。

nrcmd> subnet 10.1.0.0/16 set vpn-id=vpn 1 

subnet address/mask unset attribute

オプションの CCM サブネット アトリビュートを設定解除します。

subnet address/mask get attribute

CCM サブネット アトリビュートの明示的な値を取得します。

subnet address/mask [show]

CCM サブネットのすべてのアトリビュートの値を表示します。

subnet list 

すべての CCM サブネットとそのアトリビュートを一覧表示します。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    subnet

2-179
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

subnet listnames 

すべての CCM サブネットの名前だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-48 は、subnet コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明し
ています。

表 2-48 subnet コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

address create
set
get

作成時に指定された CCM サブネットの IP アドレス。そのブロック
のアドレス範囲を定義しています。アドレスを再定義するには、set
コマンドを使用します。必須、デフォルトなし。

description set
get
unset

CCM サブネットの用途の説明。オプションで、デフォルトなし。

dns-host-bytes set
get
unset

scope の dns-host-bytes アトリビュートに相当し、作成する正しい
in-addr.arpa 名を決めるために、サブネットから反転ゾーンを作成す
るときに使用されます。その値とサブネット サイズに基づいて、新
しい反転ゾーンが作成されるか、委任レコードが親反転ゾーン内に

配置されます。unset の場合、サーバはサブネット サイズに基づい
て適切な値を合成します。

failoverpair set
get
unset

DHCP 割り当て用のサブネットに割り当てられた DHCP サーバの
フェールオーバー ペアまたはクラスタ。オプションで、デフォルト
なし。

forward-zone-name set
get
unset

サブネットに関連付けられた転送 DNS ゾーンの名前。オプション
で、デフォルトなし。

interface set
get
unset

このサブネットへ割り当てられたルータ インターフェイス。オプ
ションで、デフォルトなし。

owner set
get
unset

サブネットへのアクセスを制限するために使用できる所有者名。オ

プションで、デフォルトなし。

parent set
get
unset

サブネットの親 CCM アドレス ブロック（存在する場合）。オプショ
ンで、デフォルトなし。

primary-subnet set
get
unset

複数の論理 IP サブネットが同じ物理ネットワーク上に存在する場
合の、プライマリ サブネットのネットワーク番号。オプションで、
デフォルトなし。

region set
get
unset

サブネットへのアクセスを制限するために使用できるリージョン

名。オプションで、デフォルトなし。

reverse-zone-name set
get
unset

サブネットに関連付けられた反転 DNS ゾーンの名前。オプション
で、デフォルトなし。

state get サブネットの現在の状態。読み取り専用。
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関連コマンド policy、client-policy、client-class-policy、dhcp-address-block-policy、dhcp-link-policy、
scope-policy、scope-template-policy、address-block、owner

type set
get
unset

スコープ テンプレート、スコープ選択タグ、またはクライアント ク
ラスへ関連付ける場合、定義済みのサブネット タイプの名前。オプ
ションで、デフォルトなし。

vpn-id set
get
unset

管理対象バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）環境などで
複数のアドレス空間をサポートするために使用される VPN の ID。
オプションで、デフォルトなし。

表 2-48 subnet コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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tftp
tftp コマンドは、TFTP サーバ アトリビュートの有効化または無効化を行います。Network Registrar
内の 1 つのクラスタには、1 つの TFTP サーバだけがあるため、サーバを名前で参照する必要はあ
りません。

tftp enable attribute 

tftp disable attribute 

tftp set attribute=value [attribute=value…] 

tftp unset attribute 

tftp get attribute 

tftp [show] 

tftp setTraceLevel value 

tftp getTraceLevel 

tftp reload 

（注） 他のサーバ制御コマンドについては、P.2-166 の「server」を参照してください。

文法説明 tftp コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-49 を参照してください。

tftp enable attribute

TFTP サーバのアトリビュートを有効にします。
nrcmd> tftp enable file-caching 

tftp disable attribute

TFTP サーバのアトリビュートを無効にします。

tftp set attribute=value [attribute=value…]

TFTP サーバの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。アトリビュートと、set の用法
については、表 2-49 を参照してください。
nrcmd> tftp set file-cache-directory="CacheDir" 
nrcmd> tftp reload 

（注） このコマンドを使用する場合は、キャッシュ ディレクトリを設定し、サーバをリロード
する必要があります。file-cache が有効な場合、file-cache-directory が設定されていない
と、ファイルはキャッシュされません。file-cache が無効な場合でも、file-cache-directory
が設定されていると、ディレクトリ内のファイルはクライアントからアクセスできま

す。

tftp unset attribute

TFTP サーバのアトリビュートの値を設定解除します。必須アトリビュートは設定解除できま
せん。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    tftp

2-182
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

tftp get attribute

TFTP サーバのアトリビュートの明示的な値を取得します。

tftp [show]

TFTP サーバのアトリビュートを表示します。

tftp setTraceLevel value

TFTP サーバが使用するトレースのレベル。トレース出力は、サーバのログ ディレクトリの
file_tftp_1_log ファイルに書き込まれます。トレース文は、Windows NT では file_tftp_1_log に書
き込まれ、Solaris では file_tftp_1_trace ファイルに書き込まれます。0 ～ 4 の整数値によって、
次のようにそれぞれ別の累積トレース レベルが有効になります。

• 0：すべてのサーバ トレースが無効になります（デフォルト）。

• 1：トレース ファイル内のすべてのサーバ ログ メッセージを表示します。

• 2：クライアント IP アドレスおよびすべての TFTP パケットのポートも表示します。

• 3：すべての TFTP パケットのヘッダー情報も表示します。

• 4：TFTP パケット データの最初の 32 バイトも表示します。

（注） Cisco TAC に指示された場合に限り、パケット トレースを有効にしてください。トレースは、サー
バのパフォーマンス レベルに大きな影響を与えます。また、パケット トレースは長時間有効にし
ないでください。

tftp getTraceLevel 

トレース レベルを報告します。サーバの問題を調べる場合に限り使用してください。

tftp reload 

TFTP サーバをリロードし、キャッシュ内のファイルを更新します。

アトリビュート 表 2-49 は、tftp コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明してい
ます。

表 2-49 tftp コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

active-directory-domain set
get

ダイナミック構成ファイルをサポートするために TFTP サーバ
が使用するアクティブ ディレクトリ ドメインの名前。必須、デ
フォルトなし。

csrc-configuration-file set
get

Cisco Subscriber Registration Center（CSRC）バージョン 1.0 ライ
ブラリのロード時に、TFTP サーバが使用する構成ファイルのパ
ス。TFTP サーバは、このパスを使用してダイナミック DOCSIS
モデム構成ファイルを生成します。CSRC 構成ファイルの場所
は、通常 /CSRC_INSTALL_DIR/conf/csrc.cfg です。必須、デフォ
ルトなし。

default-device set
get

TFTP 要求のパス名に何も指定されていない場合、TFTP サーバ
が使用するデフォルト ディスク デバイスの名前。このアトリ
ビュートは、デフォルトのドライブ文字を指定するため、

Windows で使用する設計になっています。必須、デフォルトなし。
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docsis-access enable
disable

TFTP クライアントからのダイナミック DOCSIS ファイル要求
に、TFTP サーバが応答する方法。CSRC 1.0 のユーザだけに関連
します。このアトリビュートが無効であると、TFTP サーバは、
ダイナミック DOCSIS ファイル要求を拒否し、アクセス違反エ
ラーをクライアントに送信します。必須、デフォルトは disable。

docsis-file-logging enable
disable

TFTP サーバが、生成された DOCSIS ファイルをディスクに記録
する必要があるかどうかを制御します。CSRC 1.0 のユーザだけ
に関連します。このアトリビュートが有効な場合は、TFTP サー
バは、サーバ ログ ディレクトリ内の tftp サブディレクトリに、
生成された DOCSIS 構成ファイルを記録します。CSRC 1.0 の
ユーザだけに関連します。必須、デフォルトは disable。

docsis-log-file-count set
get

TFTP サーバが、サーバ ログ ディレクトリ内の TFTP サブディレ
クトリに保持する DOCSIS 構成ログ ファイルの最大数。CSRC
1.0 のユーザだけに関連します。この制限値に達すると、TFTP
サーバは新しいログ ファイルを作成するたびに DOCSIS ログ
ファイルを 1 つ削除します。必須、デフォルトは 100 個のログ
ファイル。

docsis-pathname-prefix set
get

DOCSIS 構成ファイルを作成するトリガーとして TFTP サーバが
認識するパス名のプレフィックス。CSRC 1.0 のユーザだけに関
連します。このプレフィックスは、DHCP サーバが TFTP クライ
アントに送信する DOCSIS ファイル名を生成するために使用す
るプレフィックスと一致する必要があります。必須、デフォルト

は /docsis。

file-cache enable
disable

TFTP サーバが file-cache-directory アトリビュートで指定される
ディレクトリ内にあるファイルに対してファイル キャッシング
を実行する必要があるかどうかを決定します。ファイル キャッ
シングによって、file-cache-max-memory-size アトリビュートに
よって設定されている最大値までメモリにファイルをロードで

き、サーバを高速に実行できます。リロード時に、Network
Registrar は、各キャッシュ ファイルの名前を記録し、ロードで
きないファイルをスキップします。すべてのファイルはバイナリ

データとして読み取られ、TFTP クライアント要求として変換さ
れます。キャッシュに直接書き込むことはできません。オプショ

ンで、デフォルトは disable。

file-cache-directory set
get

file-cache アトリビュートによって有効になっている場合、TFTP
サーバがキャッシュに配置するファイルを検索する既存ディレ

クトリへのパス。サーバは、起動時とリロード時に、

file-cache-max-memory-size アトリビュートで設定されている最大
値まですべてのファイルをロードします。パス名は、

home-directory アトリビュートの値に対してだけ指定してくださ
い。Network Registrar は、このディレクトリのサブディレクトリ
にあるファイルをキャッシュしません。オプションで、デフォル

トなし。ただし、値はホーム ディレクトリ パスに追加されます。

表 2-49 tftp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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file-cache-max-
memory-size

set
get
unset

ファイル キャッシュの最大メモリ サイズ（バイト単位）。Network
Registrar は、合計でこのメモリ サイズに一致するまで、ファイ
ルをすべてキャッシュにロードします。0 に設定すると、ファイ
ル キャッシュを有効にしても、Network Registrar はデータを
キャッシュしません。オプションで、デフォルトは 32000 バイト。

home-directory set
get

TFTP サーバが TFTP 要求の解決に使用するホーム ディレクトリ
へのパス。use-home-directory-as-root アトリビュートを無効にす
ると、Network Registrar は、home-directory アトリビュートの値と
検索リストに指定されているパスを使用して要求を解決します。

必須、デフォルトはインストール ディレクトリの /data/tftp サブ
ディレクトリ。

initial-packet-timeout set
get

TFTP サーバが、クライアントに応答を送信した後で、応答タイ
ムアウトを宣言して再伝送をクライアントに送信する前までに

待機する初期時間。必須、デフォルトは 5 秒。

ldap-host-name set
get

ダイナミック構成ファイルをサポートするために TFTP サーバ
が使用する LDAP サーバのホスト名または IP アドレス。CSRC
1.0 のユーザだけに関連します。必須、デフォルトは localhost。

ldap-initial-timeout set
get

TFTP サーバが、LDAP サーバに要求を送信した後で、要求のタ
イムアウトを宣言して再伝送をサーバに送信する前までに待機

する初期時間。CSRC 1.0 のユーザだけに関連します。必須、デ
フォルトは 10 秒。

ldap-maximum-timeout set
get

TFTP サーバが、初期 LDAP 要求を転送した後で、その要求で再
試行を放棄する前までに待機する最大時間。CSRC 1.0 のユーザ
だけに関連します。必須、デフォルトは 60 秒。

ldap-password set
get

TFTP サーバが LDAP サーバとの接続時に使用するパスワード。
CSRC 1.0 のユーザだけに関連します。必須、デフォルトなし。

ldap-port-number set
get

TFTP サーバが LDAP サーバとの通信に使用するポート番号。
CSRC 1.0 のユーザだけに関連します。必須、デフォルトは 389。

ldap-root-dn set
get

TFTP サーバが、ダイナミック構成ファイルのサポートにディレ
クトリ ツリーのルートを特定するために使用するルート認定者
名。CSRC 1.0 のユーザだけに関連します。必須、デフォルトなし。

ldap-use-ssl enable
disable

TFTP サーバが、LDAP サーバと通信するときに SSL を使用する
かどうかを制御します。CSRC 1.0 のユーザだけに関連します。こ
のアトリビュートが無効な場合、TFTP サーバは LDAP と通信す
るときに SSL を使用しません。必須、デフォルトは disable。

ldap-user-name set
get

LDAP サーバに接続するときの TFTP サーバのユーザ名。CSRC
1.0 のユーザだけに関連します。必須、デフォルトなし。

表 2-49 tftp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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log-level set
get
unset

TFTP サーバ ログ ファイルにログ メッセージを書き込むときに
TFTP サーバが採用する冗長性のレベル。必須、デフォルトはレ
ベル 3。0 ～ 4 の整数値では、次の累積ログ レベルが有効になり
ます。ログ レベルはデフォルトの 3（情報）を維持するのが最適
です。

• 0：なし。ログ メッセージは書き込まれません。

• 1：エラー。LDAP サーバが存在しないなど、現在の条件で
は TFTP サーバの動作が禁止されます。

• 2：警告。接続タイムアウトなど、現在の条件では動作の問
題が発生することがあります。エラーも含まれます。

• 3：情報。通常のサーバ情報メッセージが提供されます（デ
フォルト）。警告とエラーも含まれます。

• 4：アクティビティ。クライアントの要求と応答など、通常
のサーバ動作。情報、警告、およびエラーも含まれます。

log-settings set
get
unset

TFTP サーバは、ログ設定内に列挙されるイベントに関する補足
の詳細を制御できます。補足の詳細は、問題を分析するときに役

立ちます。ただし、長時間有効にしていると、ログ ファイルが
すぐにいっぱいになります（したがって、頻繁に入れ替えるた

め、重要な情報が失われる可能性があります）。オプションで、

デフォルトは verbose。

max-inbound-file-size set
get

TFTP サーバに書き込まれるファイルに TFTP サーバが制御する
最大ファイルサイズ。デフォルトの単位はキロバイトです。ただ

し、キロバイトに k、メガバイトに m、ギガバイトに g を使用し
て表示することもできます。必須、デフォルトは 1024 KB。

min-socket-buffer-size set
get

広く認識されている、TFTP 要求を受信するポートに、TFTP サー
バが使用する最小ソケット バッファ サイズ。必須、デフォルト
は 65536。

packet-trace-level set
get

サーバ トレース ファイルにメッセージを書き込むときに、TFTP
サーバが採用する冗長性レベルを指定します。整数値 1 ～ 4 にし
たがって、トレース レベルが上がります。パケット トレース レ
ベルを 0 に設定すると、トレースは無効になります。必須、デ
フォルトは 0（無効）。

port-number set
get

TFTP サーバが TFTP 要求の受信に使用する UDP ポート番号。必
須、デフォルトはポート 69。

read-access enable
disable

TFTP サーバが TFTP クライアントからのファイル読み取り要求
に応答する方法。このアトリビュートが無効であると、TFTP サー
バは、ファイル読み取り要求を拒否し、アクセス違反エラーをク

ライアントに送信します。必須、デフォルトは enable。

search-list set
get

TFTP サーバが TFTP 要求の解決に使用するパスのカンマ区切り
リスト。use-home-directory-as-root を有効にすると、サーバは検
索リストのパスを無視し、ホーム ディレクトリを使用してすべ
ての TFTP 要求を解決します。必須、デフォルトなし。

session-timeout set
get

TFTP サーバが、初期応答を転送した後で、その応答で再試行を
放棄する前までに待機する最大時間。このタイムアウト期間内に

クライアントから応答を受信しなかった場合、TFTP セッション
は終了します。必須、デフォルトは 20 秒。

表 2-49 tftp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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関連コマンド server

use-home-directory-as-
root

enable
disable

指定されたホーム ディレクトリをパスがルートとするものとし
て、TFTP サーバが TFTP 要求に含まれているパス名を扱うかど
うかを制御します。このアトリビュートが有効な場合は、TFTP
サーバは、指定したホーム ディレクトリの下のパスに絶対パス
名と相対パス名の両方を解決しようとします。必須、デフォルト

は disable。

write-access enable
disable

TFTP サーバが TFTP クライアントからのファイル書き込み要求
に応答する方法。このアトリビュートを無効であると、TFTP サー
バは、ファイル書き込み要求を拒否し、アクセス違反エラーをク

ライアントに送信します。制限事項：有効であると、クライアン

トはサーバにすでに存在するファイルだけに書き込むことがで

きます。max-inbound-file-size アトリビュートにより、受信ファイ
ル サイズが決まります。必須、デフォルトは disable。 

write-allow-file-create enable
disable

PUT でファイルの作成を許可するかどうかを制御します。
write-access が有効な状態で、このアトリビュートが無効な場合
は、ファイルがサーバに存在する必要があります。有効な場合

は、サーバ上にファイルが作成されます。max-inbound-file-size の
値によりファイル サイズ制限値が設定されます。必須、デフォ
ルトは disable。

表 2-49 tftp コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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trap-recipient
trap-recipient コマンドを使用すると、Network Registrar SNMP サーバがイベント メッセージを送信
する宛先を、指定したトラップ用の宛先（多くの場合、管理ステーション）に対して追加または削

除できます。サーバはトラップ メッセージを、構成されたすべての受信者（通常はネットワーク管
理ステーション）へ送信しようとします。

trap-recipient name create [attribute=value ....] 

trap-recipient name delete 

trap-recipient name set attribute=value 

trap-recipient name unset attribute=value 

trap-recipient name get attribute 

trap-recipient name show 

trap-recipient list 

文法説明 trap-recipient name create attribute=value .... 

