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Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS 
コマンド

この章では、Cisco 7600 シリーズ ルータ固有の Cisco IOS コマンドをアルファベット順に一覧表示

します。このマニュアルに記載されていない Cisco IOS コマンドの詳細については、次の 新の

Cisco IOS 資料を参照してください。

• 『Cisco IOS Release 12.2 Configuration Fundamentals Configuration Guide』

• 『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』

各モジュールの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Content Switching Module Installation and Configuration Note』

• 『FlexWAN Module Installation and Configuration Note』



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
action

2-2
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

action
パケット アクション句を設定するには、action コマンドを使用します。アクション句を削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

action {{drop [log]} | {forward [capture]} | {redirect {interface interface-number}} | {port-channel 
channel-id} {interface interface-number} | {port-channel channel-id} ...}

no action {{drop [log]} | {forward [capture]} | {redirect {interface interface-number}} | 
{port-channel channel-id} {interface interface-number} | {port-channel channel-id} ...}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード VLAN アクセスマップ サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

各リダイレクト アクションを使用して、 大で 5 つの宛先インターフェイスのリストを指定できま

す。また、リダイレクト アクションで使用可能なインターフェイスのリストは 大で 255 種類に制

限されています。

drop パケットをドロップします。

log （任意）ソフトウェアにドロップされたパケットを記録します。

forward パケットを宛先に転送します（ハードウェアによりスイッチングされま

す）。

capture （任意）転送されたパケットのキャプチャ ビットを設定し、キャプチャ機

能がイネーブルであるポートがパケットを受信できるようになります。

redirect interface 指定したインターフェイスにパケットをリダイレクトします。有効値は、

ethernet、fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。有

効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

port-channel 

channel-id
トラフィックをリダイレクトするポート チャネルを指定します。有効値は

1 ～ 256 の範囲の 大 64 個の値です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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リダイレクト アクションでは、次の例で示すように、単独のインターフェイスではなくインター

フェイスのリストをサポートしています。

[...] {redirect {{ethernet | fastethernet | gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} | 
{port-channel channel-id}}

アクション句は、マッチングが行われるときに実施すべきアクションを指定します。

転送されたパケットは、適用される任意の Cisco IOS ACL（アクセス コントロール リスト）による

制約を受けます。capture キーワードは、VACL によって転送されたパケットにキャプチャ ビット

を設定します。キャプチャ機能がイネーブルであるポートは、VACL によって転送され、キャプ

チャ ビットが設定されたパケットを受信できます。キャプチャできるのは、VACL によって転送さ

れ、キャプチャ ビットが設定されたパケットだけです。

log キーワードが指定されている場合、ドロップされたパケットがソフトウェアで記録されます。記

録できるのはドロップされた IP パケットだけです。redirect キーワードでは、物理インターフェイ

スまたは EtherChannel インターフェイスのいずれかを 5 つまで指定できます。EtherChannel メンバ

は、リダイレクト インターフェイスに指定できません。

WAN インターフェイス上の VACL がサポートできるのは、action forward capture コマンドのみで

す。

VACL 内で有効なアクション句は、転送、ドロップ、キャプチャ、またはリダイレクトです。トラ

フィックのロギングもできます。WAN インターフェイスに適用された VACL は、リダイレクト ア

クションまたはログ アクションをサポートしません。

リダイレクト インターフェイスは VACL マップが設定された VLAN（仮想 LAN）内になければな

りません。

VLAN アクセス マップでは、少なくとも 1 つの ACL が特定のパケット タイプ（IP、IPX または

MAC [ メディア アクセス制御 ]）用に設定されている場合、そのパケット タイプのデフォルト ア

クションは drop（拒否）です。

ACL が特定のパケット タイプ用に設定されていない場合は、そのパケット タイプのデフォルト ア

クションは forward（許可）です。

特定のパケット タイプ用の ACL が設定されており、ACL が空または未定義の場合、設定されるア

クションはそのパケット タイプに適用されます。

例 次に、ドロップ アクションおよびログ アクションを定義する例を示します。

Router(config-access-map)# action drop log 
Router(config-access-map)#

次に、転送アクションを定義する例を示します。

Router(config-access-map)# action forward 
Router(config-access-map)#

関連コマンド コマンド 説明

match VLAN アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL を選択

することにより一致句を指定します。

show vlan access-map VLAN アクセス マップの内容を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス マップを作成したり、VLAN アクセス マップ コマ

ンド モードを開始します。
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apply
提示された新しい VLAN（仮想 LAN）データベースを実装し、データベース設定番号をインクリメ

ントし、NVRAM（不揮発性 RAM）に設定番号を保存し、管理ドメイン全体に設定番号を伝えるに

は、apply コマンドを使用します。

apply

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン apply コマンドは、VLAN データベース モードを開始したあとに行った設定変更を実装し、これを

実行コンフィギュレーションに使用します。このコマンドにより、VLAN データベース モードが維

持されます。

Cisco 7600 シリーズ ルータが VTP（VLAN トランキング プロトコル）クライアント モードの場合

には、このコマンドを使用することはできません。

特権 EXEC モードで show vlan コマンドを入力することにより、VLAN データベース変更が行われ

たかどうかを確認できます。

例 次に、提示された新しい VLAN データベースを実装し、これを現在のデータベースとして認識する

例を示します。

Router(config-if-vlan)# apply
Router(config-if-vlan)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡

張されました。

コマンド 説明

abort 提示された新規 VLAN データベースを放棄します。

exit 提示された新規 VLAN データベースを実装します。

reset 提示された新規 VLAN データベースを放棄し、VLAN コンフィギュレー

ション モードのまま、提示された新規データベースを現在の VLAN デー

タベースと一致するようにリセットします。

show vlan VLAN 情報を表示します。

shutdown vlan 指定された VLAN 上でローカル トラフィックをシャットダウンします。

vtp グローバル VTP ステートを設定します。
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arp access-list
ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）検査および QoS（サービス品質）フィルタリング

に ACL（アクセス コントロール リスト）を設定するために、ARP ACL コンフィギュレーション サ

ブモードに入るには、arp access-list コマンドを使用します。ARP ACL を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

arp access-list name 

no arp access-list name 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ARP ACL コンフィギュレーション サブモードを開始すると、permit 句または deny 句を追加して、

フローに対する QoS を許可または拒否できます。次の構文は、QoS フィルタリングのための ARP

QoS ACL コンフィギュレーション サブモードで使用でき、インターフェイスへのポリシー マップ

の付加時には、他の設定はすべて拒否されます。

{permit | deny} {ip {any | {host sender-ip [sender-ip-mask]}}} {mac any}

no {permit | deny} {ip {any | {host sender-ip [sender-ip-mask]}}} {mac any}

ARP ACL コンフィギュレーション サブモードを開始すると、ARP 検査のために次のコンフィギュ

レーション コマンドを使用できます。

• default ― コマンドをデフォルトに設定します。デフォルト設定を変更するには、deny と permit
のキーワードおよび引数を使用します。

• deny ― 拒否するパケットを指定します。

• exit ― ACL コンフィギュレーション モードを終了します。

name アクセス リストの名前です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720 で DAI をサポートするように変更

されました。構文の説明については、「使用上のガイドライン」を参照し

てください。

permit フローに QoS を適用するように指定します。

deny この ACE に一致するトラフィックに対して設定された QoS アクションを

省略します。

ip IP ARP パケットを指定します。

any 任意の IP ARP パケットを指定します。

host sender-ip 送信元ホストの IP アドレスを指定します。

sender-ip-mask （任意）送信元ホストのワイルドカード マスクです。

mac any MAC（メディア アクセス制御）レイヤの ARP トラフィックを指定します。

no ARP ACL から ACE（アクセス コントロール エントリ）を削除します。
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• no ― コマンドを否定するか、またはデフォルトを設定します。

• permit ― 転送するパケットを指定します。

一致基準に基づいて ARP パケットを転送または破棄するには、permit 句または deny 句を設定する

ために permit または deny キーワードを入力します。permit および deny キーワードの構文は次の

とおりです。

{permit | deny} ip {any | {host {sender-ip | {sender-ip sender-ip-mask}}}} mac {any | {host 
{sender-mac | {sender-mac sender-mac-mask}}}} [log] 

{permit | deny} request ip {any | {host {sender-ip | {sender-ip sender-ip-mask}}}} mac {any | {host 
{sender-mac | {sender-mac sender-mac-mask}}}} [log] 

{permit | deny} response ip {any | {host {sender-ip | {sender-ip sender-ip-mask}}}} [{any | {host 
{target-ip | {target-ip target-ip-mask}}}}] mac {any | {host {sender-mac | {sender-mac 
sender-mac-mask}}}} [any | {host {target-mac | {target-mac target-mac-mask}}}}]} [log] 

request または response のキーワードを指定せずに ip キーワードを入力すると、設定は要求と応答

の両方に適用されます。

ARP ACL を定義すると、ARP 検査のために ip arp inspection filter コマンドを使用して、ARP ACL

を VLAN に適用できます。

着信 ARP パケットは ARP アクセス リストと比較され、アクセス リストによって許可される場合

にのみパケットは許可されます。明示的な拒否によりパケットがアクセス リストによって拒否され

た場合には、パケットはドロップされます。暗黙の拒否によりパケットが拒否された場合には、ア

クセス リストがスタティックである場合やパケットがバインディングと比較されない場合を除い

て、パケットは DHCP バインディングのリストと比較されます。

ダイナミック ARP 検査のために VLAN に ARP アクセス リストが適用される場合には、IP からイー

サネットへの MAC バインディングのみを含む ARP パケットが ACL と比較されます。VLAN 内の

その他のタイプの着信パケットは、検査されることなくブリッジされます。

permit 転送するパケットを指定します。

deny 拒否するパケットを指定します。

ip 送信元 IP アドレスを指定します。

any 任意の送信元 IP アドレスを指定します。

host 単一の送信元ホストを指定します。

sender-ip 送信元ホストの IP アドレスを指定します。

sender-ip-mask 送信元ホストのワイルドカード マスクです。

mac any 任意の MAC アドレスを指定します。

mac host 単一の送信元ホストの MAC アドレスを指定します。

sender-mac 送信元ホストの MAC アドレスを指定します。

sender-mac-mask 送信元ホストのワイルドカード マスクです。

log （任意）一致するログを指定します。

request ARP 要求を指定します。

response ARP 応答を指定します。

any （任意）任意の宛先アドレスを指定します。

host （任意）単一の宛先ホストを指定します。

target-mac 宛先ホストの MAC アドレスを指定します。

target-mac-mask 宛先ホストのサブネット マスクです。
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ACL エントリは入力順にスキャンされます。 初に一致したエントリが使用されます。パフォーマ

