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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
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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