トラップ受信者を作成します。オプションでアトリビュート値を割り当てます。このコマンド

には、名前とアトリビュートの値が必要です。

trap-recipient name delete 

指定されたトラップ受信者を削除します。

trap-recipient name set attribute=value

指定されたトラップ受信者にアトリビュートと値を設定します。

trap-recipient name unset attribute=value

指定されたトラップ受信者のアトリビュートと値を設定解除します。

trap-recipient name get attribute

アトリビュートに割り当てられた明示的な値を取得します。

trap-recipient name show

トラップ受信者に割り当てられたすべてのアトリビュートと値を表示します。

trap-recipient list

設定されたすべてのトラップ受信者を一覧表示します。

アトリビュート 表 2-50 は、trap-recipient コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-50 trap-recipient コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

agent-addr set
get
unset

この受信者へ送信されるトラップ内で、ソース エージェント アドレ
スとして使用される IP アドレスを定義します。オプションで、デ
フォルトなし。

community set
get
unset

トラップ受信者へ割り当てられる SNMP コミュニティ ストリング
を定義します。オプションで、デフォルト。
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update-policy
update-policy コマンドを使用すると、DNS 更新ポリシーを構成できます。更新ポリシーの最も重要
なアトリビュートは、規則の順序付きリストです。これらの規則は、更新を禁止または許可するた

めに使用され、zone update-policy-list アトリビュートの中で使用されます。

アクセス コントロール リスト（ACL）には、IP アドレス、ネットワーク アドレス、名前付き ACL
（P.2-2 の「acl」を参照）、予約語の any、none、localhost、または localnets を指定できます。オプ
ションのインデックス ディジット値を使用して特定の順序で規則を追加でき、ディジットが小さい
ほど、優先順位が高くなります。

update-policy name create

update-policy name rules add "{grant | deny} acl {name | subdomain | wildcard} value rr-type" 
[index] 

update-policy name rules remove index 

update-policy name delete 

（注） ゾーンに update-acl を構成した場合は、すべての update-policy 構成が無視されます。 

文法説明 update-policy name create

DNS 更新ポリシーを作成します。

update-policy name rules add "grant acl name value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードをその名前とタイプに基づいて更新するた
めの、クライアントに一致する ACL 許可を付与します。

update-policy name rules add "deny acl name value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードをその名前とタイプに基づいて更新するた
めの、クライアントに一致する ACL 許可を拒否します。

update-policy name rules add "grant acl subdomain value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードを、その名前とタイプに基づいて、または
同じタイプでそのサブドメインにある別の名前に基づいて更新するための、クライアントに一

致する ACL 許可を付与します。

ip-addr set
get
unset

トラップ受信者となるデバイスの IP アドレスを定義します。オプ
ションで、デフォルトなし。

port-number set
get
unset

トラップ受信者となるデバイスの IP ポートを定義します。オプショ
ンで、デフォルトなし。

表 2-50 trap-recipient コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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update-policy name rules add "deny acl subdomain value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードを、その名前とタイプに基づいて、または
同じタイプでそのサブドメインにある別の名前に基づいて更新するための、クライアントに一

致する ACL 許可を拒否します。

update-policy name rules add "grant acl wildcard value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードをワイルドカードに基づいて更新するため
の、クライアントに一致する ACL 許可を付与します。ワイルドカードには次のものを使用で
きます。

• *：ゼロ個以上の文字に一致します。たとえば、example* というパターンは、example– も
含め、example で始まるすべての文字列に一致します。

• ?：1 つの文字にのみ一致します。たとえば、example?.com というパターンは example1.com
と example2.com に一致しますが、example.com には一致しません。

• [ ]：角カッコ内の任意の文字に一致します。文字は、[0–9] や [a–z] などのように、範囲で
あってもかまいません。パターンにハイフンを含める場合は、example[–a–z] などのよう
に、ハイフンを最初の文字にします。

update-policy name rules add "deny acl wildcard value rr-type" [index]

DNS 更新規則を追加し、特定のリソース レコードをワイルドカードに基づいて更新するため
の、クライアントに一致する ACL 許可を拒否します。ワイルドカードは、grant 構文の項に示
したものと同じです。

update-policy name rules remove index

DNS 更新規則を、そのインデックスに基づいて削除します。

update-policy name delete

DNS 更新ポリシーを削除します。
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アトリビュート 表 2-51 は、update-policy コマンドのアトリビュートについて説明しています。

使用上のガイドライン DNS への更新を禁止または許可するには、規則を使用します。新しい規則を追加するときは、文字
列全体を引用符（“）で囲みます。規則の中で使用する特殊なカッコ（[ ]）をエスケープするには、
バックスラッシュ（\）を使用します。次の例を参考にしてください。

update-policy example create
update-policy example rules add "grant any wildcard ser* SRV"
update-policy example rules add "deny 10.10.10.1 wildcard \[a-z\]* A"

更新がいずれかの規則に一致しない場合、最終的な暗黙の規則として、すべてのワイルドカードが

否定されます。

関連コマンド acl、zone

表 2-51 update-policy コマンドのアトリビュート

アトリビュート 説明

name 更新ポリシーの名前。必須、デフォルトなし。

rules 更新ポリシーを形成する規則のリスト。オプションで、デフォルトなし。それ

ぞれの規則に次の構文を使用します。

action acl-list keyword value rr-list

• action：更新がいずれかの規則条件に一致した場合に、更新を実行する機能
を grant（付与）または deny（拒否）します。 

• acl-list：1 つまたは複数の IP アドレス、ネットワーク アドレス、キー、お
よび名前付き acl 参照からなるリストを提供します。予約語 key が付いたプ
レフィックス キー名。

• keyword：更新ポリシーを定義するために、リソース レコード（RR）の解
釈方法を示します。選択できる項目は、ドロップダウン リストの name、
subdomain、および wildcard です。

－ name：RR は、規則に一致するためには、指定された名前を持つ必要が
あります。

－ subdomain：RR は、規則に一致するためには、指定されたサブドメイン
であるか、そのサブドメイン内に存在する必要があります。

－ wildcard：RR は、規則に一致するためには、ワイルドカード値（ただ
し、そのドメインではない）に一致する必要があります。ワイルドカー

ドには、ゼロ個以上の文字に一致する *、1 文字だけに一致する ?、角
カッコ内のいずれかの文字に一致することを示す []（[a-z] のように範囲
も可能）があります。

それぞれのキーワードに、値を割り当てることができます。

• rr-list：規則に一致するための RR タイプのカンマ区切りリスト。それぞれ
の値を否定するには、値の前に感嘆符（!）を付けます。たとえば、TXT レ
コードと PTR レコードを除くすべての RR の更新を明示的に否定するには、
deny という Action を選択し、wildcard という Keyword を入力し、RR タイプ
のフィールドに「!TXT,!PTR」と入力します。必須。
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vpn
vpn コマンドは、バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）のアトリビュートを作成、削除、
設定、および一覧表示します。VPN は、別の VPN での同一オブジェクトに依存しない DHCP サー
バ オブジェクトのセットを区別します。DHCP サーバは、DHCP アドレス ブロックと関連付けられ
たサブネット、およびスコープと関連付けられたリースを VPN でグループ化します。VPN には、
説明的な名前があります。

vpn name create id [attribute=value] 

vpn name delete 

vpn name set attribute=value 

vpn name unset attribute 

vpn name get attribute 

vpn name [show] 

vpn list 

vpn listnames 

（注） VPN という用語は「ネームスペース」の同義語です。「ネームスペース」は Network Registrar ソフ
トウェアの 6.2 より前のバージョンの製品でクラスタの管理に使用されていた用語です。

VPN の使用方法には、次の 2 つがあります。

• DHCP アドレス ブロック経由：サブネットを作成することで使用する。

• スコープ経由：リースを作成することで使用する。

文法説明 vpn name create id [attribute=value]

一意の名前と一意の VPN 識別子を使用して、VPN を作成します。VPN には、name と id が必
要です。予約語 all と global は、VPN 名として使用できません。

VPN は、2 つのアトリビュート、VPN ルーティング / 転送インスタンス（VRF）名と VPN 識
別子を取得します（表 2-52 を参照）。Network Registrar は、VRF 名または VPN ID が vpn-id オ
プションまたは vpn-id サブオプションに出現する場合（いずれの場合も、パケット内に一度に
1 つだけ搬送できる）、受信パケットを VPN に関連付けます。

VPN 名は、set コマンドを使用して変更できます。ただし、VPN が、session set current-vpn コ
マンドによって定義された現行 VPN である場合、または、新しい名前が一意でない場合を除
きます。vpn-id の値は変更することができません（P.2-171 の「session」を参照）。

vpn name delete

VPN を削除します。

vpn name set attribute=value

VPN 名を変更するか、または他のアトリビュートのうち 1 つを設定します（表 2-52 を参照）。
VPN 名のみ、他の一意の名前に変更できます。vpn-id の値は変更できません。

vpn name unset attribute

アトリビュートの値を設定解除します。
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vpn name get attribute

アトリビュートの明示的な値を取得します。

vpn name [show]

VPN に割り当てられているすべてのアトリビュートの値を表示します。

vpn list 

vpn とプロパティを一覧表示します。

vpn listnames 

すべての VPN の名前だけを一覧表示します。

アトリビュート 表 2-52 は、vpn コマンドのアトリビュートと attribute=value ペアについて説明しています。

表 2-52 vpn コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

addr-blocks-default-
selection-tags

set
get
unset

サブネット名データを含まないこの VPN の受信サブネット割り
当て要求に関連付けられたデフォルト選択タグ（またはタグのリ

スト）を指定します。オプションで、デフォルトなし。

addr-blocks-use-client-
affinity

enable
disable
unset

DHCP サーバは、クライアントがすでに使用している DHCP アド
レス ブロックを使用して、クライアントにサブネットを割り当
てようとします。この動作を無効にするには、このパラメータを

使用します。この場合、サーバは、クライアントのメッセージに

ある他の選択データに基づいて、適切な DHCP アドレス ブロッ
クからサブネットを提供します。オプションで、デフォルトなし。

addr-blocks-use-lan-
segments

enable
disable
unset

DHCP アドレス ブロックで構成されている場合、DHCP サブネッ
ト割り当てで lan-segment アトリビュートを使用するかどうかを
制御します。オプションで、デフォルトなし。

addr-blocks-use-
selection-tags

enable
disable
unset

サーバが、受信 DHCP サブネット割り当て要求のサブネット名
データを各 DHCP アドレス ブロックの選択タグと比較するかど
うかを制御します。DHCP アドレス ブロックは、この 2 つが一
致した場合に限り考慮されます。オプションで、デフォルトなし。

description set
get
unset

VPN の説明。オプションで、デフォルトなし。

id create
set
get

VPN の一意の識別子。正の数値である必要があります。必須、デ
フォルトなし。

name create
set
get
unset

Red や Blue など、VPN の一意な名前の文字列。必須、デフォル
トなし。
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関連コマンド acl、dhcp、dhcp-address-block、policy、client-policy、client-class-policy、dhcp-address-block-policy、
dhcp-link-policy、scope-policy、scope-template-policy

vpn-id set
get
unset

VPN に関連付けられた一意の識別子。VPN ID は、たとえば
a1:3f6c のように、oui:index という形式です。次のものから構成
されます。まず、3 オクテットの、VPN 権限の組織で一意な識別
子（OUI）があります。これは、IEEE 組織（RFC 2685）によっ
て割り当てられ、VPN の所有者または ISP に一致します。次に、
コロン（:）が続きます。さらに、4 オクテットの、機関によって
供給される、VPN に一致するインデックス番号が続きます。
DHCP および Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）
は、VPN ID を使用して VPN を識別します。RADIUS はこれを使
用し、各ユーザの認証情報に基づいて適切な VPN にダイヤルイ
ン ユーザを割り当てます。オプションで、デフォルトなし。

vrf-name set
get
unset

リレー エージェント ルータ構成から導かれた、一意の Virtual
Routing Forwarding（VRF）名。オプションで、デフォルトなし。

表 2-52 vpn コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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zone
zone コマンドは、DNS ゾーンの作成および編集を行い、ゾーン転送を強制します。

zone name create primary file=hostfile [template=template-name]

zone name create primary nameserver person [template=template-name] [attribute=value …] 

zone name create secondary address [attribute=value …] 

zone name applyTemplate template-name 

zone name delete

zone name enable attribute 

zone name disable attribute 

zone name set attribute=value [attribute=value ...] 

zone name unset attribute 

zone name get attribute 

zone name [show] 

zone list

zone listnames

zone name forceXfer secondary

zone name addHost hostname IPaddress [alias …] 

zone name removeHost hostname 

zone name listHosts

zone name addRR [staged | -sync] name [ttl] [class] type data

zone name removeRR name type data

zone name addDNSRR name [ttl] type data

zone name removeDNSRR name [ttl] type data 

zone name protect-name | unprotect-name name 

zone name listRR {all | ccm |dns} 

zone name [protect-name | unprotect-name] name

zone name syncToDns

zone name getScavengeStartTime

zone name scavenge

zone name chkpt

文法説明 zone コマンドのアトリビュートと説明は、表 2-53 を参照してください。

name は、末尾のドットも含む完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

zone name create primary file=hostfile [template=template-name]

指定されたプライマリ ファイルからデータをインポートすることにより、プライマリ ゾーン
を作成します。また、指定されたテンプレートを適用します（オプション）。

nrcmd> zone example.com. create primary file=host.local 
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zone name create primary nameserver person [attribute=valu ...]

DNS ネームサーバと責任者、およびオプションとして補足のアトリビュートで、プライマリ
ゾーンを作成します。既存のゾーンを再作成すると、古いゾーンは上書きされます。

zone コマンドは、SOA リソース レコードと NS リソース レコードを、自動的に作成します。
nameserver の値で指定したネームサーバに A レコードを作成するには、zone name addRR コマ
ンドを使用します。次の例では、SOA レコード ns.test.org. andy.test.org. および NS レコード
ns.test.org が作成されます。
nrcmd> zone test.org. create primary ns andy 

この両方のレコードには、ゾーン名（「test.org.」または「@」）が含まれています。ネームサー
バ ns.test.org. は、test.org. ゾーン内にあるため、A レコードも提供する必要があります。
nrcmd> zone test.org. addRR ns A 192.168.2.2 
nrcmd> server dns reload 

zone name create secondary address [attribute=value …]

ゾーン転送のプライマリ ネームサーバの IP アドレス、およびオプションとして補足のアトリ
ビュートで、セカンダリ ゾーンを作成します。address は master-servers アトリビュートの値
（IP アドレスキーにできる）になります。

zone name applyTemplate template-name

zone-template コマンドで作成されたテンプレートをゾーンに適用します。

zone name delete

ゾーンを削除します。

zone name enable attribute

ゾーンのアトリビュートを有効にします。

zone name disable attribute

ゾーンのアトリビュートを無効にします。

zone name set attribute=value [attribute=value ...]