ンスを高めるには、ACL の 初のあたりに、 も一般に使用されるエントリを置きます。

リストの 後に明示的な permit ip any mac any エントリを含めなかった場合、ACL の 後には暗黙

的な deny any ip mac any エントリが存在します。

すべての新しいエントリは既存のリストの 後に置かれます。リストの中間にエントリを追加する

ことはできません。

例 次に、新たな ARP ACL を作成するか、または既存の ARP ACL のサブモードを開始する例を示し

ます。

Router(config)# arp access-list arpacl22
Router(config-arp-nacl)#

次に、QoS を拒否しますが、MAC レイヤの ARP トラフィックを許可する arp_filtering という名前

の ARP ACL を作成する例を示します。

Router(config)# arp access-list arp_filtering 
Router(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac any
Router(config-arp-nacl)# deny any ip mac any 
Router(config-arp-nacl)# 

関連コマンド コマンド 説明

show arp ARP テーブルの情報を表示します。
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attach
リモートの場所から特定のモジュールに接続するには、attach コマンドを使用します。

attach num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 attach または remote login コマンドを入力してご使用のスイッチから他のコンソールをアクセスす

る場合に、グローバルまたはインターフェイス コンフィギュレーション コマンド モード コマンド

を入力すると、スイッチがリセットする可能性があります。

num に指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、13 スロット シャーシ

を使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

このコマンドがサポートされているのは、DFC を装備したモジュール、FlexWan モジュール、およ

びスーパーバイザ エンジンのみです。

attach num コマンドを実行すると、接続しているモジュール タイプに応じて、プロンプトが

Router-dfcx# または Switch-sp# に変更されます。

attach コマンドは、remote login module num コマンドと同一のものです。

このセッションを終了する方法は 2 通りあります。

• 次のように、exit コマンドを入力します。

Router-dfc3# exit

[Connection to Switch closed by foreign host]
Router#

• 次のように、Ctrl-C を 3 回押します。

Router-dfc3# ^C
Router-dfc3# ^C
Router-dfc3# ^C
Terminate remote login session? [confirm] y
[Connection to Switch closed by local host]
Router#

num モジュール番号。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照し

てください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、DFC を搭載したモジュールにリモートからログインする例を示します。

Console (enable)# attach 3
Trying Switch ...
Entering CONSOLE for Switch
Type "^C^C^C" to end this session

Router-dfc3# 

関連コマンド コマンド 説明

remote login Cisco 7600 シリーズ ルータ コンソールまたは特定のモジュールをアクセ

スします。
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auto-sync
NVRAM（不揮発性 RAM）のコンフィギュレーション ファイルの自動同期化をイネーブルにする

には、auto-sync コマンドを使用します。自動同期化をディセーブルにするには、このコマンドの

no 形式を使用します。

auto-sync {startup-config | config-register | bootvar | running-config | standard}

no auto-sync {startup-config | config-register | bootvar | standard}

シンタックスの説明

デフォルト running-config

コマンド モード メイン CPU 冗長

コマンド履歴

使用上のガイドライン no auto-sync standard コマンドを入力すると、自動同期化は行われません。イネーブルにしたいキー

ワードがある場合、各キーワードに対して該当するコマンドを入力する必要があります。

auto-sync コマンドは、RPR+ モードではサポートされません。

例 次に、（デフォルト設定から）メイン CPU のコンフィギュレーション レジスタの自動同期化をイ

ネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal
Router (config)# redundancy
Router (config-r)# main-cpu
Router (config-r-mc)# no auto-sync standard
Router (config-r-mc)# auto-sync config-register
Router (config-r-mc)#

関連コマンド

startup-config スタートアップ コンフィギュレーションの自動同期化を指定します。

config-register コンフィギュレーション レジスタ設定の自動同期化を指定します。

bootvar BOOTVAR コンフィギュレーションの自動同期化を指定します。

running-config 実行コンフィギュレーションの自動同期化を指定します。

standard スタートアップ コンフィギュレーション、BOOTVAR、およびコンフィ

ギュレーション レジスタの自動同期化を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡

張されました。

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが解除されました。

コマンド 説明

redundancy 冗長設定モードを開始します。
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boot config
システムが初期化（スタートアップ）に使用するコンフィギュレーション ファイルのデバイスおよ

びファイル名を指定するには、boot config コマンドを使用します。指定内容を削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

boot config {device:file-name}

no boot config

シンタックスの説明

デフォルト コンフィギュレーション ファイルは NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン device の有効値は次のとおりです。

• Supervisor Engine 2 が搭載されているシステムの場合、有効値は bootflash:、const_nvram:、
flash:、nvram:、slot0:、sup-slot0:、および sup-bootflash: です。

• Supervisor Engine 720 が搭載されているシステムの場合、有効値は disk0: および disk1: です。

コンフィギュレーション ファイルは、ASCII ファイルで、指定されたファイル システムに保存さ

れる必要があります。

disk0: および disk1: はクラス C ファイル システムです。

bootflash:、slot0:、および sup-bootflash: はクラス A ファイル システムです。

クラス A フラッシュ ファイル システムの場合、CONFIG_FILE 環境変数が初期化（スタートアッ

プ）に使用するコンフィギュレーション ファイルのファイル システムおよびファイル名を指定し

ます。boot config コマンドを使用して、現在の実行メモリ内の CONFIG_FILE 環境変数を設定しま

す。この変数は、初期化（スタートアップ）で使用するコンフィギュレーション ファイルを指定し

ます。

boot config コマンドを使用する場合、実行コンフィギュレーションだけが影響を受けます。環境変

数の設定値を ROM モニタ管理下に置き、環境変数を正常に機能させるには、この設定値をスター

トアップ コンフィギュレーションに保存する必要があります。環境変数を実行コンフィギュレー

ションからスタートアップ コンフィギュレーションに保存するには、copy system:running-config

nvram:startup-config コマンドを使用します。

device: デバイスの ID。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

file-name コンフィギュレーション ファイル名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次の場合、ソフトウェアがエラー メッセージを表示し、CONFIG_FILE 環境変数を更新しません。

• nvram: をファイル システムに指定し、コンフィギュレーションの抽出バージョンだけが存在

する場合（抽出コンフィギュレーションには、アクセス リストが含まれません）

• ファイル名引数に存在しない、または無効なコンフィギュレーション ファイルを指定した場合

CONFIG_FILE 環境変数が存在しない場合、または（初回起動時のように）この変数がヌルである

場合には、NVRAM 内のコンフィギュレーションが初期化に使用されます。ソフトウェアによって

NVRAM の問題が検出された場合、またはコンフィギュレーションに問題が発生した場合、デバイ

スは setup モードを開始します。

このコマンドの no 形式を使用した場合、スタートアップ コンフィギュレーションとして NVRAM

コンフィギュレーションが使用されます。

BOOT、BOOTLDR、および CONFIG_FILE 環境変数の内容を表示するには、show bootvar コマンド

を使用します。このコマンドは、スタートアップ コンフィギュレーション内のこれらの変数の設定

値を表示しますが、実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションと違っ

ている場合には、実行コンフィギュレーション内の設定値も表示します。

例 次に、初期化時の設定のために内部フラッシュ メモリ内のコンフィギュレーション ファイルを設

定する例を示します。3 行めでは、指定内容をスタートアップ コンフィギュレーションに保存し、

この指定内容が次回のリロード時に確実に実施されるように設定します。

Router (config)# boot config flash:router-config
Router (config)# end
Router# copy system:running-config nvram:startup-config
Router#

関連コマンド コマンド 説明

copy system:running-config 

nvram:startup-config
環境変数を実行コンフィギュレーションからスタートアップ コ

ンフィギュレーションに保存します。

show bootvar BOOT 環境変数に関する情報を表示します。
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boot system 
起動時にロードするシステム イメージを指定するには、boot system コマンドを使用します。起動

時のシステム イメージの指定内容を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

boot system {file-url | filename}

boot system flash [flash-fs:][partition-number:][filename]

boot system mop filename [mac-address] [interface]

boot system {rcp | tftp | ftp} filename [ip-address]

no boot system [file-url | filename]

no boot system flash [flash-fs:][partition-number:][filename]

no boot system mop filename [mac-address] [interface]

no boot system {rcp | rom | tftp | ftp} filename [ip-address]

シンタックスの説明

デフォルト ネットワーク サーバから起動するようにルータを設定したにもかかわらず、boot system コマンド

でシステム イメージ ファイル名を指定しなかった場合、ルータはコンフィギュレーション レジス

タの設定を使用して、デフォルトのシステム イメージ ファイル名を判別します。ルータは、デフォ

ルト ブート ファイル名をワード cisco のあとに、コンフィギュレーション レジスタのブート フィー

ルド値を 8 進数で表した値、ハイフン、およびプロセッサ タイプ名（cisconn-cpu）を付加して形成

します。コンフィギュレーション レジスタおよびデフォルトのファイル名の詳細については、該当

するハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。config-register または confreg

コマンドも参照してください。

file-url システム起動時にロードするシステム イメージの URL を指定します。

filename システム起動時にロードするシステム イメージの TFTP（簡易ファイル転

送プロトコル）ファイル名を指定します。

flash 内部フラッシュ メモリから起動します。

flash-fs: （任意）起動時にロードするシステム イメージが格納されたフラッシュ

ファイル システム。有効値は flash:、bootflash、slot0、および slot1 です。

partition-number: （任意）起動するシステム イメージ（オプションの filename 引数で指定）

が格納されたフラッシュ メモリ パーティションの番号

filename （boot system flash コマンドと併用した場合は任意）起動時にロードするシ

ステム イメージの名前（大文字と小文字の区別あり） 

mop デジタル MOP サーバに保存されたシステム イメージからルータを起動し

ます。

mac-address （任意）指定されたシステム イメージ ファイルが格納された MOP サーバ

の MAC（メディア アクセス制御）アドレス

interface （任意）MOP サーバに MOP 要求を送信するためにルータで使用されるイ

ンターフェイス。有効値はasync、dialer、ethernet、serial、および tunnelです。

rcp rcp を使用して、ネットワーク サーバに保存されたシステム イメージから

ルータを起動します。

rom ルータを ROM から起動します。

tftp TFTP サーバに保存されたシステム イメージからルータを起動します。

ftp FTP（ファイル転送プロトコル）サーバに保存されたシステム イメージか

らルータを起動します。

ip-address （任意）システム イメージ ファイルが格納されたサーバの IP アドレス
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コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを機能させるには、config-register コマンドを適切に設定する必要があります。