ゾーンの 1 つまたは複数のアトリビュートを設定します。

zone name unset attribute

ゾーンのアトリビュートの値を設定解除します。

zone name get attribute

ゾーンのアトリビュートの明示的な値を取得します。

zone name [show]

ゾーンのすべてのアトリビュートの値を表示します。

zone list 

すべてのゾーンとアトリビュートを一覧表示します。

zone listnames 

ゾーン名だけを一覧表示します。

zone name forceXfer secondary

セカンダリ サーバで、ゾーン転送を開始します。
nrcmd> zone test.org. forceXfer secondary 
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（注） primary 引数は、現在実装されていません。

zone name addHost hostname IPaddress [alias …]

IP アドレスおよびオプションのエイリアスと共に、ホスト名をゾーンに追加します。このホス
トを含んでいる反転ゾーンが存在する場合、このコマンドは自動的に反転ゾーン内にポインタ

（PTR）レコードも作成します。
nrcmd> zone example.com. addHost bethpc 192.168.1.10
100 Ok
bethpc 192.168.1.10

nrcmd> zone 1.168.192.in-addr.arpa listRR
100 Ok
...
10 IN PTR bethpc.example.com

zone name removeHost hostname

ゾーンからホストを削除します。

zone name listHosts

ゾーンのホストを一覧表示します。

zone name addRR [staged | -sync] name [ttl] [class] type data

保護されているリソース レコードをゾーンに追加します。このコマンドの引数は、BIND ファ
イルと同じ形式です。保護されているレコードを保護されていない名前に追加することはでき

ません。

zone name removeRR name type data

指定された保護付きリソース レコードを削除します。 

zone name addDNSRR name [ttl] type data

保護されていないリソース レコードをゾーンに追加します。名前、タイプ、およびデータを指
定する必要があります。保護されていないレコードを保護されている名前に追加することはで

きません。

• name：リソース レコードの名前。タイプによって異なります。必須。

• ttl：リソース レコードの存続可能時間。-1 に設定された場合は、ゾーンの SOA レコード
の TTL が適用されます。

• type：たとえば PTR、A など、リソース レコードのタイプ。詳細については、『Network
Registrar User’s Guide』を参照してください。必須。

• data：リソース レコード タイプに依存するデータ。必須。

リソース レコードの追加を有効にするには、サーバをリロードする必要があります。次の例で
は、ネームサーバ（NS）リソース レコードが追加されます。

zone name removeDNSRR name [ttl] type data

保護されていないすべてのリソース レコードをゾーンから削除します。所有者、所有者とタイ
プ、または、所有者とタイプとデータで、リソース レコードを指定してください。削除を有効
にするには、サーバをリロードする必要があります。addDNSRR 構文の説明でアトリビュート
を参照してください。

zone name [protect-name | unprotect-name] name

指定された名前に関連付けられているリソース レコードの保護の状態を設定します。
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zone name syncToDns

指定されたゾーンの CCM サーバ上にあるリソース レコード データを、DNS サーバと同期さ
せます。

zone name listRR {all | ccm | dynamic}

ゾーンのリソース レコードを表示します。すべてのリソース レコード、または CCM リソース
レコードやダイナミック リソース レコードだけを表示できます。

zone name getScavengeStartTime

次にスケジュールされているゾーンのクリアの時刻を取得します。

zone name scavenge

scvg-enabled アトリビュートが有効なすべてのゾーンでクリアを行います。

zone name chkpt

指定されたゾーンのゾーン チェックポイント データベースを更新します。チェックポイント
間隔は、zone name set checkpoint-interval コマンドで設定します。

アトリビュート 表 2-53 は、zone コマンドのアトリビュートについて説明しています。

表 2-53 zone コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

checkpoint-interval set
get
unset

ゾーンのチェックポイントを行う間隔（秒単位、ゾーン チェッ
クポイント データベースで最新スナップショットを取る）。オプ
ションで、デフォルトなし。

defttl set
get
unset

プライマリ ゾーン専用。このゾーンのデフォルト TTL。Network
Registrar は、明示的な TTL 値（存在する場合）で、保証された
クエリーに応答します。存在しない場合は、デフォルト TTL 値
で応答します。プライマリ ゾーンで必須、デフォルトは 86400
秒（1 日）。

dist-map set
get
unset

このゾーンに関連付けられているゾーン分散マップ。ゾーン分散

マップは、このゾーンに DNS サービスを提供するプライマリお
よびセカンダリの DNS サーバを記述したものです。

dynamic enable
disable

プライマリ ゾーン専用。ゾーンの RFC 2136 ダイナミック更新の
有効化または無効化を行います。この更新で最も一般的な発信元

は、DHCP サーバです。必須、デフォルトは enable。

ixfr enable
disable
unset

セカンダリ ゾーン専用。差分転送の要求の有効化または無効化
を行います。サーバの ixfr-enable 設定は無効になります。オプ
ションで、デフォルトなし。

master-servers set
get
unset

セカンダリ ゾーン専用。データの転送元サーバのリスト。オプ
ションの TSIG キー名を使用する各サーバアドレスを追加して、
構文 address–key 内に、セキュアなゾーン転送を構成することが
できます。zone name create secondary addr コマンドを使用して、
代わりにセカンダリ ゾーンを作成すると、その構文内の addr は、
master-servers 値になります。オプションで、デフォルトなし。
auth-servers アトリビュートに置き換えられます。

nameservers set
get
unset

完全修飾ドメイン名フォーマットになっている、ネームサーバの

カンマ区切りリスト。オプションで、デフォルトなし。
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notify enable
disable
unset

このゾーンの変更時に、他の保証されたサーバに通知することを

有効にします。この設定により、このゾーンのグローバル通知の

値は無効になります。オプションで、デフォルトなし。

notify-set set
get

ゾーンの変更時に通知する、追加のサーバのリスト。ゾーンの

NS レコードに列挙されているすべてのサーバのうち、ns ゾーン
アトリビュート（SOA レコードの mname フィールド）で記述さ
れているサーバを除くサーバは、通知を受信します。Network
Registrar もまた、notify-set 値に列挙されているサーバに通知しま
す。オプションで、デフォルトは empty。

origin get ゾーンのルートの完全修飾名。読み取り専用。

restrict-query-acl set
get

送信元 IP アドレス、送信元ネットワーク アドレス、または ACL
に基づいて、クライアントのクエリーを制限します。ACL には、
別の ACL または TSIG キーを含めることができます。DNS レベ
ル restrict-query-acl に設定された ACL は、権限のないクエリーの
フィルタとして提供されます。権限があるゾーンでクエリーが対

象となる場合、ゾーンの restrict-query-acl が適用されます。ただ
し、クエリーが権限のないゾーンを対象にする場合は、DNS の
restrict-query-acl が適用されます。オプションで、デフォルトは
any。

restrict-xfer enable
disable

有効な場合、ゾーン転送がホストの特定セットに限定されます。

ゾーン転送を制限する場合は、restricted-set アトリビュートを使
用し、ゾーン転送を実行できるサーバを列挙する必要がありま

す。必須、デフォルトは disable。

restrict-xferacl set
get

restrict-xfer が有効な場合、設計するアクセス制御リスト（ACL）
はこのゾーンからの受信者ゾーン転送を許可します。サーバ設定

が無効になります。オプションで、デフォルトなし。restricted-set
アトリビュートに代わるものです。

scvg-enabled enable
disable

プライマリ ゾーン専用。ゾーンのダイナミック リソース レコー
ドのクリアの有効化または無効化を行います。その他のクリア

アトリビュート設定で、Microsoft クライアントに使用してくだ
さい。『Network Registrar User’s Guide』を参照してください。こ
の設定により、サーバ レベルの設定が無効になります。必須、デ
フォルトは disable。

scvg-ignore-restart-
interval

set
get
unset

プライマリ ゾーン専用。サーバの再起動によってクリアの開始
時刻が再計算されない間隔（秒単位）。この設定により、サーバ

レベルの設定が無効になります。オプションで、デフォルトなし。

scvg-interval set
get
unset

プライマリ ゾーン専用。zone name enable scvg-enabled を使用し
た場合、ゾーンでクリアをスケジュールする間隔（秒単位）。こ

の設定により、サーバ レベルの設定が無効になります。オプショ
ンで、サーバのデフォルトが適用されます。

scvg-no-refresh-interval set
get
unset

プライマリ ゾーン専用。zone name enable scvg-enabled を使用し
た場合、ダイナミック更新や前提条件専用更新などのアクション

により、クリアのタイムスタンプが進まない間隔（秒単位）。こ

の設定により、サーバ レベルの設定が無効になります。オプショ
ンで、サーバのデフォルトが適用されます。

表 2-53 zone コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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scvg-refresh-interval set
get
unset

プライマリ ゾーン専用。zone name enable scvg-enabled を使用し
た場合、DNS 更新や前提条件専用更新などのアクションにより、
ゾーンのタイムスタンプが進む間隔（秒単位）。この設定により、

サーバ レベルの設定が無効になります。オプションで、サーバ
のデフォルトが適用されます。

subzone-forward set
get
unset

dns addForwarder コマンドでフォワーダが設定されているゾー
ンの場合、Network Registrar の通常の動作では、サブゾーン ネー
ムサーバへの委任が無視され、転送サーバにクエリーが転送され

ます。通常は、dns addException コマンドを使用して、サブゾー
ン サーバに解決例外を設定する必要があります。サブゾーンが
多くある場合は実用的でないことがあります。subzone-forward ア
トリビュートを no-forward に設定すると、サーバは、任意のサ
ブゾーンのクエリーを受信したとき、関連サブゾーン NS レコー
ドを検索し、対応する IP アドレスを解決して、その IP アドレス
にクエリーを委任しようとします。オプションで、デフォルトは

normal。

template set
get
unset

ゾーンに適用するゾーン テンプレートを指定します。その場合、
ゾーン テンプレートについて構成されたすべてのプロパティが
ゾーンに適用されます。

update-acl set
get
unset

ゾーンへの DNS 更新を許可するためのアクセス コントロール
リスト（ACL）。否定には ! 記号を使用します。次に例を示します。

nrcmd> zone example.com. set update-acl=acl1,!acl2 

ACL のタイプについては、P.2-2 の「acl」を参照してください。
このアトリビュートをゾーン レベルで設定すると、サーバ設定
は無効になります。このアトリビュートは、前のリリースの

dynupdate-set アトリビュートに代わるものですが、その後、
update-policy コマンドに置き換えられました。オプションで、デ
フォルトなし。

update-policy-list set
get
unset

ゾーンの名前付き DNS 更新ポリシー。update-policy コマンドに
よって作成されたもの（P.2-188 の「update-policy」を参照）。オ
プション。

（注） update-acl アトリビュートを設定すると、update-policy-list
が無視される場合があるので注意してください。ゾーン
に update-acl と update-policy-list のどちらも設定されな
かった場合、そのゾーンは、デフォルトとして dns サー
バの「update-acl」アトリビュート（設定されている場合）
を使用します。 

Network Registrar は DDNS 更新権限をゾーン レベルで制
御する際、単一のアクセス コントロール リストを使用
し、暗黙のポリシーとして、スタティック リソース レ
コードへの更新を許可せずにタイプ A、TXT、PTR、
CNAME、および SRV のレコードの更新だけを許可しま
す。 

表 2-53 zone コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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使用上のガイドライン ゾーン データのインポート

既存の BIND ゾーン ファイルをインポートするには、CLI で、zone name create primary file=file コ
マンドを使用してゾーンを作成します。ファイルをインポートした後は、サーバをリロードしてく

ださい。

Network Registrar は、BIND named.boot ファイルおよび named.conf ファイルを読み取って、その中
で識別されているすべてのゾーン ファイルをインポートすることができます。すべてのオペレー
ティング システムで、UNIX ファイル パス シンタックスを使用します。また、ゾーン内のすべて
の $INCLUDE ディレクティブが絶対パスを持っていることを確認します。Network Registrar では、
すべてのファイル パスは、directory ディレクティブが設定ファイル内に持つディレクトリを基準に
します。

nrcmd> import named.boot /etc/named.boot 
nrcmd> dns reload 

Network Registrar は、ゾーン ファイルのインポートのための $TTL ディレクティブを認識します。
最初に遭遇する $TTL ディレクティブは、ゾーンのデフォルトの TTL として機能します。値は後で
使用できるように、defttl に割り当てられます。後続の $TTL ディレクティブは、最初のディレク
ティブを上書きしません。また、ゾーンのデフォルト TTL を変更しません。その代わり、明示的な
TTL の値を持たない後続のリソース レコードに TTL を提供します。次の $TTL ディレクティブ付
き BIND ゾーン ファイルについて考えてみます。

$ORIGIN example.com.
@ IN SOA exampleDNSserv1 hostmaster 10 10800 3600 604800 7200 
$TTL 3600 
exampleDNSserv1 IN A 192.168.50.1 
$TTL 7200 
examplehost1 IN A 192.168.50.101 
$TTL 9800 
examplehost2 IN A 192.168.50.102 
examplehost3 13400 IN A 192.168.50.103 

Network Registrar は、このデータを次のようにインポートします。

default TTL: 3600
example.com. IN SOA exampleDNSserv1 hostmaster 10 10800 3600 604800 7200 
exampleDNSserv1 IN A 192.168.50.1 
examplehost1 7200 IN A 192.168.50.101 
examplehost2 9800 IN A 192.168.50.102 
examplehost3 13400 IN A 192.168.50.103 
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named.conf ファイルの例を次に示します。

acl black-hats {
10.0.2.0/24;
192.168.0.0/24;
};

acl red-hats {
10.0.1.0/24;
};

options {
blackhole { black-hats; };
allow-query { red-hats; };
allow-recursion { red-hats; };
transfer-format many-answers;
};

logging {
category lame-servers { null; };
};

key samplekey {
algorithm hmac-md5;
secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";
};

controls {
inet 127.0.0.1 allow { any; } keys { "key"; };
};

zone "." in {
type master;
file "db.root";
check-names ignore;
allow-update { none; };
allow-query { any; };
allow-transfer { any; };
notify no;
};

zone "9.in-addr.arpa" in {
type master;
file "db.9";
check-names ignore;
allow-update { none; };
allow-query { Any; };
allow-transfer { 10.53.1.252;10.240.1.252;10.240.1.251; };
notify yes;
};

プライマリ ゾーンの作成

プライマリ ゾーンを作成するには、zone name create primary コマンドを使用します（別のコマン
ドを使用してゾーン ファイルをインポートすることができます。他のコマンドを使用して、ゾーン
ファイルをインポートすることができることに注意してください。P.2-102 の「import」を参照して
ください。

CLI を使用してプライマリ ゾーンを作成する場合に最低限指定する必要があるのは、名前の指定、
プライマリ ゾーンとしての識別、そのプライマリ DNS サーバとホストマスタ（責任者）名の追加
です。プライマリ DNS サーバは、ゾーンの権限ネームサーバの 1 つにもなります。CLI は、ゾーン
のその他すべての SOA レコード プロパティのデフォルト値を設定します。

nrcmd> zone example.com. create primary exampleDNSserv1 hostmaster 

このコマンドにより、example.com ゾーンが作成されます。exampleDNSserv1 エントリは、ゾーンの
プライマリ DNS サーバの名前です。この名前が、nameservers リストの最初の権限ネームサーバと
しても表示されることに注意してください。hostmaster エントリは、ゾーンの責任者の名前です。
これは、person の値セットとして表示されます。この値は、この項の始めに説明した構文で指定さ
れます。
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CLI は、デフォルトでゾーンのシリアル番号を 1 に設定します。この設定を変更するには、zone
name set serial コマンドを使用します。この数を変更した場合は、サーバをリロードする必要があ
ります。DNS サーバは、シリアル番号の変更を認識する必要はありません。

nrcmd> zone example.com. set serial=1 

ゾーンのプライマリ DNS サーバの名前を変更する必要がある場合は、zone name set ns コマンドを
使用します。

nrcmd> zone example.com. set ns=exampleDNSserv1 

ホストマスタの名前を変更するには、zone name set person コマンドを使用します。構文は正しく使
用してください。

nrcmd> zone example.com. set person=hostmaster.example.com. 