ip-address 引数を入力しない場合のデフォルト値は、IP ブロードキャスト アドレス 255.255.255.255

です。

flash-fs: 引数を入力するときは、コロンが必要です。

flash キーワードのあとに引数をまったく指定しない場合は、システムでは内部フラッシュ メモリ

内で 初のブート可能イメージが検索されます。

partition-number: 引数を使用する場合に、ファイル名を指定しないと、ルータはフラッシュ メモリ

の指定パーティション内の 初の有効ファイルをロードします。この引数は、パーティション設定

が可能なルータに対してのみ有効です。

filename 引数では大文字と小文字が区別されます。filename を指定しない場合は、ルータは次の場

所にある 初の有効ファイルをロードします。

• 指定されたフラッシュ ファイル システム

• フラッシュ メモリの指定パーティション

• デフォルトのフラッシュ ファイル システム（flash-fs: 引数も省略した場合）

mac-address 引数を指定しなかった場合は、すべての MOP ブート サーバにブロードキャスト メッ

セージが送信されます。指定されたファイルが格納されているという応答のあった 初の MOP

サーバから、ブート イメージが取得されます。

interface 引数を指定しなかった場合、要求は MOP に対応するすべてのインターフェイスに送信さ

れます。 初の応答を受信したインターフェイスを使用して、ソフトウェアがロードされます。

ルータを確実に起動するには、boot system コマンドを複数入力します。ルータは、コンフィギュ

レーション ファイルに入力された順番で boot system コマンドを保存し、実行します。同じタイプ

の boot コマンドを複数回入力した場合（たとえば、それぞれ異なるネットワーク サーバから起動

するようにルータに指示する 2 つのコマンドを入力した場合）、ルータはコンフィギュレーション

ファイルに記述された順番でコマンドを実行しようとします。リスト内の boot system コマンドで

指定されたデバイスが無効な場合、そのエントリは省略されます。コンフィギュレーション内の他

の boot コマンドのバックアップとして ROM システム イメージを使用するように指定するには、

boot system rom コマンドを使用します。

一部のプラットフォームでは、システム イメージをロードする前に、ブート イメージをロードす

る必要があります。ただし通常は、ルータをネットワーク サーバから起動した場合、またはフラッ

シュ ファイル システムを指定しなかった場合にのみ、指定したブート イメージがロードされます。

ファイル システムを指定した場合は、ブート イメージを先にロードする必要がないため、起動が

高速化されます。

詳細については、『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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（注） boot system コマンドを使用する場合、実行コンフィギュレーションだけが影響を受けます。BOOT
変数の設定値を ROM モニタ管理下に置き、この変数を正常に機能させるには、この設定値をス

タートアップ コンフィギュレーションに保存する必要があります。変数を実行コンフィギュレー

ションからスタートアップ コンフィギュレーションに保存するには、copy system:running-config
nvram:startup-config EXEC コマンドを使用します。

BOOT 変数の内容を表示するには、show bootenv EXEC コマンドを使用します。

例 次に、システム イメージの有効なインターネットワーク位置を 2 つ指定し、さらに ROM ソフト

ウェアをバックアップとして指定する例を示します。

Router(config)# boot system tftp://192.168.7.24/cs3-rx.90-1
Router(config)# boot system tftp://192.168.7.19/cs3-rx.83-2
Router(config)# boot system rom

次に、システム イメージ ファイル igs-bpx-l をフラッシュ デバイスのパーティション 2 から起動す

る例を示します。

Router(config)# boot system flash:2:igs-bpx-l

関連コマンド コマンド 説明

config-register コンフィギュレーション レジスタの設定を変更します。

copy /noverify 現在のコピー動作に関する自動イメージ検証をディセーブルにし

ます。

ip rcmd remote username rcp によるリモート コピーを要求するときに使用するリモート

ユーザ名を設定します。

show bootvar BOOT 環境変数に関する情報を表示します。
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bridge-domain
BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット） 変換をイネーブルにするには、bridge-domain コマ

ンドを使用します。

bridge-domain {vlan | {PE-vlan dot1qtunnel}} [ignore-bpdu-pid] {pvst-tlv CE-vlan}

シンタックスの説明

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは ATM（非同期転送モード）、PoS、および特定のシリアル インターフェイス上での

みサポートされます。

CE-vlan 引数は、PE-vlan 引数と同じである必要はありません。

RFC-1483 に完全準拠するデバイスと接続する場合、IEEE BPDU は PID 0x000E を使用して送信され

るので、bridge-domain コマンドに ignore-bpdu-pid キーワードを使用する必要があります。

ignore-bpdu-pid キーワードを使用しない場合、デバイス間の PVC（相手先固定接続）は RFC 1483

準拠トポロジで動作します。これを、strict モードと呼びます。ignore-bpdu-pid キーワードを使用

した場合は、loose モードと呼びます。次に、両モードについて説明します。

• ignore-bpdu-pid キーワードを使用しない strict モードの場合、IEEE BPDU は PID 0x00-0E を使

用して送信されます。これは RFC 1483 に準拠しています。

• ignore-bpdu-pid キーワードを使用する loose モードの場合、IEEE BPDU は PID 0x00-07 を使用

して送信されます。これは通常、RFC 1483 データ用に予約されています。

シスコ独自の PVST+ BPDU は、ignore-bpdu-pid キーワードが使用されているかどうかに関わらず、

常に PID 0x00-07 を使用したデータ フレームで送信されます。

PID: 00-07 を使用する PVST（または 802.1D）BPDU を送信するデバイス（ATM DSL モデムなど）

と接続する場合は、ignore-bpdu-pid キーワードを使用します。

vlan バックツーバック トポロジー上の VLAN 番号

PE-vlan dot1qtunnel レイヤ 2 トポロジー上のプロバイダー エッジ VLAN（仮想 LAN）番号を

指定します。

ignore-bpdu-pid （任意）PID 0x00-07 を使用する IEEE BPDU を送信します。この PID は通

常は RFC 1483 データ用に予約されています。

pvst-tlv 送信時に、PVST+ BPDU は IEEE BPDU に変換されます。

受信時に、IEEE BPDU は PVST+ BPDU に変換されます。

CE-vlan IEEE BPDU から PVST+ BPDU への変換時に挿入される SSTP TLV 内のカ

スタマー エッジ VLAN

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが追加され、後方互換の bridge-vlan コマンドを

置き換えました。

12.2(18)SXF2 このコマンドは、ignore-bpdu-pid および pvst-tlv CE-vlan キーワードと引

数を追加するように変更されました。
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pvst-tlv キーワードを使用すると、PVST または IEEE STP のみを認識するデバイスとの相互運用時

に BPDU 変換がイネーブルになります。Cisco 7600 シリーズ ルータ ATM モジュールは、PVST+ の

みをサポートしているので、ATM モジュールで PVST のみを認識する Catalyst 5000 ファミリ スイッ

チ、または IEEE 形式のみを認識する Cisco IOS ルータと接続する場合は、pvst-tlv キーワードを使

用する必要があります。

pvst-tlv キーワードを使用すると、送信時に PVST+ BPDU は IEEE BPDU に変換されます。

pvst-tlv キーワードを使用すると、受信時に IEEE BPDU は PVST+ BPDU に変換されます。

例 次に、RFC 1483 準拠トポロジで IEEE BPDU のみを認識するデバイスと Cisco 7600 シリーズ ルータ

を接続する場合に、BPDU 変換をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# bridge-domain 100 pvst-tlv 150
Router(config-if)# 

デバイスは IEEE BPDU に対して RFC 1483 準拠トポロジで動作するので、ignore-bpdu-pid キーワー

ドを使用していません。

次に、Catalyst 5500 ATM モジュールが RFC 1483 非準拠トポロジで PVST BPDU のみを認識するデ

バイスである場合に、BPDU 変換をイネーブルにする例を示します。Cisco 7600 シリーズ ルータを

Catalyst 5500 ATM モジュールに接続する場合は、両方のキーワードを使用する必要があります。

Router(config-if)# bridge-domain 100 ignore-bpdu-pid pvst-tlv 150
Router(config-if)# 

Layer 2 Protocol Tunneling（L2PT）トポロジの BPDU 変換をイネーブルにするには、次のコマンド

ラインを使用します。

Router(config-if)# bridge-domain 100 dot1qtunnel ignore-bpdu-pid pvst-tlv 150
Router(config-if)# 
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bridge-vlan
802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換を使用して、特定の内部カスタマーエッジ VLAN（仮想 LAN）タグ

およびプロバイダー エッジ VLAN タグにサブインターフェイスをマッピングするには、bridge-vlan

コマンドを使用します。QinQ VLAN マッピングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

bridge-vlan vlan-id {dot1q | dot1q-tunnel} {inner-vlan-id | out-range}

no bridge-vlan vlan-id {dot1q | dot1q-tunnel} {inner-vlan-id | out-range}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ブリッジングされた VLAN は設定されません。

• 範囲外または不明のカスタマー エッジ VLAN を含むパケットは、ドロップされます。

コマンド モード サブインターフェイス コンフィギュレーション（ギガビット イーサネット WAN サブインターフェ

イスのみ）

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco IOS Release 12.2(18)SXE は、QinQ コンフィギュレーション内で使用されているすべての

bridge-vlan コマンドを自動的に bridge-domain（サブインターフェイス コンフィギュレーション）

コマンドに置換します。

vlan-id マッピングされる外部プロバイダー エッジ VLAN ID。有効値は、1002 ～

1005 の範囲の予約済み ID を除く、1 ～ 4094 です。

dot1q 着信パケット上の内部カスタマー エッジ VLAN タグおよび外部プロバイ

ダー エッジ VLAN タグが、発信イーサネット フレーム上では単一のトラ

ンク VLAN タグに置き換えられるように指定します。

dot1q-tunnel 着信パケット上の外部プロバイダー エッジ VLAN タグが、発信イーサ

ネット フレーム上ではトランク VLAN タグと置き換えられるように指定

します。

inner-vlan-id マッピングされる内部カスタマー エッジ VLAN ID。有効値は、1002 ～

1005 の範囲の予約済み ID を除く、1 ～ 4094 です。

out-range 32 個の VLAN ID の範囲外にあるすべてのカスタマー エッジ VLAN ID が、

このプロバイダー エッジ VLAN ID にマッピングされるように指定しま

す。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE bridge-vlan コマンドは bridge-domain（サブインターフェイス コンフィ

ギュレーション）コマンドに後方互換され、置き換えられました。詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。
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（注） Cisco IOS Release 12.2(18)SXD から Cisco IOS Release 12.2(18)SXE にアップグレードする場合は、必

ず write memory または copy running-config startup-config コマンドを使用して実行コンフィギュ

レーションを NVRAM（不揮発性 RAM）に保存してください。また、bridge-domain（サブイン

ターフェイス コンフィギュレーション）コマンドを入力した場合は、QinQ コンフィギュレーショ

ンを保存します。

bridge-vlan コマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM 上の Gigabit Ethernet WAN（GE-WAN; ギガビッ

ト イーサネット WAN）インターフェイスのサブインターフェイスでのみサポートされます。他の

モジュールまたは Gigabit Ethernet（GE; ギガビット イーサネット）LAN インターフェイス上では、

このコマンドは使用できません。

サブインターフェイス上で bridge-vlan コマンドを使用するには、まず mode dot1q-in-dot1q

access-gateway インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、メイン インター

フェイス上で事前に QinQ 変換をイネーブルにしておく必要があります。

また、サブインターフェイスで encapsulation dot1q コマンドを使用して、発信パケット上で使用す

るトランク VLAN を指定する必要があります。

プロバイダー エッジ VLAN には、ルータ上でも使用されているネイティブ（非 QinQ）VLAN と同

じ ID を指定できません。

VLAN 4095 は予約済みのため、カスタマー エッジ VLAN としては使用できません。4095 のカスタ

マー エッジ VLAN ID を含むパケットは、QinQ 変換用に設定されたサブインターフェイスにより自

動的にドロップされます。ただし、ネイティブ（非 QinQ）VLAN として VLAN 4095 を引き続き使

用できます。

プロバイダー エッジ VLAN には、ルータ上でも使用されているネイティブ（非 QinQ）VLAN と同

じ ID を指定できません。

dot1q キーワードを入力すると、QinQ 変換（別名二重タグ / 単一タグ変換）が実行されます。

dot1q-tunnel キーワードを入力すると、内部カスタマー エッジのタグが変更されずに残ります。こ

れにより、トランスペアレント トンネリング（別名二重タグ / 二重タグ変換）が実行されます。

各プロバイダー エッジ VLAN は、 大 32 個のカスタマー エッジ VLAN をサポートしています。こ

れによりカスタマー エッジ VLAN は、32 で割り切れる数（0、32、64 など）で始まる連続したブ

ロック内にある必要があります。 初のカスタマー エッジ VLAN ID をプロバイダー エッジ VLAN

に指定すると、Cisco IOS ソフトウェアは 32 個の対応する ID ブロックをそのプロバイダー エッジ

VLAN に自動的に関連付けます。

out-range キーワードは、dot1q-tunnel キーワードを入力した場合にのみ許可されます。

out-range キーワードを使用して、カスタマー エッジ VLAN タグを含まないパケットを照合できま

す。

802.1Q では、パケットに 2 つの VLAN タグを付けるトランキング オプションを提供して、中間ネッ

トワークで複数の VLAN をまとめてトランキングできるようにします。このような二重タグ付きト

ンネルの使用を、QinQ トンネリングと呼びます。

詳細については、『Optical Services Module Installation and Configuration Note』を参照してください。
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例 次に、41 の内部カスタマー エッジ VLAN と 33 の外部プロバイダー エッジ VLAN の両方によりタ

グ付けされたパケットで、二重タグ / 単一タグ変換を設定する例を示します。変換された発信パケッ

トには、100 の単一トランク VLAN タグが付けられます。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1.100 
Router(config-if)# encapsulation dot1q 100 
Router(config-if)# bridge-vlan 33 dot1q 41 
Router(config-if)# 

（注） また、上記の設定では 32 ～ 63 の範囲の 32 個のカスタマー エッジ VLAN のブロックが、プロバイ

ダー エッジ VLAN 33 に関連付けられます。この他のカスタマー エッジ VLAN ID は、すべて範囲

外とみなされます。

次に、109 の内部カスタマー エッジ VLAN と 41 の外部プロバイダー エッジ VLAN の両方でタグ付

けされたパケットで、二重タグ / 二重タグ変換を設定する例を示します。変換された発信パケット

には、109 の内部カスタマー エッジの VLAN タグおよび 203 の外部トランク VLAN タグが付けら

れます。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1.203 
Router(config-if)# encapsulation dot1q 203 
Router(config-if)# bridge-vlan 41 dot1q-tunnel 109 
Router(config-if)# 

（注） また、上記の設定では 96 ～ 127 の範囲の 32 個のカスタマー エッジ VLAN のブロックが、プロバ

イダー エッジ VLAN 33 に関連付けられます。この他のカスタマー エッジ VLAN ID は、すべて範

囲外とみなされます。

次に、範囲外パケットで二重タグ / 二重タグ変換を設定する例を示します。この設定が上記の設定

とまとめて行われる場合、このサブインターフェイスは、41 の外部プロバイダー エッジ VLAN お

よび不明または 0 ～ 95、128 ～ 4094 の範囲の内部カスタマー エッジ VLAN にパケットを照合しま

す。変換された発信パケットは、元の範囲外カスタマー エッジ VLAN を内部 VLAN および 981 の

外部トランク VLAN タグとして保持します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1.1001 
Router(config-if)# encapsulation dot1q 981 
Router(config-if)# bridge-vlan 41 dot1q-tunnel out-range 
Router(config-if)# 
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次に、少なくとも 1 つのサブインターフェイスを、プロバイダー エッジ VLAN の特定のカスタマー

エッジ VLAN ID で設定する前に、これと同じプロバイダー エッジ VLAN に out-range キーワード

を指定しようとした場合に表示されるエラー メッセージの例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1.1001 
Router(config-if)# bridge-vlan 2 dot1q-tunnel out-range 

% bridge-vlan 2 does not have any inner-vlan configured. 
out-of-range configuration needs at least one inner-vlan 
defined to determine the range. 

Router(config-if)# 

次に、すでに使用中の VLAN ID を指定しようとした場合に表示されるシステム メッセージの例を

示します。ほとんどの場合、このメッセージはこの VLAN ID が他の設定で以前に使用されている

か、またはルータがこの ID を内部 VLAN に割り当てていることを意味します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1.234 
Router(config-if)# bridge-vlan 123 dot1q 234 

Command rejected: VLAN 123 not available

Router(config-if)# 

ヒント ルータで現在使用中の内部 VLAN のリストを表示するには、show vlan internal usage コマンドを使

用します。

関連コマンド コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コン

フィギュレーション） 

QinQ 変換された送信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを設定します。

show cwan qinq QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク

VLAN を表示します。

show cwan qinq bridge-domain ギガビット イーサネット WAN インターフェイスの

QinQ 変換で使用されるプロバイダー エッジ VLAN ID を

表示するか、または特定のプロバイダー エッジ VLAN に

使用されるカスタマー エッジ VLAN を表示します。

show cwan qinq interface すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイ

スまたはポート チャネル インターフェイスにおける

IEEE QinQ 変換に関するインターフェイス統計情報を表

示します。
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cd
デフォルト ディレクトリまたはファイル システムを変更するには、cd コマンドを使用します。

cd [filesystem:][directory]

シンタックスの説明

デフォルト 初期デフォルト ファイル システムは disk0: です。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン filesystem の有効値は次のとおりです。

• Supervisor Engine 2 が搭載されているシステムの場合、有効値は bootflash:、const_nvram:、
disk0:、flash:、nvram:、slot0:、sup-slot0:、および sup-bootflash: です。

• Supervisor Engine 720 が搭載されているシステムの場合、有効値は disk0: および disk1: です。

任意の filesystem 引数を持つすべての EXEC コマンドの場合、任意の filesystem 引数が省略されると、

cd コマンドで指定されたファイル システムが使用されます。たとえば、ファイル システムのファ

イル リストを表示する dir コマンドには、任意の filesystem 引数が含まれます。この引数を省略し

た場合は、cd コマンドで指定されたファイル システムのファイルが一覧表示されます。

ファイル システムにディレクトリを指定しない場合、デフォルトはそのファイル システムのルー

ト ディレクトリとなります。

例 次に、ディスク 0 に挿入されたフラッシュ PC カードにデフォルト ファイル システムを設定する例

を示します。

Router# cd disk0:
Router# pwd
disk0:/

関連コマンド

filesystem: （任意）ディレクトリまたはファイル システムの URL またはエイリアスに

コロンを付加します。有効値については「使用上のガイドライン」を参照

してください。

directory （任意）ディレクトリ名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

dir ファイル システムのファイル リストを表示します。

mkdir disk0: フラッシュ ファイル システムに新しいディレクトリを作成します。

pwd cd コマンドの現在の設定を表示します。

show file system 利用可能なファイル システムを表示します。

undelete フラッシュ ファイル システム上で [deleted] とマーク付けされているファ

イルを復元します。
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channel-group
EtherChannel インターフェイスの EtherChannel グループへの割り当て、および設定を行うには、

channel-group コマンドを使用します。インターフェイスからチャネル グループ コンフィギュレー

ションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

channel-group number mode {active | on | {auto [non-silent]} | {desirable [non-silent]} | passive}

no channel-group number

シンタックスの説明

デフォルト チャネル グループは割り当てられていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

チャネルグループ番号はグローバルであり、すべてのチャネル プロトコル間で共有されます。特定

のチャネル番号が、あるチャネル グループの PAgP 対応インターフェイスに使用された場合、LACP

対応インターフェイスを持つチャネルの設定に同一のチャネル番号を使用することができません

（その逆の場合も同様です）。

auto または desirable キーワードを入力すると、指定されたインターフェイスに対して PAgP をイ

ネーブルにできます。LACP 対応インターフェイスで入力すると、このコマンドは拒否されます。

active および passive キーワードが有効なのは、PAgP 非対応インターフェイスのみです。

特定のチャネル グループに指定された単一のインターフェイスである場合にのみ、インターフェイ

スのモードを変更できます。

number チャネル グループ番号。有効値は 1 ～ 256 の範囲の 大 64 個の値です。

mode インターフェイスの EtherChannel モードを指定します。

active 無条件に LACP をイネーブルにします。

on EtherChannel だけをイネーブルにします。

auto ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは受信し

た PAgP（ポート集約プロトコル）パケットには応答しますが、PAgP パ

ケット ネゴシエーションは開始しません。

non-silent （任意）トラフィックが他の装置から送信されると予想される場合に auto

または desirable モードと併せて使用されます。

desirable ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは PAgP

パケットを送信して、他のポートとのネゴシエーションを開始します。

passive LACP デバイスが検出された場合にのみ、LACP をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Cisco 7600 シリーズ ルータの OSM-2+4GE-WAN+ OSM

で、GE-WAN インターフェイスを使用して、QinQ リンク バンドル上で拡

張 QinQ 変換をサポートするように変更されました。
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on キーワードは、ネゴシエーションなしでチャネルのインターフェイスを強制的にバンドルしま