設定を確認するには、各アトリビュートについて zone name get コマンドを使用するか、または zone
list コマンドや zone name show コマンドを使用してアトリビュート設定をすべて取得します。

ゾーンを作成したら、dhcp reload コマンドを使用して DNS サーバをリロードします。

nrcmd> dns reload 

何らかの理由でゾーンを削除する場合は、zone name delete コマンドを使用して、サーバをリロード
します。

セカンダリ ゾーンの作成

zone name create secondary コマンドを使用します。指定する IP アドレスは、データの供給元と想
定されるネームサーバであり、通常、プライマリ ネームサーバです。

nrcmd> zone secondary.example.com. create secondary 192.168.50.1 

ゾーン転送を特定のアドレスだけに制限するには、zone name enable restrict-xfer コマンドに続けて、
zone name set restrict-xfer-acl コマンドを使用し、アドレスをカンマで区切って指定します。制限さ
れたセットの最初のアドレスについて確認します。zone name show コマンドを使用して、セット内
のすべてのアドレスを表示します。

nrcmd> zone secondary.example.com. enable restrict-xfer 
nrcmd> zone secondary.example.com. set restrict-xfer-acl=192.168.1.1,192.168.1.20 
nrcmd> zone secondary.example.com. show 

サブゾーンの作成と委任

zone subzone create primary コマンドおよび zone subzone addRR hostname A address コマンドを使用
してサブゾーンを作成し、サーバの A レコードを作成します。次に、zone parentzone addRR name
NS コマンドおよび zone parentzone addRR hostname A address コマンドを使って親ゾーン上のサブ
ゾーンを委任します。サーバがサブゾーンにある場合、最後のホスト レコードは、グルー レコー
ドを追加します。

nrcmd> zone boston.example.com. create primary bostonDNSserv1 hostmaster 
nrcmd> zone boston.example.com. addRR bostonDNSserv1 A 192.168.60.1 
nrcmd> zone example.com. addRR boston NS bostonDNSserv1.example.com. 
nrcmd> zone example.com. addRR bostonDNSserv1 A 192.168.40.1 
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親ゾーンに対して zone name listRR コマンドを使用すると、NS レコードおよびグルー A レコード
が表示されます。

nrcmd> zone example.com. listRR 

サブゾーンの委任を解除するには、zone name removeRR NS コマンドおよび zone name removeRR
A コマンドを使用して、サブゾーンの NS レコードとグルー A レコードを削除します。

nrcmd> zone example.com. removeRR boston NS 
nrcmd> zone example.com. removeRR bostonDNSserv1 A 

サブゾーンを編集するには、zone name removeRR コマンドを使用して NS レコードおよびグルー A
レコードを削除するか、zone name addRR コマンドを使用してレコードを置き換え、DNS サーバを
リロードします。

nrcmd> zone example.com. removeRR boston NS 
nrcmd> zone example.com. removeRR bostonDNSserv1 A 
nrcmd> zone example.com. addRR boston NS bostonDNSserv2.example.com. 
nrcmd> zone example.com. addRR bostonDNSserv2 A 192.168.40.2 
nrcmd> dns reload 

ゾーン データのエクスポート

エクスポートできる BIND データは、スタティック アドレス、ダイナミック アドレス、またはそ
の両方です。Network Registrar DHCP サーバによって提供されたダイナミック アドレスをエクス
ポートする場合、データによって、ホストの MAC アドレスが、ダイナミックに作成されたレコー
ドのテキスト（TXT）リソース レコードに含められます。DNS ゾーンをエクスポートするには、
export zone コマンドを使用して、アドレスのタイプ（スタティック、ダイナミック、またはその両
方）と出力ファイルの名前を指定します。パスを付けずにファイル名を指定すると、インストール

ディレクトリの bin ディレクトリがデフォルトのパスになります。

Network Registrar は、export zone CLI コマンドを受け取ると、そのゾーンのデフォルト TTL を BIND
ディレクティブ（$TTL）に記録します。次の例は、export zone コマンドからのファイル出力の一
部を示しています。

nrcmd> export zone example.com. static 
100 Ok
$ORIGIN example.com.
$TTL 86400
@ IN SOA exampleDNSserv1.example.com. hostmaster.example.com. 2 
10800 3600 604800 86400 
@ IN NS exampleDNSserv1.example.com. 
ns1 IN CNAME exampleDNSserv1.example.com. 
exampleDNSserv1IN A 192.168.50.1 
examplehost1 IN A 192.168.50.101 

また、特定のタイプのすべてのゾーンをエクスポートできます。export zonenames {forward | reverse
| both} file コマンドを使用して、ゾーン名と出力ファイルをエクスポートします。



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    zone

2-204
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

UNIX hosts ファイルのエクスポート

DNS データを UNIX の /etc/hosts ファイル形式でエクスポートできます。Network Registrar は、ホス
トの A レコードと CNAME レコードの情報を組み合せます。サーバ内のすべてのゾーンを hosts
ファイル形式でエクスポートするには、export hostfile コマンドを使用して、出力ファイルの名前
を指定します。

nrcmd> export hostfile 
100 Ok 
# Hostfile created by nrcmd from Network Registrar 
# Cisco Systems, Inc. 
# Created on Fri Jan 25 15:26:10 Eastern Daylight Time 2002 
# 2 records created 
192.168.50.1 exampleDNSserv1.example.com exampleDNSserv1 ns1 # 
192.168.50.101 examplehost1.example.com examplehost1 # 

ループバック ゾーンの復元

ループバック ゾーンとは、ホストがループバック アドレス（127.0.0.1）をホスト名 localhost に解決
できる反転ゾーンです。この機能により、ホストはトラフィックを自分自身へ送ることができます。

基本的に、ループバック ゾーンを省略してもサーバは影響を受けませんが、127.0.0.1 のルックアッ
プは失敗します。Network Registrar は通常、ループバック ゾーンを自動的に作成しますが、手動で
構成したり、既存の BIND ゾーン ファイルからインポートすることもできます。

誤ってループバック ゾーンを削除した場合は、インポートしないで復元できます。

ステップ 1 zone name create コマンドを使用して、ループバック ゾーンを作成します。次の例では、ゾーン
127.in-addr.arpa を追加して、このゾーンをプライマリ ゾーン、ネームサーバを localhost、ホストマ
スタをループバックと指定します。

nrcmd> zone 127.in-addr.arpa create primary localhost loopback 

ステップ 2 zone name addRR コマンドを使用して、ポインタ（PTR）リソース レコードを追加します。

zone コマンドは自動的に NS および SOA レコードを作成しますが、ユーザは addRR キーワードを
使用して、ns フィールドで名前が付けられたネームサーバの PTR レコードを作成する必要があり
ます。次の例では、名前 1.0.0、タイプ PTR、データ localhost を追加します。

nrcmd> zone 127.in-addr.arpa addRR 1.0.0 PTR localhost 

ステップ 3 zone name addRR コマンドを使用して、アドレス（A）リソース レコードを追加します。 

A レコードは、ゾーンの name-to-address マッピングを提供します。次の例では、名前 localhost、タ
イプ A、およびデータ 127.0.0.1 を追加します。

nrcmd> zone 127.in-addr.arpa addRR localhost A 127.0.0.1 

Network Registrar は ns フィールド、person フィールド、および data フィールドに自動的にゾーン名
を追加します（localhost.127.in-addr.arpa および loopback.127.in-addr.arpa）。

ステップ 4 DNSサーバをリロードします。
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BIND 形式のループバック ゾーン ファイルを使用し、そのファイルをインポートすることにより、
ループバック ゾーンを作成することもできます。次の例では、ゾーン 127.in-addr.arpa プライマリ
ゾーンを追加し、BIND ファイル hosts.local をインポートします。

nrcmd> zone 127.in-addr.arpa create primary file=hosts.local 
nrcmd> dns reload 

hosts.local ファイルの内容を定義するには、次のテキストを使用します。

127.in-addr.arpa.43200 SOA localhost.127.in-addr.arpa.
loopback.127.in-addr.arpa. (

1 ;serial
3600 ;refresh
3600 ;retry
3600000 ;expire
43200 ) ;minim

127.in-addr.arpa. IN NS localhost.127.in-addr.arpa.
1.0.0.127.in-addr.arpa. 86400 IN PTR localhost.127.in-addr.arpa.
localhost.127.in-addr.arpa. 86400 IN A 127.0.0.1

関連コマンド acl、dns、server、update-policy、zone-dist、zone-template
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zone-dist
zone-dist コマンドを使用すると、ゾーン分散構成の定義と管理を行うことができます。

ローカル クラスタ上では、zone-dist sync コマンドを使用して DNS サーバへの staged 編集を同期さ
せ、プライマリ ゾーンとセカンダリ ゾーンを同期させます。選択されたモードに関係なく、権限
ゾーン（プライマリおよびセカンダリ）の正確なリストが DNS サーバと同期します。 

リージョナル クラスタ上では、zone-dist sync コマンドを使用して、リージョナル構成のプライマ
リ ゾーンとプライマリ ローカル クラスタとを同期させ、プライマリ ゾーンとセカンダリ ゾーンを
同期させます。ローカル クラスタ上のプライマリ ゾーンは、Update モードまたは Complete モード
にされます。Exact モードでは、ローカル クラスタ上で検出された余分なプライマリ ゾーンは削除
されます。 

セカンダリ サーバは、ローカル クラスタとリージョナル クラスタの両方で同じ同期化ロジックを
使用します。Update モードでは、同期化により、対応するセカンダリ ゾーンがサーバ上に存在す
ることだけが保証されます。Complete モードでは、既存のゾーンは、分散マップによって指定され
たマスター サーバ リストを使用するように更新されます。Exact モードでは、分散マップに一致し
ないゾーンは、すべて削除されます。

zone-dist name create primary-cluster [attribute=value ...] 

zone-dist name delete

zone-dist list

zone-dist listnames

zone-dist name show

zone-dist name get attribute

zone-dist name set attribute=value...

zone-dist name unset attribute

zone-dist name addSecondary secondary-cluster [master-server-ipkeys]

zone-dist name removeSecondary secondary-cluster [master-server-ipkeys]

zone-dist name listSecondaries

zone-dist name sync [update | complete | exact] [no-rrs] [no-secondaries]

アトリビュート 表 2-54 は、zone-dist コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を説明
しています。

表 2-54 zone-dist コマンドのアトリビュート

アトリビュート 用法 説明

ixfr get
set
unset

差分転送の要求をイネーブルにするセカンダリ ゾーンを構成しま
す。設定すると、このアトリビュートは dns server global ixfr-enable
値を無効にします。サーバのグローバル値（ゾーンごとにサーバの

グローバル値を設定しない）を使用すると、差分転送のオンとオフ

をグローバルに切り替え易くなり、ゾーンと特定の例外に対する汎

用のポリシーをサーバのグローバル値に設定することができます。

use-server-settings が設定されると、セカンダリ ゾーンでの値が設定
解除されます。オプションで、デフォルトは use-server-settingsです。
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master-servers get
set
unset

セカンダリ サーバ上にセカンダリ ゾーンを作成するときに設定す
る、master-servers のリスト。オプションで、デフォルトなし。有効
な値は、オプションのキー名を持つ 1 つまたは複数の IP アドレス
（ipaddress[-keyname]）です。

name get このゾーン分散マップの名前。必須で、作成時に設定されます。

notify get
set
unset

ゾーンの変更時に、他の保証されたサーバに通知するようにセカン

ダリ ゾーンを構成します。use-primary-zone-settings が設定されてい
る場合、セカンダリ ゾーンの構成にはプライマリ ゾーン値を使用し
ます。use-server-settings が設定されている場合、セカンダリ ゾーン
での値が設定解除されます。有効化または無効化すると、このゾー

ンの dns サーバのグローバル notify 値が無効になります。オプショ
ンで、デフォルトは use-server-settings です。

notify-set get
set
unset

セカンダリ ゾーンの変更時に通知する、サーバのオプションのリス
トを提供します。セカンダリ ゾーンの構成には、notify アトリビュー
トを使用します。ゾーンの NS レコードに一覧表示されているすべ
てのサーバのうち、ゾーンの NS プロパティ（SOA レコードの mname
フィールド）によって記述されているサーバを除くサーバは、通知

を受信します。notify-set アトリビュートに表示されるサーバにも通
知されます。

primary get
set
unset

このゾーン分散マップに関連付けられた、プライマリ ゾーンにサー
ビスを提供するクラスタまたは HA DNS ペア。オプションで、デ
フォルトなし。

restrict-query get
set
unset

ゾーン クエリーを制限するかどうかを決定します。
use-primary-zone-settings が設定されている場合、セカンダリ ゾーン
の構成にはプライマリ ゾーンの値を使用します。use-server-settings
が設定されている場合、セカンダリ ゾーンでの値が設定解除されま
す。use-map-settings が設定されている場合、セカンダリ ゾーンの構
成には restrict-query-acl アトリビュートを使用します。オプション
で、デフォルトは use-primary-zone-settingsです。

restrict-query-acl get
set
unset

ゾーンを使用してクエリーを制限する ACL を構成します。DNS サー
バは、ゾーンでの制限の設定に従います。restrict-query アトリビュー
トが use-map-settings に設定されている場合、セカンダリ ゾーンの構
成にはこの値を使用します。次の内容を含めるように ACL を構成で
きます。

• ホスト IP

• ネットワーク アドレス

• TSIG キー

• グローバル ACL

この ACL リストで定義されたクライアントにはアクセス権が与え
られ、その他のクライアントは拒否されます。このリストが欠落し

ている場合、ゾーンはサーバの restrict-query-acl アトリビュートの値
を継承します。

表 2-54 zone-dist コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明



第 2章      nrcmd コマンドの使用
    zone-template

2-208
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

使用上のガイドライン [no-rrs] フラグと [no-secondaries] フラグを使用すると、同期化ロジックの部分をスキップできます。
その結果、コマンドのパフォーマンスが向上します。しかし、これは保留中の変更が存在しないこ

とを確認したときにだけ使用してください。たとえば、プライマリ ゾーンが DNS サーバで最新の
ものである場合は、[no-rrs] フラグを使用してセカンダリ ゾーンを同期化できます。

zone-template
zone-template コマンドは、DHCP フェールオーバー サーバ ペアを構成します。

zone-template name create

zone-template name apply-to [all | zone1,zone2,...] 

zone-template name delete

zone-template name set attribute=value [attribute=value…] 

zone-template name get attribute 

zone-template name [show] 

zone-template list

文法説明 zone-template name apply-to [all | zone1,zone2,...] 

ゾーン テンプレートを 1 つまたは複数のゾーンに適用します。

アトリビュート 表 2-53 は、zone-template コマンドのアトリビュートと値、およびデフォルト（存在する場合）を
説明しています。

restrict-xfer get
set
unset

ゾーン転送を制限するために使用する設定を決定します。有効な値

は、use-primary-zone-settings および use-server-settings です。 

use-primary-zone-settings が設定されている場合、セカンダリ ゾーン
の構成にはプライマリ ゾーンの値を使用します。use-server-settings
が設定されている場合、セカンダリ ゾーンでの値が設定解除されま
す。 

ゾーン転送をホストの特定セットに制限するように、セカンダリ

ゾーンを構成します。ゾーン転送を制限する場合、restrict-xfer-acl プ
ロパティを使用して、ゾーン転送を実行できるサーバのアクセス コ
ントロール リストを指定する必要があります。オプションで、デ
フォルトは use-primary-zone-settings です。

restrict-xfer-acl get
set
unset

指定されたゾーンからのゾーン転送を受信できるサーバを指定す

る、アクセス コントロール リストを構成します。use-server-settings
が設定されている場合は、restrict-xfer アトリビュートとともに使用
します。オプションで、デフォルトなし。

表 2-54 zone-dist コマンドのアトリビュート（続き）

アトリビュート 用法 説明
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3

nrcmd プログラムの API としての使用

nrcmd コマンドは、Cisco CNS Network Registrar クラスタを対話的に設定して制御するために使用
できます。また、他のプログラムやスクリプトのためのプログラミング インターフェイスとして使
用できます。この章では、nrcmd コマンドをアプリケーション プログラミング インターフェイス
（API）として使用する方法について説明します。

Network Registrar への接続
nrcmd コマンドを使用すると、Network Registrar クラスタに接続してコンフィギュレーション デー
タの読み取りと書き込みを行い、状態データを読み取り、制御操作を実行できます。

Network Registrar クラスタは、次のものから構成されます。

• データ マネージャである MCD サーバ。DNS、DHCP、TFTP の各サーバのコンフィギュレー
ションと状態情報が格納された固定データストアへのアクセスを制御します。

• サーバ エージェントである Network Registrar Server Agent。プロトコル サーバの起動および停
止を行い、プロトコル サーバに標準制御インターフェイスを提供します。

• DNS、DHCP、および TFTP プロトコル サーバ。

認証の実行

クラスタにログインするときは、名前とパスワードによって認証されます。認証プロトコルは片方

向のハッシュを使用し、パスワードが回線上に伝送されないようにします。対話モードでは、nrcmd
コマンドから、有効なユーザ名とパスワードを入力するよう求められます。ユーザ名やパスワード

は、コマンドラインや環境変数で指定できます。

管理者パスワードは、コマンド スクリプト内に組み込むと不都合な場合があります。そのため、環
境変数エントリを使用して目につきにくい場所に配置できます。環境変数 CNR_CLUSTER、
CNR_NAME、および CNR_PASSWORD には、それぞれ、クラスタ、管理者名、および管理者パス
ワードの値を指定します。

管理者名およびパスワードの作成の詳細については、P.2-8 の「admin」を参照してください。
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スクリプト作成テクニックの選択

nrcmd は接続時に実行する処理の量が多いため、1 回のセッションで複数のコマンドを実行する方
が、コマンドごとに別の接続を開始してログインするよりも効率的です。1 回の nrcmd セッション
で複数のコマンドを実行する最も簡単な方法は、1 行に 1 つのコマンドを記述したバッチ ファイル
を作成し、そのファイルから標準入力をリダイレクトすることです。より複雑になりますが、コマ

ンド シーケンスをより高度に制御できる方法は、制御プログラムから nrcmd を実行し、プログラム
からコマンドを送信してコマンドの状態と出力を読み取ることです。

nrcmd バッチ ファイルの使用
複数のコンフィギュレーション コマンドを自動的に実行するための最も簡単な方法は、nrcmd コマ
ンドのバッチ ファイルを作成して、順に実行することです。たとえば、スコープを作成して予約を
追加するには、次のコマンドを入力してファイル scope.txt に保存します。シャープ記号（#）で始
まる行はコメント行です。

# This set of commands creates a scope and adds four reservations 
scope demo1 create 24.10.2.0 255.255.255.0 
scope demo1 addReservation 24.10.2.1 1,6,0a:23:45:67:89:01 
scope demo1 addReservation 24.10.2.2 1,6,0c:23:45:67:89:02 
scope demo1 addReservation 24.10.2.3 1,6,0c:23:45:67:89:03 
scope demo1 addReservation 24.10.2.4 1,6,0a:23:45:67:89:04 

（注） 最後のコマンドラインの末尾には改行文字が必要です。改行文字がないとコマンドは実行されませ

ん。

これで、1 回の nrcmd セッションを実行して、これらのコマンドをすべて実行できます。

% nrcmd –b < scope.txt

1 つのバッチ ファイルを使用する利点は、複数のコンフィギュレーション コマンドを 1 回分の接続
コストだけで実行できることです。ただし、コマンド（たとえば、前の例では、最初のスコープ作

成）が失敗した場合、後続のコマンドが無用であってもバッチ ファイルは続けて実行されます。 

session コマンドの assert 機能を使用して、簡単なロジック チェックを実行できます。このコマンド
を使用すると、nrcmd バッチ スクリプトの所定の条件が真であることを確定できます。条件が真の
場合、コマンドには影響がありません。偽の場合、バッチ ファイルがその時点で終了します。たと
えば、前の例の scope.txt ファイルでは、一連の scope コマンドを実行する前にクラスタがロックさ
れているかどうかを確認できます。

# Quit if cluster cannot be locked 
session assert locked 

session コマンドの詳細については、P.2-171 の「session」を参照してください。

コマンド構文

実行する nrcmd コマンドに等号（=）が含まれている場合は、引用符で囲みます。たとえば、1 つ
のコマンドを使用してクライアントクラス名を作成するには、次のように入力します。

nrcmd -C cluster -N name -P password "client MAC create client-class-name=name" 
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プログラム制御の追加

Network Registrar を自動的に設定して制御するためのより高度な方法は、プログラムまたはスクリ
プトを使用して nrcmd セッションを開始して、標準入出力を介してセッションと通信することで
す。

nrcmd を他のプログラムから制御するには、nrcmd を制御プログラムから起動し、nrcmd の標準入
出力を制御プログラムのファイル ハンドルにリダイレクトする必要があります。この操作により、
制御プログラムは、コマンドを入力ファイル ハンドルに書き込み、結果を出力ファイル ハンドル
から読み込むことができます。 

バッチ モードで実行する場合は、nrcmd が入力を一度に 1 行ずつ読み取り、新しい行をプロンプト
の後に出力します。これによって、次のようなあらゆるコマンドに対応して容易に解析できる一連

の行が提供されます。

• 構文が、status-line result-lines prompt-line である。

• status-line の形式が [0-9]{3} .* である。

• 0 または 0 より大きい、任意の形式の result-lines が存在する。

• prompt-line が nrcmd> である。

nrcmd を子プロセスとして起動し、その標準入出力との間で読み取りと書き込みを行う方法の詳細
は、制御プログラムを実装するのに使用するプログラミング言語に固有です。

（注） Network Registrar 6.2 以降のリリースでは、ソフトウェアに代替のプログラマティック インターフェ
イスを提供する、Java ベースの SDK をインストールできます。Network Registrar SDK は、Web UI
および CLI とは別にインストールされます。SDK のマニュアルは、インストール メディアに収め
られています。
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コードと形式

この章では、CLI ステータス コード、およびインポートとエクスポートの形式について説明します。

返されるステータス

nrcmd プログラムは、標準出力ストリームに書き込まれる情報の最初の行に、ステータス情報を返
します。データが 1 行に納まらない場合、nrcmd は、追加の行に情報を表示します。

最初の行は、番号で表されたステータスと、それに続くエラー ステータスの説明から構成されます。

ステータス コードは、すべて 10 進数で表した 3 桁の整数です。ステータス コードは 100 ～ 599 の
範囲で、表 4-1 に示すようにグループ化されます。

エラー以外の場合、Network Registrar は、要求された操作が完了したものと見なします。ただし、
警告メッセージの中には、現在の状態が修正を必要とすることを示すメッセージもあります。重大

なエラーが発生しない限り、コマンドライン インターフェイスは対話モードで実行を続けます。重
大なエラーとは、重大なことが発生して、Network Registrar コマンドライン プロセッサを再起動す
る必要がある状況を意味します。

表 4-1 ステータス情報

値 説明

100-199 正常な戻り

200-299 情報（警告）

300-499 エラー

500-599 重大なエラー
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Network Registrar のエラー コード
表 4-2 は、Network Registrar のエラー コードについて説明しています。

表 4-2 エラー コード

番号 説明

100 OK。

101 OK（警告あり）。

102 このクライアントに対してリースがすでに予約されています。

103 リースが予約されていません。

104 リースが予約と共に削除されました。

105 リースが予約と共に作成されました。

106 アサートに失敗しました。

107 VPNID が現在少なくとも 1 つのスコープによって使用されています。

204 割り当てられたホストがプール ゾーンに含まれていません。

300 予期しないエラーです。

301 サーバが見つかりません。

302 見つかりません。

303 読み取り専用プロパティ。

304 ポリシーが見つかりません。

305 多すぎます。

306 コマンドが不明です。

307 キーワードが不明です。

308 パラメータが不明です。

309 引数が多すぎます。

310 引数が少なすぎます。

311 リース要求に応答がありません。

312 サーバから予期しない応答がありました。

313 一致しません。

314 オブジェクトが重複しています。

315 インポートに失敗しました。

316 無効です。

317 オープンに失敗しました。

318 MAC アドレスが見つかりません。

319 リースが見つかりません。

320 一般的なエラー。

321 名前が無効です。

322 機能がサポートされていません。

323 読み取りエラー。

324 IP アドレス リストが無効です。

325 タイプが無効です。

326 ODBC データベース アクセス エラー。

327 IP アドレスがプール サブネットに含まれていません。
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328 同一の MX リソース レコードがすでに存在します。

329 同一の TXT リソース レコードがすでに存在します。

330 アドレスがプールに含まれていません。

331 ホストはすでにアドレスに割り当てられています。

332 アドレスはすでにホストに割り当てられています。

333 割り当てられていない IP アドレスはプールにありません。

334 アドレスがホストに割り当てられていません。

335 スタティック アドレス プールがイネーブルではありません。イネーブルにする
にはプールを作成してください。

336 別のプールと範囲がオーバーラップしています。

337 ホストに複数の IP アドレスが割り当てられています。

338 アドレスに複数のホストが割り当てられています。<name> 引数を与える必要が
あります。

339 符号なし 16 ビット プリファレンス値が予期されています。

340 ODBC 3.x 以降が必要です。

350 一般的な DHCP エラー。

351 パートナー名を IP アドレスに解決できません。

352 指定したパートナーにはフェールオーバー オブジェクトがありません。

353 パートナーとまだ通信中です。

354 サーバはすでに partner-down 状態です。

355 回復中は partner-down に設定できません。

356 読み取り専用モードは使用できません。

357 セカンダリではありません。

358 プライマリではありません。

359 一致するゾーンがありません。

360 このゾーンに対する xfer はすでにスケジュールされています。

361 リースが予約されていません。

362 スコープがサーバで不明です。

363 IP アドレスがサーバで無効です。

364 MAC アドレスがサーバで無効です。

365 MAC アドレスの作成にサーバで失敗しました。

366 不明なオブジェクトがサーバにあります。

367 コマンドがサーバでサポートされていません。

368 サーバでの長さが誤っています。

369 矛盾するスコープがサーバにあります。

370 updateSMS がサーバで設定されていません。

371 サーバのメモリ容量に空きがありません。

372 SMS インターフェイスの .dll が正しくロードされませんでした。

373 updateSMS がすでにサーバで処理中です。

374 ワード配列が無効です。

375 updateSMS の引数が無効です。

表 4-2 エラー コード（続き）

番号 説明
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376 リースが異なるクライアントに予約されています。

377 クライアントがすでに異なるリースを予約しています。

378 フィールド名または番号が見つかりません。

379 サブオプション名または番号がすでに存在します。

380 サブオプション名または番号が見つかりません。

381 ベンダーオプション名に無効な文字「-」が含まれています。

382 ベンダーオプションのデータが見つかりません。

383 ファイル名または番号がすでに存在します。

384 counted-array は配列型だけで使用できます。

385 読み取り専用アトリビュートは修正できません。

386 必須アトリビュートは設定解除できません。

387 vpn-id が無効です。

388 IP アドレス構文が無効です。

389 VPN 名が無効です。

390 IP アドレスの値が無効です。

391 VPN 指定が無効です。

392 セッションの現在の VPN を削除できません。

393 プロパティが重複しています。

394 vpn-id 指定が無効です。

395 リースにスコープ ポインタがありません（内部エラー）。

396 vpn-id 指定が無効です。

397 式が長すぎます。

398 メモリ不足です。

401 ログインに失敗しました。

402 権限が拒否されました。

403 データベースをロックできませんでした。

404 ログインが必要です。

405 ライセンス キーが無効です。

406 この操作にはロックが必要です。

407 ロックが解除できません。

408 ロックを取得できません。

409 スタティック アドレス プールをロックできませんでした。

501 接続障害が発生しました。

502 サーバ障害が発生しました。

503 クラスタ バージョンに関する障害が発生しました。

504 ライセンス キー タイプが誤っています。ローカル クラスタ キー タイプが必要
です。

504 ライセンス キー タイプが誤っています。リージョナル キー タイプが必要です。

505 誤ったクラスタ タイプに接続しました。

506 オプション ID が重複しています。

507 オプション名が重複しています。

表 4-2 エラー コード（続き）

番号 説明
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インポートとエクスポートのファイル形式

この項では、インポート リースとエクスポート リースのファイル形式について説明します。

構文は次のとおりです。

field1|field2|field3|…

フィールドについては次で説明します。インポート ファイルでオプションのフィールドの情報を指
定しない場合は、デリミタ（ | ）を使用してフィールド数を 12 に保つ必要があります。たとえば
xyz|abc||123 と入力します。

• MAC アドレス。xx:xx:xx:…:xx の形式（必須）

• MAC アドレス タイプ（必須）

• MAC アドレスの長さ（必須）

• IP アドレス。a.b.c.d のようにピリオドで区切られた 10 進形式（必須）

• リース開始時刻（GMT）（オプション）

• リース期限満了時刻（GMT）（オプション）

• 延長可能時間（GMT）（オプション）

• 最終トランザクション時刻（GMT）（オプション）

• DHCP サーバの IP アドレス（オプション）

• ホスト名（ドメインなし）（オプション）

• ドメイン名（オプション）

• クライアント ID（オプション）

• VPN（オプション）

（注） すべての時間フィールドでは、1970 年を起点とした秒数か、曜日、月、日、時刻、年の形式（Mon
Apr 13 16:35:48 1998）のどちらかを使用できます。

508 vendor-option-enterprise-id が重複しています。

509 vendor-option-string が重複しています。

510 バージョンが一致しません。

511 バージョンが見つかりません。

512 オブジェクトが不完全です。

513 アトリビュートが不完全です。

514 NLIST が不完全です。

515 繰り返しカウントが無効です。

表 4-2 エラー コード（続き）

番号 説明
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名前の一覧表示　　2-85
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drop-old-packets（dhcp）　　2-29
drop-packet-on-extension-failure（dhcp）　　2-29
dropped-waiting-packets（DHCP のログ フラグ）　　2-41
dynamic（lease のフラグ）　　2-115
dynamic（zone）　　2-197
dynamic-bootp（scope-template）　　2-158
dynamic-dns（dhcp-dns-update）　　2-50
dynupdate-set（zone）　　2-80, 2-199

E

embedded-policy（client）　　2-15
embedded-policy（client-class）　　2-15
embedded-policy（dhcp-address-block）　　2-46
embedded-policy（scope-template）　　2-158
enable（addr-trap）　　2-6
enable キーワード　　1-6
entry（extension）　　2-92, 2-93
env-dictionary（ldap setEntry）　　2-107
equal-priority-most-available（dhcp）　　2-30
errors-to（lease-notification）　　2-121
exit コマンド　　2-88, 2-135
expiration（lease）　　2-114
expired（lease state）　　2-116
expired（lease6 state）　　2-119
export コマンド　　2-89
expression-configuration-trace-level（dhcp）　　2-30
expression-trace-level（dhcp）　　2-30
extension コマンド　　2-92

extension-trace-level（dhcp）　　2-31

F

failover（dhcp LDAP モード）　　2-34
failover-backup-percentag（scope）　　2-152
failover-bulking（dhcp）　　2-31
failover-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-41
failover-pair　　2-94
failoverpair（subnet）　　2-179
failover-pair コマンド　　2-94
failover-poll-interval（dhcp）　　2-31
failover-poll-timeout（dhcp）　　2-31
failover-recover（dhcp）　　2-31
fake-ip-name-response（dns）　　2-75
file（extension）　　2-92, 2-93
file（report のキーワード）　　2-139
file-cache（tftp）　　2-183
file-cache-directory（tftp）　　2-183
file-cache-max-memory-size（tftp）　　2-184
flags（lease）　　2-115
flags（lease6）　　2-118
force-dns-updates（dhcp）　　2-31
forward-retry-time（dns）　　2-75
forward-zone-name（address-block）　　2-5
forward-zone-name（dhcp-dns-update）　　2-50
forward-zone-name（subnet）　　2-179
free-address-config（scope）　　2-152, 2-158

G

get-subnet-mask-from-policy（dhcp）　　2-31
giaddr-as-server-id（policy）　　2-132
grace-period（policy コマンド）　　2-132
grace-period（scope-template）　　2-159
group コマンド　　2-98
groups (admin)　　2-9

H

HA DNS ペア
ha-dns アトリビュートの有効化　　2-99
simulate-zone-top-dynupdate　　2-100
update-relax-zone-name　　2-100
アトリビュートの設定　　2-99
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アトリビュートの有効化　　2-99
削除　　2-99
作成　　2-99
同期化　　2-99
バックアップ サーバ　　2-99
バックアップ サーバの IP アドレス　　2-99
命名　　2-100
メイン サーバ　　2-99
メイン サーバの IP アドレス　　2-99

ha-dns-comm-timeout（dns）　　2-75
ha-dns-pair コマンド　　2-99
hardware-unicast（dhcp）　　2-32
help コマンド　　2-101
hide-subzones（dns）　　2-78
high-threshold（addr-trap）　　2-6
home-directory（tftp）　　2-184
host-name（client）　　2-16
host-name（client-class）　　2-16
hostname（ldap）　　2-109
hosts ファイルのエクスポート　　2-204