す。

on モードでは、スイッチの片側に PAgP、反対側に LACP を手動で設定できます。

on モードの場合、on モードのポート グループが他の on モードのポート グループに接続されてい

る場合にのみ、使用可能な EtherChannel が成立します。

channel group コマンドを別のプロトコルでチャネルに追加されたインターフェイスに入力した場

合（入力するプロトコルと異なる場合）、このコマンドは拒否されます。 

インターフェイスがチャネルに属している場合は、このコマンドの no 形式が拒否されます。

同じチャネル グループのすべてのポートに、同じプロトコルを使用しなければなりません。また、

1 つのチャネル グループ上で 2 種類のプロトコルを使用できません。

PAgP と LACP 間に互換性はありません。したがって、チャネルの両側で同一のプロトコルを使用

する必要があります。

プロトコルはいつでも変更できますが、変更すると、既存のすべての EtherChannel が新しいプロト

コルのデフォルト チャネル モードにリセットされます。

EtherChannel 内のすべてのポートを、同じ速度およびデュプレックス モード（LACP モードでは全

二重のみ）で動作するように設定してください。

チャネルのすべてのポートが、同一の DFC を搭載したモジュールに設定されている必要がありま

す。別のモジュールにはポートを設定できません。

ファブリック非対応モジュールおよびファブリック対応モジュールを搭載したシステムでは、DFC

を搭載したモジュール ポート以外、すべてのモジュールのポートをバンドルできます。

物理インターフェイスをチャネル グループに割り当てる前に、ポートチャネル インターフェイス

を作成する必要はありません。ポートチャネル インターフェイスがまだ作成されていない場合に

は、チャネル グループの 初の物理インターフェイスが作成されたときに、ポートチャネル イン

ターフェイスが自動的に作成されます。

チャネル グループの一部である物理インターフェイスに割り当てられた IP アドレスをディセーブ

ルにする必要はありませんが、ディセーブルにすることを強く推奨します。

interface port-channel コマンドを入力することによって、またはチャネル グループが 初の物理イ

ンターフェイスを割り当てられた場合に、レイヤ 2 およびレイヤ 3 の両方のポートチャネルを作成

できます。ポートチャネルを実行時、または動的に作成することはできません。

ポートチャネル インターフェイスに行われた設定変更または属性変更は、ポートチャネルとして同

じチャネル グループ内のすべてのインターフェイスに伝播されます（たとえば、設定変更は、その

ポートチャネルの一部ではないが、そのチャネル グループの一部である物理インターフェイスにも

伝播されます）。

レイヤ 2 EtherChannel を設定する場合は、手動で作成したポートチャネル論理インターフェイスに

レイヤ 2 LAN ポートを追加できません。

拡張 QinQ 変換用に QinQ リンク バンドルを作成するために OSM-2+4GE-WAN+ OSM 上の

GE-WAN ポートに対してこのコマンドを使用する場合は、on モードのみがサポートされます。ま

た、MPLS が設定されている場合は、GE-WAN インターフェイス上で channel-group コマンドは使

用できません。GE-WAN インターフェイスに対して channel-group コマンドを使用する前に、すべ

ての IP、MPLS、およびその他のレイヤ 3 コンフィギュレーション コマンドを削除する必要があり

ます。
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（注） インターフェイスをあるグループから他のグループに移動する場合は、OSM-2+4GE-WAN+ OSM
上のGE-WANインターフェイスは他のインターフェイスと異なる動作をします。他のインターフェ

イスを移動する場合、インターフェイスを旧グループから削除して新グループに移動するために、

channel-group コマンドを 2 回入力します。GE-WAN ポートの場合は、no channel-group コマンド

を入力して手動でインターフェイスをグループから削除したあとに、新グループに割り当てる必要

があります。

注意 物理 EtherChannel インターフェイスでレイヤ 3 アドレスをイネーブルにしないでください。物理

EtherChannel インターフェイス上でブリッジ グループを割り当てると、ネットワーク上にループが

発生します。

注意事項の一覧については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Configuring EtherChannel」を参照してください。

例 次に、インターフェイス EtherChannel 1/0 をポートチャネル 1 に指定された EtherChannel グループ

に追加する例を示します。

Router(config-if)# channel-group 1 mode on 
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

interface port-channel ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

show interfaces port-channel 特定のポート チャネルで認識されるトラフィックを表示します。
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channel-protocol
特定のインターフェイスで使用されるチャネル管理用プロトコルを設定するには、channel-protocol

コマンドを使用します。プロトコルの選択を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

channel-protocol {lacp | pagp}

no channel-protocol

シンタックスの説明

デフォルト pagp

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン channel-group コマンドを使用して、プロトコルを選択することもできます。

インターフェイスがチャネルに属している場合は、このコマンドの no 形式が拒否されます。

EtherChannel のすべてのポートで、同じプロトコルを使用する必要があります。

PAgP と LACP 間に互換性はありません。したがって、チャネルの両側で同一のプロトコルを使用

する必要があります。

channel-protocol コマンドは、チャネル グループに基づいて実行され、再設定されているチャネル

グループのポートにのみ影響を与えます。channel-protocol コマンドを使用すると、選択したプロ

トコルに適応しないモードが選択されないように制限できます。

EtherChannel 内のすべてのポートを、同じ速度およびデュプレックス モード（LACP モードでは全

二重のみ）で動作するように設定してください。注意事項の一覧については、『Cisco 7600 Series

Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の「Configuring EtherChannel」を参照してください。

例 次に、インターフェイスのチャネル管理用プロトコルに LACP を選択する例を示します。

Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)#

関連コマンド

lacp チャネル管理用プロトコルに LACP を指定します。

pagp チャネル管理用プロトコルに PAgP（ポート集約プロトコル）を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

channel-group EtherChannel インターフェイスを EtherChannel グループに割り当

て、設定します。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。
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class-map
QoS（サービス品質）クラス マップを設定するために QoS クラス マップ コンフィギュレーション

モードにアクセスするには、class-map コマンドを使用します。クラス マップを削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

class-map name [match-all | match-any]

no class-map name [match-all | match-any]

シンタックスの説明

デフォルト match-all または match-any キーワードを指定しない場合、デフォルトは match-all となります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 個々のインターフェイスに class-map コマンドおよびそのサブコマンドを適用して、グローバルに

名付けられたサービス ポリシーの一部としてパケットの分類、マーキング、集約、およびフロー

ポリシングを定義します。

EtherChannel にサービス ポリシーを付加できます。EtherChannel のメンバーであるポートにサービ

ス ポリシーを付加しないでください。

QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードでは、次のコンフィギュレーション コマンドを

利用できます。

• exit ― QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードを終了するのに使用します。

• no ― クラス マップから一致ステートメントを削除するのに使用します。

• match ― 分類基準を設定するのに使用します。次の任意のmatchサブコマンドを利用できます。

－ access-group {acl-index | acl-name}

－ ip {dscp | precedence} value1 value2 ... value8

次のサブコマンドは CLI（コマンドライン インターフェイス）ヘルプに表示されますが、OSM（オ

プティカル サービス モジュール）上の LAN インターフェイスまたは WAN インターフェイスでは

サポートされません。

• input-interface {{interface interface-number} | {null number} | {vlan vlan-id}}

• protocol linktype

• destination-address mac mac-address

• source-address  mac mac-address

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

name クラス マップ名

match-all （任意）クラス マップのすべての一致基準に一致します。

match-any （任意）1 つまたは複数の一致基準に一致します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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PFC（ポリシー フィーチャ カード）の QoS は、次のサブコマンドをサポートしません。

• input-interface {{interface interface-number} | {null number} | {vlan vlan-id}}

• protocol linktype

• destination-address mac mac-address

• source-address  mac mac-address

• qos-group group-value

これらのサブコマンドを入力すると、インターフェイスにポリシー マップが付加されるまで、PFC

QoS はサポートされていないキーワードを検出しません。インターフェイスにポリシー マップを付

加しようとすると、エラー メッセージが表示されます。詳細については、『Cisco 7600 Series Router

Cisco IOS Software Configuration Guide』および『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』を参照

してください。

クラス マップ名を設定し、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始すると、match サ

ブコマンドを入力できます。これらのサブコマンドの構文は次のとおりです。

match {[{access-group acl-index} | acl-name] | [{ip dscp} | {precedence value}]}

match サブコマンドの構文説明については表 2-1 を参照してください。

例 次に、class-map コマンドおよびサブコマンドにアクセスして、ipp5 という名前のクラス マップを

設定し、IP precedence 5 の一致ステートメントを入力する例を示します。

Router(config)# class-map ipp5
Router(config-cmap)# match ip precedence 5
Router(config-cmap)# 

次に、すでに設定されたアクセス リストに一致するクラス マップを設定する例を示します。

Router(config-cmap)# match access-group IPacl1
Router(config-cmap)# 

関連コマンド

表 2-1 match 構文説明

任意サブコマンド 説明

access-group acl-index | acl-name アクセス リスト インデックスまたはアクセス リスト名を指

定します。指定できるアクセス リスト インデックス値は 1

～ 2699 です。

access-group acl-name 名前付きアクセス リストを指定します。

ip dscp value1 value2 ... value8 一致する IP DSCP 値を指定します。指定できる値は、0 ～ 63

です。1 個のスペースで区切ることにより 8 つまで DSCP 値

を入力できます。

ip precedence value1 value2 ... value8 一致する IP precedence を指定します。指定できる値は、0 ～

7 です。1 個のスペースで区切ることにより 8 つまで優先順

位値を入力できます。

コマンド 説明

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアクセスし

て QoS ポリシー マップを設定します。

show class-map クラス マップ情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシーの統計

情報およびコンフィギュレーションを表示します。
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class（ポリシーマップ） 
作成または変更したいポリシーを持つクラス名を指定してから、あるいはデフォルト クラス（一般

には class-default クラス）を指定してからポリシーを設定するには、QoS（サービス品質）ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用します。ポリシー マップからクラス

を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

class {class-name | class-default}

no class {class-name | class-default}

シンタックスの説明

デフォルト クラスは指定されません。

コマンド モード QoS（サービス品質）ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン class（ポリシーマップ）コマンドを使用すると、作成または変更したいポリシーのクラス名を指定

できます。その場合、 初にポリシー マップを識別する必要があります。

ポリシー マップを識別（および必要な QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開

始）するには、policy-map コマンドを使用してから class（ポリシーマップ）コマンドを使用しま

す。ポリシー マップを指定したあとは、新しいクラスのポリシーを設定したり、そのポリシー マッ

プ内の既存のクラスのポリシーを変更できます。

クラス特性を定義する際は、次の注意事項を参照してください。

• ポリシー マップ内に指定されたクラス名により、class-map コマンドによる設定に従い、その

クラスの特性（つまり、クラス ポリシー）がクラス マップおよびマッチ基準と結合されます。

• クラスのポリシーを設定してから帯域幅を指定し、ポリシー マップをインターフェイスに付加

すると、CBWFQ はクラスの帯域幅が確保できるかどうか確認します。帯域幅が確保できる場

合は、必要な帯域幅のキューが割り当てられます。

• クラスが削除されると、インターフェイスの使用可能な帯域幅は以前にクラスに割り当てられ

ていた分だけ減少します。

• ポリシー マップ内に設定可能なクラスの 大数は 64 です。

class-default キーワードを使用して、class-default と呼ばれる既定のデフォルト クラスを指定しま

す。class-default クラスは、設定済みのクラス マップのマッチ基準とトラフィックが一致しなかっ

た場合に、トラフィックが転送されるクラスです。

クラス ポリシーは、queue-limit コマンドを用いてテール ドロップを使用するように定義するか、

または random-detect コマンドを用いて Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダ

ム早期検出）を使用するように定義することができます。テール ドロップまたは WRED を使用す

る場合は、次の注意事項に従ってください。

class-name ポリシーを設定または変更するクラス名 

class-default デフォルト クラスを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 のみに class-default キーワードが追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

class（ポリシーマップ）

2-30
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

• queue-limit と random-detect コマンドを、同じクラス ポリシー内に使用することはできません

が、同じポリシー マップ内の 2 つのクラス ポリシー内には使用できます。

• queue-limit または random-detect コマンドをクラス ポリシー内に設定する場合は、bandwidth
コマンドを使用できます。bandwidth コマンドでは、クラスに割り当てる帯域幅の量を指定し