I

ICMP、エラーを無視　　2-32
id（key）　　2-105
id（VPN）　　2-192
ifconfig　　2-53
ignore-cisco-options（dhcp）　　2-32
ignore-declines（scope）　　2-152
ignore-declines（scope-template）　　2-159
ignore-icmp-errors（dhcp）　　2-32
ignore-requests-for-other-servers（dhcp）　　2-32
import コマンド　　2-102
import-mode（dhcp）　　2-32
incoming-packet-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-41
incoming-packets（DHCP のログ フラグ）　　2-41
inhibit-all-renews（policy）　　2-132
inhibit-busy-optimization（dhcp）　　2-33
inhibit-renews-at-reboot（policy）　　2-132
init-args（extension）　　2-93
init-entry（extension）　　2-93
initial-environment-dictionary（dhcp）　　2-33
initial-packet-timeout（tftp）　　2-184
in-limitation-list（lease のクライアント フラグ）　　2-114
interface（subnet）　　2-179
ip6address（dhcp-interface）　　2-53

ip6address（lease6）　　2-118
ipconfig、サーバ インターフェイスの確認　　2-53
ip-history（dhcp）　　2-33
ip-history-detail（dhcp）　　2-33
ip-history-max-age（dhcp）　　2-33
IPv6 ネットワーク プレフィックス、構成　　2-61
ixfr（remote-dns）　　2-136
ixfr（zone）　　2-197
ixfr-enable（dns）　　2-75
ixfr-expire-interval（dns）　　2-75

K

key コマンド　　2-104

L

lang（extension）　　2-92, 2-93
last-transaction-time-granularity（dhcp）　　2-33
LDAP

base search-scope　　2-110
can-create　　2-108
can-query　　2-108
can-update　　2-108
connections　　2-108
create-dictionary　　2-107
create-object-classes　　2-108
create-string-dictionary　　2-107
default-attribute-value　　2-108
dn-attribute　　2-108
dn-create-format　　2-108
dn-format　　2-109
env-dictionary　　2-107
hostname　　2-109
limit-requests　　2-109
max-referrals　　2-109
max-requests　　2-109
one-level search-scope　　2-110
password　　2-109
port　　2-109
preference　　2-109
query-dictionary　　2-107
referral-attr　　2-109
referral-filter　　2-110
search-filter　　2-110
search-path　　2-110
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search-scope　　2-110
subtree search-scope　　2-110
threadwaittime　　2-110
timeout　　2-110
update-dictionary　　2-107
update-search-attribute　　2-110
update-search-filter　　2-110
update-search-path　　2-110
update-search-scope　　2-111
username　　2-111
アトリビュート

設定　　2-106
表示　　2-107
無効化　　2-106
有効化　　2-106

一覧表示

サーバ　　2-107
サーバ名　　2-107

サーバの作成　　2-106
削除　　2-106
取得

アトリビュート　　2-107
ディクショナリ エントリ　　2-107

設定解除

アトリビュート　　2-106
ディクショナリ エントリ　　2-107

ディクショナリ エントリの設定　　2-107
ldap コマンド　　2-106
LDAP サーバ、管理　　2-106
ldap-create-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-41
ldap-host-name（tftp）　　2-184
ldap-initial-timeout（tftp）　　2-184
ldap-maximum-timeout（tftp）　　2-184
ldap-mode（dhcp）　　2-34
ldap-password（tftp）　　2-184
ldap-port-number（tftp）　　2-184
ldap-query-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-41
ldap-root-dn（tftp）　　2-184
ldap-update-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-41
ldap-user-name（tftp）　　2-184
ldap-use-ssl（tftp）　　2-184
lease コマンド　　2-112
lease6 コマンド　　2-117
leased（lease state）　　2-116
lease-history-detail（ccm）　　2-10
lease-notification コマンド　　2-120

leasequery（DHCP のログ フラグ）　　2-41
lease-renewal-time（lease）　　2-115
leasing-only（lease-notification）　　2-121
license コマンド　　2-122
Lightweight Directory Access Protocol
「LDAP」を参照

limitation-count（policy）　　2-132
limitation-id（client-class）　　2-16
limitation-id（lease）　　2-115
limit-requests（ldap）　　2-109
localhost　　1-3
local-port-num（dns コマンド）　　2-75
local-zone-edit-mode（ccm）　　2-10
log-level（tftp）　　2-185
log-settings（dhcp）　　2-34
log-settings（dns）　　2-75
log-settings（snmp）　　2-175
log-settings（tftp）　　2-185
low-threshold（addr-trap）　　2-7

M

mac-address-only（dhcp）　　2-34
mail-host（lease-notification）　　2-121
map-radius-class（dhcp）　　2-34
map-radius-pool-name（dhcp）　　2-35
map-user-class-id（dhcp）　　2-35
master-servers（zone）　　2-197
max-cache-ttl（dns）　　2-75
max-dhcp-requests（dhcp）　　2-35
max-dhcp-responses（dhcp コマンド）　　2-36
max-dns-packets（dns）　　2-75
max-dns-renaming-retries（dhcp）　　2-36
max-dns-retries（dhcp）　　2-36
max-dns-ttl（dhcp）　　2-36
max-inbound-file-size（tftp）　　2-185
max-negcache-ttl（dns）　　2-76
max-ping-packets（dhcp）　　2-36
max-referrals（ldap）　　2-109
max-requests（ldap）　　2-109
max-waiting-packets（dhcp）　　2-36
MCD 固定ストア、クラスタ　　3-1
mcd-blobs-per-bulk-read（dhcp）　　2-36
mem-cache-size（dns）　　2-76
mem-cache-size、DNS アトリビュート　　2-81
minimal-config-info（DHCP のログ フラグ）　　2-42
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min-socket-buffer-size（tftp）　　2-185
missing-options（DHCP のログ フラグ）　　2-42
mode（addr-trap）　　2-7
multicast（dhcp-interface）　　2-53
multirec（remote-dns）　　2-136

N

name（addr-trap）　　2-7
name（dhcp-address-block）　　2-47
name（snmp）　　2-175
name（vpn）　　2-192
named.boot ファイル、インポート　　2-103
nameservers（zone）　　2-197
namespace コマンド、「vpn コマンド」を参照
neg-cache-ttl（dns）　　2-76
no-dropped-bootp-packets（DHCP のログ フラグ）　　2-42
no-dropped-dhcp-packets（DHCP のログ フラグ）　　2-42
no-failover-activity（DHCP のログ フラグ）　　2-42
no-failover-conflict（DHCP のログ フラグ）　　2-42
no-fetch-glue（dns）　　2-76
no-invalid-packets（DHCP のログ フラグ）　　2-42
no-reduce-logging-when-busy（DHCP のログ フラグ）
2-42
no-success-messages（DHCP のログ フラグ）　　2-42
NOTIFY
トランザクションのロギング　　2-81

notify（dns）　　2-76
notify（zone）　　2-198
notify-defer-cnt（dns）　　2-76
notify-min-interval（dns）　　2-76
notify-rcv-interval（dns）　　2-76
notify-send-stagger（dns）　　2-76
notify-set（zone）　　2-198
notify-wait（dns）　　2-77
no-timeouts（DHCP のログ フラグ）　　2-42
nrcmd
一連の引数の指定　　1-5
一般的なオプション　　1-2
一般的な構文　　1-2
コードと形式　　4-1
コマンド一覧　　1-9
二重引用符の使用　　3-2
バッチ ファイル　　3-2
プログラム制御の追加　　3-3
プログラムのロケーション　　1-2

メソッド　　1-5
nrcmd セッション、管理　　2-171

O

offered state（lease）　　2-116
offered state（lease6）　　2-119
offer-timeout（policy）　　2-133
offer-timeout（scope-template）　　2-159
one-lease-per-client（dhcp）　　2-37
one-level search-scope 値（ldap）　　2-110
option コマンド　　2-123
option-datatype コマンド　　2-123
option-set コマンド　　2-126
options-expr（scope-template）　　2-159
origin（zone）　　2-198
other-available（lease state）　　2-116
outgoing-packet-detail（DHCP のログ フラグ）　　2-42
over-limit-client-class-name（client）　　2-16
over-limit-client-class-name（client-class）　　2-16
override-vpn（client）　　2-16
override-vpn（client-class）　　2-16
owner（address-block）　　2-5
owner（subnet）　　2-179
owner コマンド　　2-127

P

packet-file-name（policy）　　2-133
packet-server-name（policy）　　2-133
packet-siaddr（policy）　　2-133
packet-trace-level（tftp）　　2-185
parent（address-block）　　2-5
parent（subnet）　　2-179
password（admin）　　2-9
password（ldap）　　2-109
pending-available（lease state）　　2-116
permanent-leases（policy）　　2-133
persist-mem-cache（dns）　　2-77
persist-mem-cache、DNS アトリビュート　　2-81
ping-clients（scope）　　2-152
ping-clients（scope-template）　　2-159
ping-timeout（scope）　　2-152
ping-timeout（scope-template）　　2-159
policy（dhcp-address-block）　　2-47
policy（scope）　　2-152
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policy コマンド　　2-128
policy-name（client）　　2-17
policy-name（client-class）　　2-17
poller-event-threads（ccm）　　2-11
poll-lease-hist-interval（ccm）　　2-10
poll-lease-hist-offset（ccm）　　2-10
poll-lease-hist-retry（ccm）　　2-11
poll-replica-interval（ccm）　　2-11
poll-replica-offset（ccm）　　2-11
poll-subnet-util-interval（ccm）　　2-11
poll-subnet-util-offset（ccm）　　2-11
poll-subnet-util-retry（ccm）　　2-11
port（ldap）　　2-109
port-number（tftp）　　2-185
post-class-lookup（エクステンション ポイント）　　2-43
post-client-lookup（エクステンション ポイント）　　2-43
post-packet-decode（エクステンション ポイント）　　
2-43
pre-client-lookup（エクステンション ポイント）　　2-43
pre-dns-add-forward（エクステンション ポイント）　　
2-44
preference（ldap）　　2-109
preferred-lifetime（lease6）　　2-118
prefix-name（lease6）　　2-118
pre-packet-encode（エクステンション ポイント）　　2-43
primary-subnet（scope）　　2-152
priority-address-allocation（dhcp）　　2-37

Q

query-dictionary（ldap setEntry）　　2-107
query-source-address（dns）　　2-77
query-source-port（dns）　　2-77
quit コマンド　　2-135

R

RADIUS
クラス　　2-34

ranges-expr（scope-template）　　2-159
read-access（tftp）　　2-185
recipients（lease-notification）　　2-121
referral-attr（ldap）　　2-109
referral-filter（ldap）　　2-110
region（address-block）　　2-5
region（subnet）　　2-179

region コマンド　　2-135
regional-zone-edit-mode（ccm）　　2-11
relay-agent-circuit-id（lease）　　2-115
relay-agent-option（lease）　　2-115
relay-agent-radius-class（lease）　　2-115
relay-agent-radius-pool-name（lease）　　2-115
relay-agent-radius-user（lease）　　2-115
relay-agent-remote-id（lease）　　2-115
relay-agent-server-id-override（lease）　　2-115
relay-agent-subnet-selection（lease）　　2-115
relay-agent-subscriber-id（lease）　　2-115
relay-agent-vpn-id（lease）　　2-115
released（lease state）　　2-116
released（lease6 state）　　2-119
remote-dns コマンド　　2-136
remote-port-num（dns）　　2-77
renew-only（scope）　　2-153
renew-only（scope-template）　　2-159
report コマンド　　2-138
report-state（address-block）　　2-5
request-expiration-time（dns）　　2-77
request-retry-time（dns）　　2-77
reservation コマンド
「scopes」を参照

reservation-lookup-id（lease6）　　2-118
reserved（lease のフラグ）　　2-118, 2-115
restrict-query-acl（dns）　　2-77
restrict-query-acl、DNS アトリビュート　　2-81
restrict-query-acl（zone）　　2-198
restrict-recursion-acl（dns）　　2-78
restrict-xfer（zone）　　2-198
restrict-xfer-acl（dns）　　2-78
restrict-xfer-acl（zone）　　2-198
return-client-fqdn-if-asked（dhcp）　　2-37
reverse-dns-up-to-date（lease のフラグ）　　2-114
reverse-zone-name（address-block）　　2-5
reverse-zone-name（dhcp-dns-update）　　2-50
reverse-zone-name（subnet）　　2-179
revoked（lease6 state）　　2-119
role コマンド　　2-141
round-robin（dhcp LDAP モード）　　2-34
round-robin（dns）　　2-78
router コマンド　　2-143
router-host（scope-template）　　2-159
router-interface コマンド　　2-145
router-type コマンド　　2-147
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S

save コマンド　　2-147
save-lease-renew-time（dhcp）　　2-37
save-negative-cache-entries（dns）　　2-78
scope コマンド　　2-148
scope-edit-mode（ccm）　　2-11
scope-policy コマンド　　2-154
scopes（lease-notification）　　2-121
scope-selection-tag コマンド　　2-155
scope-template コマンド　　2-156
scope-templates、dhcp　　2-158
scvg-enabled（zone）　　2-198
scvg-ignore-restart-interval（dns）　　2-78
scvg-ignore-restart-interval（zone）　　2-198
scvg-interval（dns）　　2-78
scvg-interval（zone）　　2-198
scvg-no-refresh-interval（dns）　　2-78
scvg-no-refresh-interval（zone）　　2-198
scvg-refresh-interval（dns）　　2-78
scvg-refresh-interval（zone）　　2-199
search-filter（ldap）　　2-110
search-list（tftp）　　2-185
search-path（ldap）　　2-110
search-scope（ldap）　　2-110
secret（key）　　2-105
security-type（key コマンド）　　2-105
segment-name（dhcp-address-block）　　2-47
selection-criteria（client）　　2-17
selection-criteria（client-class）　　2-17
selection-criteria-excluded（client）　　2-17
selection-criteria-excluded（client-class）　　2-17
selection-tag-list（scope）　　2-153
selection-tag-list（scope-template）　　2-159
selection-tags（dhcp-address-block）　　2-47
selection-tags（scope）　　2-153
server コマンド　　2-166
server-active（snmp）　　2-175
server-addr（dhcp-dns-update）　　2-50
server-key（dhcp-dns-update）　　2-50
server-lease-time（policy）　　2-134
session コマンド　　2-171
session-timeout（tftp）　　2-185
set キーワード　　1-6
Simple Network Management Protocol
「SNMP」を参照

simulate-zone-top-dynupdate（dns）　　2-78
sink（address-block）　　2-5
skip-client-lookup（dhcp）　　2-37
slave-forward-retry-time（dns）　　2-79
slave-mode（dns）　　2-79
SMS
更新　　2-26
サーバのための更新　　2-167

sms-lease-interval（dhcp）　　2-38
sms-library-path（dhcp）　　2-38
sms-network-discovery（dhcp）　　2-38
sms-site-code（dhcp）　　2-38
SNMP

cache-ttl　　2-175
community　　2-175
disable server-active　　2-174
enable server-active　　2-174
log-settings　　2-175
server-active　　2-175
setDebug　　2-174
start　　2-174
stop　　2-174
trap-source-addr　　2-175
アトリビュート

取得　　2-174
設定　　2-174
設定解除　　2-174

管理　　2-174
起動、停止　　2-174
名前　　2-175
有効化　　2-174

SNMP インターフェイス
アドレスの取得　　2-176
作成　　2-176, 2-177
無効化　　2-176
有効化　　2-176

snmp コマンド　　2-174
SNMP サーバ
デバッグ レベルの注意　　2-168

SNMP トラップ　　2-187
受信者、一覧表示　　2-187
受信者のアトリビュートの取得　　2-187
受信者のアトリビュートの設定　　2-187
受信者のアトリビュートの表示　　2-187
受信者の削除　　2-187
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トラップ受信者のアトリビュートの設定解除　　
2-187

snmp-interface コマンド　　2-176
source（address-block）　　2-5
split-lease-times（policy）　　2-134
start-time-of-state（lease）　　2-116
start-time-of-state（lease6）　　2-118
state（lease）　　2-116
state（lease6）　　2-119
state（subnet）　　2-179
state-expiration-time（lease6）　　2-119
subnet（scope）　　2-153
subnet コマンド　　2-178
subnet-sorting（dns）　　2-79
subtree（ldap search-scope の値）　　2-110
subzone-forward（zone）　　2-199
superuser（admin）　　2-9
synthesize-name（dhcp-dns-update）　　2-50
synthesize-reverse-zone（dhcp）　　2-38
synthetic-name-stem（dhcp-dns-update）　　2-51
System Management Server
「SMS」を参照

T

tcp-query-retry-time（dns）　　2-79
template（zone）　　2-199
TFTP

active-directory-domain　　2-182
crsrc-configuration-file　　2-182
default-device　　2-182
docsis-access　　2-183
docsis-file-logging　　2-183
docsis-log-file-count　　2-183
docsis-pathname-prefix　　2-183
file-cache　　2-183
file-cache-directory　　2-183
file-cache-max-memory-size　　2-184
home-directory　　2-184
initial-packet-timeout　　2-184
ldap-host-name　　2-184
ldap-initial-timeout　　2-184
ldap-maximum-timeout　　2-184
ldap-password　　2-184
ldap-port-number　　2-184
ldap-root-dn　　2-184

ldap-user-name　　2-184
ldap-use-ssl　　2-184
log-level　　2-185
log-settings　　2-185
max-inbound-file-size　　2-185
min-socket-buffer-size　　2-185
packet-trace-level　　2-185
port-number　　2-185
read-access　　2-185
search-list　　2-185
session-timeout　　2-185
use-home-directory-as-root　　2-186
write-access　　2-186
write-allow-file-create　　2-186
アトリビュート

設定　　2-181
設定解除　　2-181
表示　　2-182

管理　　2-181
取得

アトリビュート　　2-182
トレース レベル　　2-182

無効化　　2-181
有効化　　2-181
リロード　　2-182

tftp コマンド　　2-176
TFTP サーバ
デバッグ　　2-168
トレース レベルの設定　　2-182

threadwaittime（ldap）　　2-110
timeout（ldap）　　2-110
time-skew（key）　　2-105
trap コマンド　　2-187
traps-enabled（dhcp）　　2-38
traps-enabled（dns）　　2-79
trap-source-addr（snmp）　　2-175
trim-changeset-age（ccm）　　2-11
trim-host-name（dhcp）　　2-38
trim-lease-hist-age（ccm）　　2-12
trim-lease-hist-interval（ccm）　　2-12
trim-subnet-util-age（ccm）　　2-12
trim-subnet-util-interval（ccm）　　2-12
TSIG
「キー」を参照

TSIG キー、エクスポート　　2-91
type（address-block）　　2-5
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type（subnet）　　2-180

U

unauthenticated-client-class-name（client）　　2-17
unavailable（lease state）　　2-116
unavailable（lease6 state）　　2-119
unavailable-timeout（policy）　　2-134
unknown-criteria（DHCP のログ フラグ）　　2-42
update-acl（dns）　　2-80
update-acl（zone）　　2-199
update-dictionary（ldap setEntry）　　2-107
update-dns-first（dhcp-dns-update）　　2-51
update-dns-for-bootp（dhcp）　　2-38
update-dns-for-bootp（dhcp-dns-update）　　2-51
update-dns-for-bootp（scope-template）　　2-160
update-policy コマンド　　2-188
update-policy-list（zone）　　2-199
update-relax-zone-name（dns）　　2-80
update-search-attribute（ldap）　　2-110
update-search-filter（ldap）　　2-110
update-search-path（ldap）　　2-110
update-search-scope（ldap）　　2-111
upgrade-unavailable-timeout（dns）　　2-38
use-client-fqdn（dhcp）　　2-39
use-client-fqdn-first（dhcp）　　2-39
use-dns-update-prereqs（dhcp）　　2-39
use-home-directory-as-root（tftp）　　2-186
use-host-name（dhcp）　　2-39
use-ldap-client-data（dhcp）　　2-39
user-defined（client）　　2-17
user-defined（client-class）　　2-17
username
現在のセッション　　2-172

username（ldap）　　2-111

V

validate-client-name-as-mac（dhcp）　　2-40
valid-lifetime（lease6）　　2-119
vendor-class-id（lease）　　2-116
version（dhcp）　　2-40
version（dns）　　2-80
vpn

addr-blocks-default-selection-tags　　2-192
addr-blocks-use-client-affinity　　2-192

addr-blocks-use-lan-segments　　2-192
addr-blocks-use-selection-tags　　2-192
description　　2-192
id　　2-192
vrf-name　　2-193
アトリビュート

取得　　2-192
表示　　2-192

アトリビュート、設定　　2-191
アトリビュート、設定解除　　2-191
一覧表示　　2-192
管理　　2-191
現在のセッション　　2-172
削除　　2-191
作成　　2-191
名前　　2-192
名前の一覧表示　　2-192

vpn（address-block）　　2-5
vpn（dhcp-address-block）　　2-47
vpn（lease-notification）　　2-121
vpn（report のキーワード）　　2-139
vpn（scope）　　2-153
vpn、vpn-id　　2-193
vpn コマンド　　2-191
VPN、ネームスペースの同義語　　2-191
vpn-communication（dhcp）　　2-40
vpn-id（dhcp-address-block）　　2-47
vpn-id（lease）　　2-116
vpn-id（lease6）　　2-119
vpn-id（scope）　　2-153
vpn-id（subnet）　　2-180
vpn-id（vpn）　　2-193
vrf-name（vpn）　　2-193

W

write-access（tftp）　　2-186
write-allow-file-create（tftp）　　2-186

Z

zone コマンド　　2-194
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あ

アクセス コントロール リスト
一覧表示　　2-3
管理　　2-2
更新ポリシーからの拒否

サブドメインの一致　　2-189
リソース レコードの一致　　2-188
ワイルドカードの一致　　2-189

更新ポリシーへの付与

サブドメインの一致　　2-188
リソース レコードの一致　　2-188
ワイルドカードの一致　　2-189

削除　　2-3
作成　　2-2
名前の一覧表示　　2-3
表示　　2-3
マッチ リスト
取得　　2-3
設定　　2-3
設定解除　　2-3
要素を削除　　2-3
要素を追加　　2-3

アサート、設定セッション　　2-171
アトリビュート

オブジェクト　　1-4
オプション　　1-7
必須　　1-7
フラグ　　1-7
読み取り専用　　1-7

アドレス、エクスポート

データベースへの　　2-90
ファイルへの　　2-89

アドレス トラップ
アトリビュート値の表示　　2-6
一覧表示　　2-6
削除　　2-6
しきい値　　2-6
取得　　2-6
設定　　2-6
設定解除　　2-6

アドレス ブロック
アトリビュート

値の取得　　2-4
値の表示　　2-4
設定　　2-4

設定解除　　2-4
一覧表示　　2-4
管理　　2-4
削除　　2-4
作成　　2-4
名前の一覧表示　　2-5

アドレスしきい値の通知、「addr-trap コマンド」を参照
アドレス範囲

スコープからの削除　　2-149
スコープでの一覧表示　　2-150
スコープへの追加　　2-149

い

一連の引数、nrcmd での指定　　1-5
一般的なオプション　　1-2
引用符、nrcmd での使用　　3-2

え

エクステンション　　2-43, 2-92
file　　2-93
init-args　　2-93
init-entry ポイント　　2-86
lang　　2-93
アトリビュート

取得　　2-93
設定解除　　2-93
表示　　2-93

一覧表示　　2-25, 2-93
エントリ ポイント　　2-93
削除　　2-84
作成　　2-92
設定　　2-93
名前の一覧表示　　2-93
エクステンション、「エクステンション」を参照

エクステンション ポイント
削除　　2-25
追加　　2-25
エクステンション ポイント、「エクステンション」

を参照

エクスポート

UNIX hosts ファイル　　2-204
ゾーン データ　　2-203
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お

オブジェクトのクラス、設定　　1-4
オプション、システム レジストリ　　1-3
オプション セット、インポート　　2-103
オプションのアトリビュート　　1-7
オプションのデータ型、管理　　2-123

か

可視性、セッションの設定　　2-173
環境変数　　1-3

CNR_CLUSTER　　1-3, 3-1
CNR_NAME　　1-3, 3-1
CNR_PASSWORD　　1-3, 3-1

管理者

アトリビュート

取得　　2-8
設定　　2-8
設定解除　　2-8
表示　　2-8
無効化　　2-8
有効化　　2-8

一覧表示　　2-9
開示しないパスワードの追加　　2-9
管理　　2-8
削除　　2-8
作成　　2-8
追加　　2-9
名前の一覧表示　　2-9
パスワードの変更　　2-8

き

キー

algorithm　　2-105
id　　2-105
secret　　2-105
security-type　　2-105
time-skew　　2-105
アトリビュート

取得　　2-105
設定　　2-104
設定解除　　2-104
表示　　2-105

一覧表示　　2-105

インポート　　2-102
管理　　2-104
削除　　2-104
作成　　2-104
名前の一覧表示　　2-105

キーワード

create　　1-5
disable　　1-6
enable　　1-6
set　　1-6

キャッシュ、フラッシュ　　2-73, 2-171
キャッシュされた DNS レコード、削除　　2-73
拒否、ACL の
更新ポリシーから

サブドメインの一致　　2-189
リソース レコードの一致　　2-188
ワイルドカードの一致　　2-189

サブドメインの一致　　2-189
リソース レコードの一致　　2-188
ワイルドカードの一致　　2-189

く

組み込みポリシー

管理　　2-19
設定　　2-19

クライアント

authenticate-until　　2-15
exclude action　　2-14
one-shot action　　2-14
use-release-grace-period action　　2-14
アトリビュート

取得　　2-14
設定　　2-14
設定解除　　2-14
表示　　2-14

一覧表示　　2-14
管理　　2-13
組み込みポリシーの設定　　2-19
削除　　2-13
作成　　2-13
名前の一覧表示　　2-14

クライアントクラス

exclude action　　2-14
one-shot action　　2-14
use-release-grace-period action　　2-14
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アトリビュート

取得　　2-18
設定　　2-18
設定解除　　2-18
表示　　2-18

一覧表示　　2-18
管理　　2-18, 2-19
削除　　2-18
作成　　2-18
名前の一覧表示　　2-19

クラスタ

admin　　2-21
cluster-id　　2-21
FQDN　　2-21
http-port　　2-21
https-ports　　2-21
password　　2-21
password-secret　　2-21
poll-lease-hist-interval　　2-21
poll-lease-hist-offset　　2-22
poll-lease-hist-retry　　2-22
poll-replica-interval　　2-22
poll-replica-offset　　2-22
poll-subnet-util-interval　　2-22
poll-subnet-util-offset　　2-22
poll-subnet-util-retry　　2-22
product-version　　2-22
remote-id　　2-22
replication-initialized　　2-22
restore-state　　2-23
scp-port　　2-23
scp-read-timeout　　2-23
shared-secret　　2-23
use-https-port　　2-23
use-ssl　　2-23
アトリビュートの取得　　2-20
アトリビュートの設定　　2-20
アトリビュートの設定解除　　2-20
一覧表示　　2-20
現在のセッション　　2-172
サーバの IP アドレス　　2-21
削除　　2-20
作成　　2-20
名前　　2-21
名前の一覧表示　　2-20
無効化　　2-20

有効化　　2-20
ローカル サーバ、一覧表示　　2-21

クラスタの内容

MCD 固定ストア　　3-1
サーバ エージェント　　3-1

クリア、強制　　2-73
グループ

管理　　2-98
現在のセッション　　2-172
削除　　2-98
作成　　2-98
説明　　2-98
説明の設定　　2-98
命名　　2-98

こ

更新

SMS　　2-167
更新ポリシー　　2-188
規則、削除　　2-189
規則、追加

ACL の拒否、サブドメインの一致　　2-189
ACL の拒否、リソース レコードの一致　　

2-188
ACL の拒否、ワイルドカードの一致　　2-189
ACL の付与、サブドメインの一致　　2-188
ACL の付与、リソース レコードの一致　　

2-188
ACL の付与、ワイルドカードの一致　　2-189

組み込み、ゾーンの設定　　2-197
削除　　2-189
作成　　2-188

構文、一般 nrcmd　　1-2
コードと形式　　4-1

さ

サーバ

DHCP パートナー ダウンの通知　　2-167
SMS の更新　　2-167
start-on-reboot の無効化　　2-166
start-on-reboot の有効化　　2-166
管理　　2-166
起動　　2-166
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取得

関連する DHCP サーバ　　2-167
状態　　2-167
統計情報　　2-167
バージョン　　2-167

デバッグ　　2-168
デバッグの設定解除　　2-168
リロード　　2-167
ログの設定　　2-167, 2-168

サーバ エージェント　　3-1
サブゾーン

委任　　2-202
作成　　2-202

サブゾーンの委任　　2-202
サブネット

address　　2-69
all-vpns　　2-69
CCM

address　　2-179
description　　2-179
dns-host-bytes　　2-179
failoverpair　　2-179
forward-zone-name　　2-179
interface　　2-179
owner　　2-179
parent　　2-179
region　　2-179
reverse-zone-name　　2-179
state　　2-179
type　　2-180
vpn-id　　2-180
アトリビュート、値の取得　　2-178
アトリビュート、設定　　2-178
アトリビュート、設定解除　　2-178
一覧表示　　2-178
削除　　2-178
作成　　2-178
名前の一覧表示　　2-179
表示　　2-178

client-domain-name　　2-69
client-flags　　2-69
client-host-name　　2-69
client-id　　2-69
client-last-transaction-time　　2-69
client-mac-addr　　2-69
expiration　　2-69

in-use-addresses　　2-69
last-transaction-time　　2-70
relay-agent-option　　2-70
selection-tags　　2-70
state　　2-70
unusable-addresses　　2-70
vpn-id　　2-70
アトリビュート

取得　　2-69
表示　　2-69

アベイラビリティの強制　　2-69
管理　　2-69

サブネットの使用状況　　2-28

し

しきい値、アドレス トラップの　　2-6
システム レジストリ、Network Registrar のオプション
　　1-3
指定、一連の引数の（nrcmd）　　1-5
所有者

contact　　2-127
organization　　2-127
tag　　2-127
一覧表示　　2-127
管理　　2-127
削除　　2-127
作成　　2-127
設定、設定解除　　2-127
表示　　2-127
無効化、有効化　　2-127
命名　　2-127

す

スコープ

addr　　2-150
allocate-first-available　　2-150
allocation-priority　　2-151
backup-pct　　2-151
bootp　　2-151
deactivated　　2-151
dhcp　　2-152
dns-host-bytes　　2-152
failover-backup-percentage　　2-152
free-address-config　　2-152, 2-158
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ignore-declines　　2-152
ping-clients　　2-152
ping-timeout　　2-152
policy　　2-152
primary-subnet　　2-152
renew-only　　2-153
selection-tag-list　　2-153
selection-tags　　2-153
subnet　　2-153
vpn　　2-153
vpn-id　　2-153
アトリビュート

取得　　2-149
設定　　2-149
設定解除　　2-149
表示　　2-149
無効化　　2-149
有効化　　2-148

アドレス範囲の追加　　2-149
一覧表示　　2-149
アドレス範囲　　2-150
名前　　2-149
予約済みリース　　2-150
リース　　2-149

管理　　2-148
削除　　2-148
アドレス範囲　　2-149
予約済みリース　　2-150

作成　　2-148
テンプレート、適用　　2-148
ネットマスクの変更　　2-149
編集モード、現在のセッション　　2-172
予約済みリースの追加　　2-150
利用不能なリースのクリア　　2-149

スコープ テンプレート
allocate-first-available　　2-157
allocation-priority　　2-157
backup-pct　　2-158
bootp　　2-158
dns-host-bytes　　2-158
dynamic-bootp　　2-158
ignore-declines　　2-159
offer-timeout　　2-159
options-expr　　2-159
ping-clients　　2-159
ping-timeout　　2-159

policy　　2-159
renew-only　　2-159
router-expr　　2-159
router-host　　2-159
selection-tag-list　　2-159
update-dns-for-bootp　　2-160
アトリビュートの取得　　2-156
アトリビュートの設定　　2-156
一覧表示　　2-156
管理　　2-156
組み込みポリシー　　2-158
削除　　2-156
作成　　2-156
スコープへの適用　　2-156, 2-208
表示　　2-156
猶予期間　　2-159