ます。

• 既定のデフォルト クラスの場合は、fair-queue（class-default）コマンドが使用できます。

fair-queue コマンドでは、デフォルト クラスのダイナミック キューの数を指定します。

fair-queue コマンドは、同じクラス ポリシー内で queue-limit または random-detect コマンドの

どちらかと使用できますが、bandwidth コマンドとともに使用することはできません。

例 次に、ポリシー マップ policy1 に含まれる 3 つのクラス ポリシーを設定する例を示します。Class 1

では、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）136 に一致するトラフィックのポ

リシーを指定します。Class 2 では、インターフェイス ethernet 101 のトラフィックに対するポリシー

を指定します。3 番めのクラスはデフォルト クラスです。設定済みのマッチ基準に一致しないパ

ケットはこのクラスに転送されます。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class-map class1
Router(config-pmap-c)# match access-group 136
Router(config-pmap)# class-map class2
Router(config-pmap-c)# match input-interface ethernet101

次に、class1、class2、およびデフォルト クラスのポリシー仕様を含むポリシー マップを作成する

例を示します。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class-map class1
Router(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Router(config-pmap-c)# queue-limit 40

Router(config-pmap)# class class2
Router(config-pmap-c)# bandwidth 3000
Router(config-pmap-c)# random-detect
Router(config-pmap-c)# random-detect exponential-weighting-constant 10

Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue 16
Router(config-pmap-c)# queue-limit 20

（注） これらのクラスを含むポリシー マップがインターフェイスに付加されてインターフェイスのサー

ビス ポリシーが規定されると、利用可能な帯域幅、すべてのクラス ポリシー、設定されている場

合は Resource Reservation Protocol（RSVP; リソース予約プロトコル）などが評価されます。

次に、ポリシー マップ policy8 内の class-default デフォルト クラスのポリシーを設定する例を示し

ます。class-default デフォルト クラスには、20 個のハッシュ キュー（ポリシー マップ policy8 で定

義されたポリシーを有する他のクラスのマッチ基準に一致しないトラフィック用）、重み付け定数

が 14（平均キュー サイズの計算用）などの特性があります。輻輳回避には WRED パケット ドロッ

プを使用し、テール ドロップは使用しません。

Router(config)# policy-map policy8
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue 20
Router(config-pmap-c)# random-detect exponential-weighting-constant 14
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関連コマンド コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

fair-queue デフォルト クラス ポリシーの一部として class-default ク

ラスが使用するために予約されるダイナミック キューの

数を指定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

queue-limit キューが保持できる、ポリシー マップ内に設定されるク

ラス ポリシーのパケットの 大数を指定または変更しま

す。

random-detect（インターフェイス） WRED または DWRED をイネーブルにします。

random-detect exponential- 

weighting-constant
キューの平均キュー サイズの計算に使用される、WRED

および DWRED 指数の重み付け定数を設定します。

random-detect precedence 特定の IP 優先順位に合わせて WRED および DWRED パ

ラメータを設定します。
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clear cable-diagnostics tdr
TDR（タイム ドメイン リフレクトメータ）をサポートする特定のインターフェイスまたはすべて

のインターフェイスをクリアするには、clear cable-diagnostics tdr コマンドを使用します。

clear cable-diagnostics tdr [interface interface interface-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

TDR をサポートするモジュールの一覧は、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2 SX on the Catalyst

6500 and Cisco 7600 Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 32, and Supervisor Engine 2』を参照して

ください。

例 次に、特定のインターフェイスをクリアする例を示します。

Router# clear cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 4/1 
Router#

関連コマンド

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。有効値につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show cable-diagnostics tdr TDR ケーブル診断のテスト結果を表示します。

test cable-diagnostics 10 ギガビット イーサネット リンクまたは 48 ポート 10/100/1000

BASE-T モジュールの銅線ケーブルの状態をテストします。
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clear catalyst6000 traffic-meter
トラフィック メータのカウンタをクリアするには、clear catalyst6000 traffic-meter コマンドを使用

します。

clear catalyst6000 traffic-meter

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、トラフィック メータのカウンタをクリアする例を示します。

Router# clear catalyst6000 traffic-meter
Router#

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
clear counters

2-34
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

clear counters
インターフェイス カウンタをクリアするには、clear counters コマンドを使用します。

clear counters [{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | {vlan 
vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスが指定されていない場合、このコマンドはインターフェイスから現在のすべての

インターフェイス カウンタをクリアします。

（注） このコマンドは、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）で検索されたカウンタはクリアせず、

show queueing interface コマンドを入力したときに表示されるカウンタだけをクリアします。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、および tengigabitethernet です。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、すべてのインターフェイス カウンタをクリアする例を示します。

Router# clear counters
Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]y
Router# 

次に、特定のインターフェイス カウンタをクリアする例を示します。

Router# clear counters vlan 200
Clear "show interface" counters on this interface [confirm]y
Router# 

関連コマンド

clear fm netflow counters
NetFlow カウンタをクリアするには、clear fm netflow counters コマンドを使用します。

clear fm netflow counters

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載されたシステムではサポートされません。

例 次に、NetFlow カウンタをクリアする例を示します。

Router# clear fm netflow counters
Router#

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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clear interface gigabitethernet
ギガビット イーサネット IEEE 802.3z インターフェイスのハードウェア ロジックをクリアするに

は、clear interface gigabitethernet コマンドを使用します。

clear interface gigabitethernet number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン number 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。number の有効値は、指定したインター

フェイス タイプおよび使用されているシャーシおよびモジュールによって決まります。たとえば、

ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭載された 48 ポー

ト 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 で、

ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、ギガビット イーサネット IEEE 802.3z インターフェイスのハードウェア ロジックをクリアす

る例を示します。

Router# clear interface gigabitethernet 5
Router# 

関連コマンド

number ギガビット イーサネット インターフェイス番号。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。
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clear interface vlan
VLAN（仮想 LAN）のハードウェア ロジックをクリアするには、clear interface vlan コマンドを使

用します。

clear interface vlan vlan-id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、特定の VLAN のハードウェア ロジックをクリアする例を示します。

Router# clear interface vlan 5
Router#

関連コマンド

vlan-id VLAN ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。
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clear ip access-template
アクセス リストの統計情報をクリアするには、clear ip access-template コマンドを使用します。

clear ip access-template access-list

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、アクセス リストの統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip access-template 201
Router#

関連コマンド

access-list アクセス リスト番号。有効値は、IP 拡張アクセス リストについては 100

～ 199、拡張範囲 IP 拡張アクセス リストについては 2000 ～ 2699 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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clear ip arp inspection log
ログ バッファのステータスをクリアするには、clear ip arp inspection log コマンドを使用します。

clear ip arp inspection log 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、ログ バッファの内容をクリアする方法を示します。

Router# clear ip arp inspection log
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

arp access-list ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）検査および QoS

（サービス品質）フィルタリングに対する ARP ACL（アクセス コン

トロール リスト）を設定し、ARP ACL コンフィギュレーション サ

ブモードを開始します。

show ip arp inspection log ログ バッファのステータスを表示します。
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clear ip arp inspection statistics
ダイナミック ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）検査の統計情報をクリアするには、

clear ip arp inspection statistics コマンドを使用します。

clear ip arp inspection statistics [vlan vlan-range]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、VLAN 1 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip arp inspection statistics vlan 1
Router#

関連コマンド

vlan vlan-range （任意）VLAN（仮想 LAN）の範囲を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

arp access-list ARP 検査および QoS（サービス品質）フィルタリングに対する ARP

ACL（アクセス コントロール リスト）を設定し、ARP ACL コン

フィギュレーション サブモードを開始します。

clear ip arp inspection log ログ バッファのステータスをクリアします。

show ip arp inspection log ログ バッファのステータスを表示します。
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clear ip auth-proxy watch-list
1 つまたはすべてのウォッチ リスト エントリを削除するには、clear ip auth-proxy watch-list コマン

ドを使用します。

clear ip auth-proxy watch-list {ip-addr | *} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載されたシステムのみです。

ウォッチ リスト内に有効ではないと疑われるエントリを発見した場合、clear ip auth-proxy

watch-list コマンドを入力してウォッチ リストの期限が切れる前に手動でそのエントリをクリアで

きます。

例 次に、1 つのウォッチ リスト エントリを削除する例を示します。

Router# clear ip auth-proxy watch-list 12.0.0.2
Router# 

次に、すべてのウォッチ リスト エントリを削除する例を示します。

Router# clear ip auth-proxy watch-list *
Router# 

関連コマンド

ip-addr ウォッチ リストから削除する IP アドレス

* ウォッチ リストのすべてのウォッチ リスト エントリ

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip auth-proxy max-login-attempts ファイアウォール インターフェイスでのログイン試行回

数および QoS（サービス品質）フィルタリング数を制限

し、ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）ACL

（アクセス コントロール リスト）コンフィギュレーショ

ン サブモードを開始します。

ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストをイネーブルにして設定

します。

show ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストに関する情報を表示しま

す。
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clear ip cef epoch full
新しいエポックを開始し、すべてのテーブル（隣接テーブルを含む）のエポック番号をインクリメ

ントするには、clear ip cef epoch full コマンドを使用します。

clear ip cef epoch full

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン テーブルを再構築する場合に、clear ip cef epoch full コマンドを使用します。このコマンドでは、同

一のデータ構造で以前のテーブル エントリと新しいテーブル エントリを区別させることができ、

新しいテーブルを構築すると同時に以前の CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）データ

ベースも維持できます。

次の show コマンドはエポック情報を表示します。

• show ip cef summary ― 特定の FIB（転送情報ベース）テーブルのテーブル エポックを表示し

ます。

• show ip cef detail ― 特定の FIB テーブルの各エントリのエポック値を表示します。

• show adjacency summary ― 隣接テーブルのエポックを表示します。

• show adjacency detail ― 隣接テーブルの各エントリのエポック値を表示します。

例 次の例は、エポック テーブルをクリアし、エポック番号を増分する前後の出力を示します。

Router# show ip cef epoch
CEF epoch information:

Table:Default-table
  Table epoch:2 (164 entries at this epoch)

Adjacency table
  Table epoch:1 (33 entries at this epoch)
Router# clear ip cef epoch full
Router# show ip cef epoch
CEF epoch information:

Table:Default-table
  Table epoch:3 (164 entries at this epoch)

Adjacency table
  Table epoch:2 (33 entries at this epoch)
Router# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

clear ip cef inconsistency
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）一貫性チェッカーの統計情報および記録情報をクリ

アするには、clear ip cef inconsistency コマンドを使用します。

clear ip cef inconsistency

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ip cef table consistency-check コマンドがイネーブルにされた場合に、集められた

統計情報および記録情報をクリアします。

例 次に、CEF 一貫性チェッカーが検出した統計情報および記録情報をすべてクリアする例を示しま

す。

Router# clear ip cef inconsistency
Router# 

関連コマンド

コマンド 説明

show adjacency detail プロトコルの詳細およびタイマーに関する情報を表示します。

show adjacency summary CEF 隣接情報のサマリーを表示します。

show ip cef detail FIB エントリの詳細情報を表示します。

show ip cef epoch 隣接テーブルおよびすべての FIB テーブルのエポック情報を表示

します。

show ip cef summary FIB のサマリーを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip cef table consistency-check CEF テーブル一貫性チェッカーのタイプおよびパラメータ

をイネーブルにします。
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clear ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピングをディセーブルにすることなく、DHCP スヌーピング バインディング エントリ

テーブルをクリアするには、clear ip dhcp snooping binding コマンドを使用します。

clear ip dhcp snooping binding

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング バインディング エントリ テーブルをクリアする例を示します。

Router# clear ip dhcp snooping binding
Router# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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clear ip flow stats
NetFlow スイッチング統計情報をクリアするには、clear ip flow stats コマンドを使用します。

clear ip flow stats

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip cache flow コマンドは、NetFlow スイッチングの統計情報を表示します。

例 次に、NetFlow スイッチングの統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip flow stats
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示します。
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clear ip igmp group
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）グループ キャッシュ エントリを削除するには、

clear ip igmp group コマンドを使用します。

clear ip igmp [vrf vrf-name] group [{interface interface-number} | {group-name | group-address} 
{loopback interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | {vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン IGMP キャッシュには、直接接続されている LAN のホスト リストが含まれています。ルータがグ

ループに加入している場合は、そのグループもキャッシュに含まれます。

IGMP キャッシュからすべてのエントリを削除する場合は、引数なしで clear ip igmp group コマン

ドを入力します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、および tengigabitethernet です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

group-name （任意）DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルまたは ip host

コマンドで定義されているグループ名

group-address （任意）4 分割ドット表記で記載されたマルチキャスト グループのアドレ

ス

loopback 

interface-number
（任意）ループバック インターフェイスを指定します。有効値は 0 ～

2147483647 です。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加さ

れるように、このコマンドが変更されました。
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例 次に、IGMP キャッシュから特定のグループのエントリをクリアする例を示します。

Router# clear ip igmp group 224.0.255.1
Router# 

次に、IGMP グループ キャッシュの特定のインターフェイスから、IGMP グループ キャッシュ エン

トリをクリアする例を示します。

Router# clear ip igmp group gigabitethernet 2/2
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

ip host ホスト名からアドレスへのスタティック マッピングをホスト

キャッシュに定義します。

show ip igmp groups ルータに直接接続され IGMP を通じて学習された受信者のマルチ

キャスト グループを表示します。

show ip igmp interface IGMP インターフェイス ステータスおよび設定に関する情報を表

示します。
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clear ip igmp snooping statistics
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング統計情報をクリアするには、clear

ip igmp snooping statistics コマンドを使用します。

clear ip igmp snooping statistics [vlan vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN を指定しない場合は、すべての VLAN の IGMP スヌーピング統計情報がクリアされます。

例 次に、すべての VLAN の IGMP スヌーピング統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip igmp snooping statistics
Router# 

次に、特定の VLAN の IGMP スヌーピング統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip igmp snooping statistics vlan 300
Router# 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping statistics IGMPv3 統計情報を表示します。
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clear ip mroute
IP マルチキャスト ルーティング テーブルのエントリを削除するには、clear ip mroute コマンドを

使用します。

clear ip mroute [vrf vrf-name] {* | group} [source] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン group 引数には、次のいずれかを指定します。

• DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルまたは ip host コマンドで定義されているマ

ルチキャスト グループ名

• 4 分割ドット表記で記載されたマルチキャスト グループの IP アドレス

group の名前またはアドレスを指定する場合には、グループに送信するマルチキャスト ソースの名

前またはアドレスを指定するために source 引数も指定できます。ソースはグループのメンバである

必要はありません。

例 次に、IP マルチキャスト ルーティング テーブル内のすべてのエントリを削除する例を示します。

Router# clear ip mroute *
Router# 

次に、IP マルチキャスト ルーティング テーブルからマルチキャスト グループ 224.2.205.42 に送信

する、サブネット 228.3.0.0 上のすべてのソースを削除する例を示します。この例では、個別ソース

ではなく、ネットワーク 228.3 上のすべてのソースを削除する例を示します。

Router# clear ip mroute 224.2.205.42 228.3.0.0
Router# 

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルーティ

ング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

* IP マルチキャスト ルーティング テーブルのすべてのエントリを削除します。

group マルチキャスト グループの名前または IP アドレス。詳細については、「使用

上のガイドライン」を参照してください。

source （任意）グループに送信するマルチキャスト ソースの名前またはアドレス。詳

細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip host ホスト名からアドレスへのスタティック マッピングをホスト キャッシュ

に定義します。

show ip mroute IP マルチキャスト ルーティング テーブルに関する情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
clear ip msdp peer

2-50
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

clear ip msdp peer
指定された MSDP ピアへの TCP 接続をクリアするには、clear ip msdp peer コマンドを使用します。

clear ip msdp [vrf vrf-name] peer {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドはピアへの TCP 接続をクローズし、すべての MSDP ピア統計情報をリセットし、

MSDP ピアに対する入力と出力のキューをクリアします。

例 次に、224.15.9.8 の MSDP ピアへの TCP 接続をクリアする例を示します。

Router# clear ip msdp peer 224.15.9.8
Router#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name TCP 接続をクリアする MSDP ピアの IP アドレスまたは名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
clear ip msdp sa-cache

2-51
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

clear ip msdp sa-cache
MSDP ソース アクティブ キャッシュ エントリをクリアするには、clear ip msdp sa-cache コマンド

を使用します。

clear ip msdp [vrf vrf-name] sa-cache [group-address | group-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キャッシュ内の任意のソース アクティブ エントリをクリアするには、ip msdp cache-sa-state コマン

ドを入力して、ソース アクティブ キャッシングをイネーブルにする必要があります。

グループ アドレスまたは名前によってマルチキャスト グループが識別されない場合は、すべての

ソース アクティブ キャッシュ エントリがクリアされます。

例 次に、マルチキャスト グループ 224.5.6.7 に対するソース アクティブ エントリをキャッシュからク

リアする例を示します。

Router# clear ip msdp sa-cache 224.5.6.7
Router# 

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

group-address | group-name （任意）ソース アクティブ キャッシュからソース アクティブ エン

トリがクリアされるマルチキャスト グループ アドレスまたは名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。

ip msdp cache-sa-state ルータ上に source-active ステートを作成します。

show ip msdp sa-cache MSDP ピアから学習する (S, G) ステートを表示します。
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clear ip msdp statistics
セッションをリセットすることなく、1 つまたはすべての MSDP ピアの統計情報カウンタをクリア

するには、clear ip msdp statistics コマンドを使用します。

clear ip msdp [vrf vrf-name] statistics [peer-address | peer-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、sanjose という名前のピアに対するカウンタをクリアする例を示します。

Router# clear ip msdp statistics sanjose
Router# 

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name （任意）統計情報カウンタをリセットし、入出力カウンタをクリアす

る MSDP ピアのアドレスまたは名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip msdp sa-cache MSDP ピアから学習する (S, G) ステートを表示します。
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clear ip pim auto-rp
Auto-RP キャッシュからエントリを削除するには、clear ip pim auto-rp コマンドを使用します。

clear ip pim [vrf vrf-name] auto-rp rp-address 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン rp-address 引数を入力すると、このアドレスの RP に関連するエントリのみがクリアされます。この

引数を省略すると、Auto-RP キャッシュ全体がクリアされます。

例 次に、Auto-RP キャッシュ内のすべてのエントリを削除する例を示します。

Router# clear ip pim auto-rp 224.5.6.7
Router#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rp-address Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）アドレス。詳細については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip pim rp mapping PIM グループとアクティブ RP のマッピングを表示します。
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clear ip pim snooping statistics
IP PIM スヌーピング グローバル統計情報を削除するには、clear ip pim snooping statistics コマンド

を使用します。

clear ip pim snooping statistics 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、IP PIM 統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip pim snooping statistics
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip pim snooping（グローバル コンフィ

ギュレーション モード）

PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにしま

す。

show ip pim snooping statistics IP PIM スヌーピングに関する統計情報を表示します。
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clear ip pim snooping vlan
特定の VLAN（仮想 LAN）の IP PIM スヌーピング エントリを削除するには、clear ip pim snooping

vlan コマンドを使用します。

clear ip pim snooping vlan vlan-id mac-address gda-address

clear ip pim snooping vlan vlan-id mroute {* | {group-addr src-addr} {{downstream-neighbor 
ip-addr} | {upstream-neighbor ip-addr}}}

clear ip pim snooping vlan vlan-id neighbor {* | ip-addr}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、特定の VLAN の IP PIM 統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear ip pim snooping vlan 25 statistics 
Router# 

関連コマンド

vlan-id VLAN ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

mac-address gda-address 削除するマルチキャスト グループ MAC（メディア アクセス制御）

アドレスを指定します。

mroute * すべての mroute エントリを削除します。

mroute group-addr src-addr 指定されたグループおよび送信元 IP アドレスの mroute エントリ

を削除します。

downstream-neighbor ip-addr join/prune メッセージの送信元である指定されたダウンストリー

ム ネイバのエントリを削除します。

upstream-neighbor ip-addr join/prune メッセージの受信先である指定されたアップストリー

ム ネイバのエントリを削除します。

neighbor * すべてのネイバを削除します。

neighbor ip-addr 指定された IP アドレスのネイバを削除します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip pim snooping（インターフェイス コン

フィギュレーション モード）

特定のインターフェイス上で PIM スヌーピングをイ

ネーブルにします。

show ip pim snooping IP PIM スヌーピングに関する情報を表示します。
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clear lacp counters
特定のチャネル グループに属するすべてのインターフェイスの統計情報をクリアするには、clear

lacp counters コマンドを使用します。

clear lacp [channel-group] counters

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン channel-group を指定しない場合は、すべてのチャネル グループがクリアされます。

PAgP モードのメンバを含むチャネル グループにこのコマンドを入力する場合、このコマンドが無

視されます。

例 次に、特定のグループの統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear lacp 1 counters
Router# 