スコープ テンプレート ポリシー
affinity-period　　2-161
allow-client-a-record-update　　2-161
allow-client-hints　　2-162
allow-dual-zone-dns-update　　2-162
allow-lease-time-override　　2-162
allow-non-temporary-addresses　　2-162
allow-rapid-commit　　2-162
allow-temporary-addresses　　2-162
default-prefix-length　　2-162
forward-dnsupdate　　2-162
forward-zone-name　　2-163
giaddr-as-server-id　　2-163
inhibit-all-renews　　2-163
inhibit-renews-at-reboot　　2-163
longest-prefix-length　　2-163
offer-timeout　　2-163
packet-file-name　　2-163
packet-server-name　　2-163
packet-siaddr　　2-164
permanent-leases　　2-164
preferred-lifetime　　2-164
reverse-dnsupdate　　2-164
server-lease-time　　2-164
shortest-prefix-length　　2-164
split-lease-times　　2-164
unavailable-timeout　　2-164
use-client-id-for-reservations　　2-164
v4-bootp-reply-options　　2-164
v4-reply-options　　2-165
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v6-reply-options　　2-165
valid-lifetime　　2-165
オプションの設定、設定解除　　2-161
削除　　2-161
設定　　2-161
ベンダー オプションの設定、設定解除　　2-161
無効化、有効化　　2-161
リース時間の設定　　2-161

スコープ選択タグ

一覧表示　　2-155
管理　　2-155
削除　　2-155
作成　　2-155

スコープでネットマスクを変更　　2-149

せ

セカンダリ ゾーン転送、強制　　2-73
セカンダリ ゾーンの作成　　2-202
セッション

アサート、設定　　2-171
アトリビュート

取得　　2-171
設定　　2-171
設定解除　　2-171
表示　　2-171

可視性の設定　　2-173
キャッシュのフラッシュ　　2-171
現在の VPN　　2-172
現在のクラスタ　　2-172
現在のグループ　　2-172
現在のスコープ編集モード　　2-172
現在のゾーン編集モード　　2-173
現在のソフトウェア バージョン　　2-173
現在のユーザ ロール　　2-172
現在のユーザ名　　2-172
デフォルト形式　　2-172

そ

ゾーン

checkpoint-interval　　2-197
defttl　　2-197
dynamic　　2-197
dynupdate-set　　2-80, 2-199
ixfr　　2-197

master-servers　　2-197
notify　　2-198
notify-set　　2-198
origin　　2-198
restrict-query-acl　　2-198
restrict-xfer　　2-198
restrict-xfer-acl　　2-198
scvg-enabled　　2-198
scvg-ignore-restart-interval　　2-198
scvg-interval　　2-198
scvg-no-refresh-interval　　2-198
scvg-refresh-interval　　2-199
subzone-forwarding　　2-199
template　　2-199
update-acl　　2-199
update-policy-list　　2-199
アトリビュート

取得　　2-195
設定　　2-195
設定解除　　2-195
表示　　2-195
無効化　　2-195
有効化　　2-195

一覧表示　　2-195
名前　　2-195
ホスト　　2-196
リソース レコード　　2-197

委任　　2-202
インポート　　2-200
エクスポート　　2-91, 2-203
組み込み更新ポリシー、設定　　2-197
クリア開始時刻の取得　　2-197
クリアの開始　　2-197
削除　　2-195, 2-202
ホスト　　2-196
リソース レコード　　2-196

作成

BIND ファイル　　2-194
セカンダリ　　2-195
プライマリ　　2-195

作成、セカンダリ　　2-202
作成、プライマリ　　2-201
セカンダリの作成　　2-202
ゾーン テンプレート、適用　　2-195
チェックポイント

強制　　2-197
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追加

ホスト　　2-196
リソース レコード　　2-196

転送の強制　　2-195
ネームサーバ　　2-197
プライマリの作成　　2-201
編集モード、現在のセッション　　2-173
保護されていないリソース レコード　　2-196
ループバックの復元　　2-204

ゾーン テンプレート、管理　　2-208
ゾーン転送、強制　　2-73
ゾーンの分散、管理　　2-206
ゾーン名、エクスポート　　2-91
ソフトウェア バージョン、現在のセッション　　2-173

た

ダイナミック DNS 更新ポリシー
「更新ポリシー」を参照

て

データベースの変更内容の保存　　2-147
転送サーバ、DNS
一覧表示　　2-72
削除　　2-72
追加　　2-72

と

同期化

HA DNS ペア　　2-99
トラップ

管理　　2-6, 2-187
有効化　　2-6, 2-187
トラップ、「addr-trap コマンド」を参照
トラップ、「traps コマンド」を参照

トランザクション シグニチャ
「キー」を参照

トレース レベル、TFTP、取得　　2-182

に

認証　　3-1
認証、「admin コマンド」を参照

ね

ネームスペース、「vpn」を参照
ネットマスク、スコープの変更　　2-149

は

ハイ アベイラビリティ DNS、「HA DNS ペア」を参照
パスワード

開示しないで追加　　2-9
管理者を入力　　2-8

バッチ ファイル、nrcmd　　3-2

ひ

引数、一連の～の指定　　1-5
必須アトリビュート　　1-7

ふ

フェールオーバー ペア
backup-pct　　2-94
dynamic-bootp-backup-pct　　2-95
failover アトリビュートの有効化　　2-95
load-balancing-backup-pct　　2-95
PARTNER-DOWN　　2-97
persist-lease-data-on-partner-ack　　2-96
poll-lease-hist-interval　　2-96
poll-lease-hist-offset　　2-96
poll-lease-hist-retry　　2-96
poll-lease-hist-server-first　　2-96
poll-subnet-util-interval　　2-96
poll-subnet-util-offset　　2-96
poll-subnet-util-retry　　2-96
poll-subnet-util-server-first　　2-96
safe-period　　2-97
scope-template　　2-97
use-safe-period　　2-97
管理　　2-94
最大クライアント リード時間（MCLT）　　2-95
作成　　2-94
同期化　　2-94
バックアップ サーバ　　2-94
バックアップ サーバの IP アドレス　　2-94
メイン サーバの IP アドレス　　2-95
メイン サーバを持つクラスタ　　2-95
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付与、ACL の
サブドメインの一致　　2-188
リソース レコードの一致　　2-188
ワイルドカードの一致　　2-189

プライマリ ゾーンの作成　　2-201
プレフィックス

アトリビュート

表示　　2-62
有効化　　2-61

アトリビュート、取得　　2-61
アトリビュート、設定　　2-61
一覧表示　　2-62
名前　　2-62

削除　　2-61
作成　　2-61
予約の一覧表示　　2-62
予約の削除　　2-62
予約の追加　　2-62
リース、一覧表示　　2-62

プロトコル、認証　　3-1

へ

変更不能（読み取り専用）アトリビュート　　1-7
変数、レジストリまたは環境　　1-3
ベンダー オプション　　2-161

DHCP リンク ポリシー　　2-56

ほ

ホスト ファイル、エクスポート　　2-90
ポリシー

affinity-period　　2-131
allow-client-a-record-update　　2-131
allow-client-hints　　2-131
allow-dual-zone-dns-update　　2-131
allow-lease-time-override　　2-131
allow-rapid-commit　　2-131
allow-temporary-addresses　　2-131
clone　　2-132
default-prefix-length　　2-132
forward-dnsupdate　　2-132
forward-zone-name　　2-132
giaddr-as-server-id　　2-132
grace-period　　2-132
inhibit-all-renews　　2-132

inhibit-renews-at-reboot　　2-132
limitation-count　　2-132
longest-prefix-length　　2-133
offer-timeout　　2-133
packet-file-name　　2-133
packet-server-name　　2-133
packet-siaddr　　2-133
permanent-leases　　2-133
preferred-lifetime　　2-133
reverse-dnsupdates　　2-133
server-lease-time　　2-134
shortest-prefix-length　　2-134
split-lease-times　　2-134
unavailable-timeout　　2-134
v4-bootp-reply-options　　2-134
v4-reply-options　　2-134
V6 ベンダー オプションの設定　　2-130
v6-reply-options　　2-134
valid-lifetime　　2-134
アトリビュート

取得　　2-129
表示　　2-129
無効化　　2-129
有効化　　2-129

一覧表示　　2-129
オプション　　2-130
名前　　2-130
ベンダー オプション　　2-130

オプション、取得　　2-130
管理　　2-128
クローニング　　2-129
更新、「更新ポリシー」を参照

削除　　2-129
作成　　2-129
設定

アトリビュート　　2-129
リース時間　　2-130

設定解除

アトリビュート　　2-129
オプション　　2-130
ベンダー オプション　　2-130

ベンダー オプション、取得　　2-130

め

メソッド　　1-5
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よ

読み取り専用（変更不能）アトリビュート　　1-7
予約、リース

削除　　2-112
送信　　2-112

ら

ライセンス

アトリビュート

取得　　2-122
表示　　2-122

管理　　2-122
キー　　2-122

り

リージョン

contact　　2-135
scope-template　　2-135
一覧表示　　2-135
管理　　2-135
削除　　2-135
作成　　2-135
設定、設定解除　　2-135
表示　　2-135
無効化、有効化　　2-135
命名　　2-135

リース

address　　2-113
available state　　2-116
backup フラグ　　2-115
client-binary-client-id　　2-113
client-dns-name　　2-114
client-dns-name-up-to-date client-flag　　2-114
client-domain-name　　2-114
client-flags　　2-114
client-host-name　　2-114
client-id　　2-114
client-id-created-from-mac-address client-flag　　2-114
client-last-transaction-time　　2-114
client-mac-addr　　2-114
client-os-type　　2-114
deactivated フラグ　　2-115
dns-update-pending client-flag　　2-114

dynamic フラグ　　2-115
expiration　　2-114
expired state　　2-116
in-limitation-list client-flag　　2-114
IPv6

available state　　2-119
binding-end-time　　2-117
binding-iaid　　2-117
binding-rebinding-time　　2-118
binding-renewal-time　　2-118
binding-start-time　　2-118
binding-type　　2-118
client-active-leases　　2-118
client-class-name　　2-118
client-id　　2-118
client-last-transaction-time　　2-118
client-lookup-key　　2-118
client-relay-message　　2-118
creation-time　　2-118
deactivated フラグ　　2-118
expired state　　2-119
ip6address　　2-118
leased state　　2-119
offered state　　2-119
preferred-lifetime　　2-118
prefix-name　　2-118
released state　　2-119
reservation-lookup-id　　2-118
reserved フラグ　　2-118
revoked state　　2-119
start-time-of-state　　2-118
state　　2-119
state-expiration-time　　2-119
unavailable state　　2-119
valid-lifetime　　2-119
vpn-id　　2-119
アクティブ化　　2-117
アトリビュートの取得　　2-117
アトリビュートの表示　　2-117
アベイラビリティの強制　　2-117
一覧表示　　2-117
非アクティブ化　　2-117
フラグ　　2-118

IPv6 の管理　　2-117
leased state　　2-116
lease-renewal-time　　2-115



Index

23
Cisco CNS Network Registrar CLI リファレンス ガイド

OL-6241-02-J

limitation-id　　2-115
MAC アドレス、表示　　2-113
offered state　　2-116
other-available state　　2-116
pending-available state　　2-116
relay-agent-circuit-id　　2-115
relay-agent-option　　2-115
relay-agent-radius-class　　2-115
relay-agent-radius-pool-name　　2-115
relay-agent-radius-user　　2-115
relay-agent-remote-id　　2-115
relay-agent-server-id-override　　2-115
relay-agent-subnet-selection　　2-115
relay-agent-subscriber-id　　2-115
relay-agent-vpn-id　　2-115
released state　　2-116
reserved フラグ　　2-115
reverse-dns-up-to-date フラグ　　2-114
start-time-of-state　　2-116
state　　2-116
unavailable

state　　2-116
timing out　　2-134

vendor-class-id　　2-116
vpn-id　　2-116
アクティブ化　　2-112
アトリビュート、表示　　2-113
アベイラビリティの強制　　2-113
一覧表示　　2-113

LAN セグメント順　　2-113
MAC アドレス順　　2-113
サブネット順　　2-113
スコープで予約されているリース　　2-150
スコープ内のリース　　2-149

インポート　　2-102
エクスポート　　2-90
管理　　2-112
取得

アトリビュート　　2-113
スコープ　　2-113

スコープからの予約済みリースの削除　　2-150
スコープ内の利用不能なリースのクリア　　2-149
スコープへの予約済みリースの追加　　2-150
スコープ名、取得　　2-113
フラグ　　2-115
無効化　　2-112

予約の削除　　2-112
予約の送信　　2-112

リース時間、設定　　2-130
リース通知　　2-120

leasing-only　　2-121
mail-host　　2-121
recipients　　2-121
scopes　　2-121
vpn　　2-121
コンフィギュレーション ファイル　　2-120
戻されたメール　　2-121
利用可能なアドレス　　2-120

リース予約の送信　　2-112
リース履歴　　2-33
リソース レコード
インデックスの再構築　　2-73
ゾーンからの削除　　2-196
ゾーンでの一覧表示　　2-197
ゾーンへの追加　　2-196
保護　　2-196
保護なし　　2-196

リモート DNS サーバ
アトリビュート

設定解除　　2-137
表示　　2-137
無効化　　2-137
有効化　　2-136

一覧表示　　2-137
管理　　2-136
削除　　2-136
作成　　2-136
名前の一覧表示　　2-137

リンク

アトリビュート

表示　　2-54
有効化　　2-55

一覧表示　　2-54
名前　　2-54

削除　　2-54
作成　　2-54
取得、アトリビュート　　2-55
設定、アトリビュート　　2-55
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る

ルータ

address　　2-143
device-timeout　　2-143
enable-secret　　2-143
interfaces　　2-143
login-template　　2-143
login-temp-obj　　2-143
owner　　2-144
password　　2-144
password-secret　　2-144
region　　2-144
type　　2-144
username　　2-144
use-ssh　　2-144
virtual-router　　2-144
一覧表示　　2-135
削除　　2-143
作成　　2-143
設定、設定解除　　2-143
パスワードの注意　　2-144
パスワードの有効化　　2-143
命名　　2-144

ルータ インターフェイス
bundle-id　　2-145
cable-dhcp-giaddr　　2-145
cable-helper　　2-145
ip-helper　　2-145
is-master　　2-145
is-virtual　　2-145
mac-address　　2-145
owner　　2-146
parent　　2-146
primary-subnet　　2-146
region　　2-146
router　　2-146
secondary-subnets　　2-146
state　　2-146
一覧表示　　2-145
削除　　2-145
作成　　2-145
設定、設定解除　　2-145
命名　　2-145

ルータ タイプ
manufacturer　　2-147

router-os-version　　2-147
一覧表示　　2-147

ルートヒント サーバ、DNS
一覧表示　　2-72
削除　　2-72
追加　　2-72

ループバック ゾーンの復元　　2-204

れ

例外サーバ、DNS
一覧表示　　2-72
削除　　2-72
追加　　2-72

レジストリまたは環境変数　　1-3
レポート、生成　　2-138

ろ

ロール

all-sub-roles　　2-141
constraints　　2-141
groups　　2-142
read-only　　2-142
sub-roles　　2-142
unconstrained　　2-142
一覧表示　　2-141
管理　　2-141
基本ロール　　2-142
現在のセッション　　2-172
削除　　2-141
作成　　2-141
設定　　2-141
無効化、有効化　　2-141
命名　　2-142

ロギング

NOTIFY、「NOTIFY」を参照
ログ フラグ、DNS

activity-summary　　2-80
config　　2-80
config-details　　2-80
datastore　　2-80
ddns　　2-80
ddns-details　　2-80
ddns-packets　　2-80
ddns-refreshes　　2-80
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ddns-refreshes-details　　2-80
ha-details　　2-80
incoming-packets　　2-81
lame-delegation　　2-81
notify　　2-81
notify-packets　　2-81
outgoing-packets　　2-81
query-errors　　2-81
query-packets　　2-81
root-query　　2-81
scavenge　　2-81
scavenge-details　　2-81
server-operations　　2-81
tsig　　2-81
tsig-details　　2-81
xfer-in-packets　　2-81
xfer-out-packets　　2-81
xfr-in　　2-81
xfr-out　　2-81
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