関連コマンド

channel-group （任意）チャネル グループの番号。有効値は 1 ～ 256 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show lacp LACP 情報を表示します。
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clear logging ip access-list cache
OAL キャッシュからのエントリをすべて削除してそれを Syslog に送信するには、clear logging ip

access-list cache コマンドを使用します。

clear logging ip access-list cache

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

例 次に、OAL キャッシュからすべてのエントリを削除してそれを Syslog へ送信する例を示します。

Router# clear logging ip access-list cache
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

logging ip access-list cache（グローバル コン

フィギュレーション モード）

OAL パラメータをグローバルに設定します。

logging ip access-list cache（インターフェイス 

コンフィギュレーション モード）

方向に応じてインターフェイスでの OAL ロギン

グ キャッシュをイネーブルにします。

show logging ip access-list ロギング IP アクセス リストに関する情報を表示

します。
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clear mac-address-table dynamic
ダイナミック アドレス エントリをレイヤ 2 MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルから

クリアするには、clear mac-address-table dynamic コマンドを使用します。

clear mac-address-table dynamic [{address mac-addr} | {interface interface interface-number} | 
{protocol {assigned | ip | ipx | other}}] [vlan vlan-id] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

protocol {assigned | ip | ipx | other} キーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリー

ズ ルータでのみサポートされます。

すべてのダイナミック エントリをテーブルから削除するには、引数なしで clear mac-address-table

dynamic コマンドを入力します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

address mac-addr （任意）MAC アドレスを指定します。

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。有効値につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

protocol assigned （任意）DECnet、Banyan VINES、および AppleTalk などの割り当てられた

プロトコルのバケット アカウントを指定します。

protocol ip | ipx （任意）クリアするエントリのプロトコル タイプを指定します。

protocol other （任意）クリアするエントリのプロトコル タイプ（IP または IPX 以外）を

指定します。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、特定のインターフェイス（e2/1）およびプロトコル タイプ（IPX）のすべてのダイナミック

レイヤ 2 エントリをクリアする例を示します。

Router# clear mac-address-table dynamic interface e2/1 protocol ipx
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

mac-address-table aging-time レイヤ 2 テーブルのエントリのエージング タイムを設定しま

す。

mac-address-table static スタティック エントリを MAC アドレス テーブルに追加した

り、特定のアドレスに対して IGMP（インターネット グルー

プ管理プロトコル）スヌーピングがディセーブルになるよう

にスタティック MAC アドレスを設定します。

show mac-address-table MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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clear mls acl counters
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ACL（アクセス コントロール リスト）カウンタをクリアする

には、clear mls acl counters コマンドを使用します。

clear mls acl counters {{all [module num]} | {interface interface interface-number} [{loopback 
interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | {vlan vlan-id}]}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

このコマンドは、WS-F6K-DFC3B-XL リリース 2.1 以降が搭載されている Cisco 7600 シリーズ ルー

タでサポートされます。

clear mls acl counters all module num コマンドを入力した場合は、指定された DFC のすべての MLS

ACL カウンタのみが削除されます。clear mls acl counters all コマンドを、module num キーワード

および引数を指定しないで入力した場合は、すべての非 DFC モジュールおよびスーパーバイザ エ

ンジンのすべての MLS ACL カウンタのみがクリアされます。

all すべてのインターフェイスのすべての MLS ACL カウンタをクリア

します。

module num （任意）指定された DFC のすべての MLS ACL カウンタをクリアし

ます。

interface interface 指定されたインターフェイスに関連付けられたカウンタをクリア

します。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、および

tengigabitethernet です。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

loopback interface-number （任意）ループバック インターフェイスを指定します。有効値は 0

～ 2147483647 です。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256

の範囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、すべてのインターフェイスの MLS ACL カウンタをリセットする例を示します。

Router# clear mls acl counters all
Router#

関連コマンド

clear mls cef ip accounting per-prefix
IP プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をクリアするには、clear mls cef ip accounting

per-prefix コマンドを使用します。

clear mls cef ip accounting per-prefix {all | {prefix mask [instance]}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をすべてクリアする例を示します。

Router# clear mls cef ip accounting per-prefix all
Router# 

コマンド 説明

show tcam interface インターフェイスベースの TCAM に関する情報を表示します。

all プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をすべてクリアします。

prefix A.B.C.D のフォーマットでプレフィクスを入力します。

mask プレフィクス マスクを入力します。

instance （任意）VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルーティング / 転送イ

ンスタンス）名

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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clear mls cef ipv6 accounting per-prefix
IPv6 プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をクリアするには、clear mls cef ipv6 per-prefix

コマンドを使用します。

clear mls cef ipv6 accounting per-prefix {all | {ipv6-address/mask [instance]}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6-address/mask 引数を入力する場合は、X:X:X:X::X/mask というフォーマットを使用します。ここ

で mask の有効値は 0 ～ 128 です。

例 次に、プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をすべてクリアする例を示します。

Router# clear mls cef ipv6 accounting per-prefix all
Router# 

all プレフィクス単位のアカウンティング統計情報をすべてクリアします。

ipv6-address IPv6 アドレスを入力します。詳細については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。

mask プレフィクス マスクを入力します。

instance （任意）VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルーティング / 転送イ

ンスタンス）名

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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clear mls ip multicast bidir-rpcache
Bidir Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）キャッシュ エントリをクリアするには、clear mls

ip multicast bidir-rpcache コマンドを使用します。

clear mls ip multicast bidir-rpcache

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、Bidir カウンタをリセットする方法を示します。

Router# clear mls ip multicast bidir-rpcache
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast bidir Bidir ハードウェア スイッチド エントリを表示します。
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clear mls ip multicast group
IP マルチキャスト グループを削除するには、clear mls ip multicast group コマンドを使用します。

clear mls ip multicast group {ip-name | group-address}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、IP マルチキャスト グループを削除する例を示します。

Router# clear mls ip multicast group 224.0.255.1
Router#

関連コマンド

ip-name ホストの IP 名

group-address （任意）4 分割ドット表記で記載されたマルチキャスト グループのアドレ

ス

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast group 特定のマルチキャスト グループ アドレスのエントリを表示し

ます。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
clear mls ip multicast statistics

2-65
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

clear mls ip multicast statistics
IP マルチキャスト統計情報カウンタをリセットするには、clear mls ip multicast statistics コマンド

を使用します。

clear mls ip multicast statistics

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、IP マルチキャスト統計情報のカウンタをリセットする例を示します。

Router# clear mls ip multicast statistics
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示します。
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clear mls nde flow counters 
NDE（NetFlow データ エクスポート）カウンタをクリアするには、clear mls nde flow counters コマ

ンドを使用します。

clear mls nde flow counters

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、NDE カウンタをリセットする方法を示します。

Router# clear mls nde flow counters
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関する情報を表示します。
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clear mls netflow
MLS（マルチレイヤ スイッチング）NetFlow ショートカット エントリをクリアするには、clear mls

netflow コマンドを使用します。

clear mls netflow ip [destination ip-addr [source ip-addr-spec]] [dynamic | {sw-installed [non-static | 
static]}] [module mod]

clear mls netflow ipv6 [destination ipv6-addr[/ipv6-prefix] [source ipv6-addr[/ipv6-prefix]]] [flow {tcp 
| udp}] [{destination | source} port-num] [dynamic | {sw-installed [non-static | static]}] 
[module mod] 

clear mls netflow mpls [top-label entry] [dynamic | {sw-installed [non-static | static]}] [module mod]

clear mls ipx [[module mod] [destination ipx-network [ipx-node]] [source ipx-network] 
[macs mac-addr] [macd mac-addr]  [interface interface-num] | [all]]

シンタックスの説明 ip IP MLS エントリをクリアします。

destination ip-address （任意）宛先のフル IP アドレスまたはサブネット アドレスを指定しま

す。フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。 

source ip-addr （任意）送信元のフル IP アドレスまたはサブネット アドレスを指定しま

す。フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。 

dynamic （任意）ハードウェアで作成された NetFlow スタティック エントリを削

除します。

sw-installed non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エン

トリを削除します。

sw-installed static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック エント

リを削除します。

module mod （任意）モジュール番号を指定します。

ipv6 IP バージョン 6 ソフトウェアによってインストールされたエントリを

削除します。

destination ipv6-address （任意）宛先のフル IPv6 アドレスまたはサブネット アドレスを指定しま

す。フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。 

/ipv6-prefix （任意）IPv6 プレフィクス。有効値は 0 ～ 128 です。

source ipv6-addr （任意）送信元のフル IPv6 アドレスまたはサブネット アドレスを指定し

ます。フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。 

flow tcp （任意）TCP のフロー情報を削除します。

flow udp （任意）UDP（ユーザ データグラム プロトコル）のフロー情報を削除し

ます。

destination port-num （任意）宛先ポート番号を指定します。

source port-num （任意）送信元ポート番号を指定します。

mpls MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）ソフトウェアによって

インストールされたエントリを削除します。

top-label entry （任意）トップラベル エントリを削除します。有効値は 1 ～ 4294967295

です。

ipx IPX MLS エントリを削除します。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン destination ipx-network、ipx-node、および source ipx-network キーワードおよび引数は、Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます。

IPX アドレス構文を入力するときは、次のフォーマットを使用します。

• IPX ネットワーク アドレス ― 1..FFFFFFFE

• IPX ノード アドレス ― x.x.x。ここで x は 0..FFFF です。

• IPX アドレス ― ipx_net.ipx_node（たとえば 3.0034.1245.AB45、A43.0000.0000.0001）

入力パラメータの組み合わせを入力することにより、クリアするエントリの検索を絞り込むことが

できます。destination または source port-num キーワードおよび引数には、telnet、FTP、WWW、

SMTP、X、または DNS のいずれかを指定する必要があります。

16 台までのルータを明示的に MLS-RP として組み込むことができます。

destination ipx-network （任意）宛先 IPX アドレスを指定します。フォーマットの注意事項につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

ipx-node （任意）IPX ノード アドレス。フォーマットの注意事項については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

source ipx-network （任意）送信元 IPX アドレスを指定します。フォーマットの注意事項に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

macs mac-addr （任意）削除するエントリの検索時に対象にする送信元の MAC（メディ

ア アクセス制御）アドレスを指定します。

macd mac-addr （任意）削除するエントリの検索時に対象にする宛先の MAC アドレスを

指定します。

interface interface-num （任意）指定した VLAN（仮想 LAN）またはインターフェイスに関連付

けられるエントリをクリアします。

all （任意）すべてのエントリをクリアします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のようにこのコマンドが変更されました。

• routes キーワードが sw-installed に置き換えられました。

• statistics キーワードが dynamic に置き換えられました。

• 構文が clear mls [ip | ipv6 | mpls] から clear mls netflow [ip | ipv6 | mpls]
に変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF 次のようにこのコマンドが変更されました。

• すべてのキーワードのサポートが解除されました。

• /ipv6-prefix 引数が追加されました。
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IP サブネット アドレスを指定するには、次の構文を使用します。

• ip-subnet-addr または ipv6-subnet-addr ― サブネット アドレスのショート フォーマット IP また

は IPv6 アドレス YY.YY.YY.00 の末尾の 10 進数 00 では、IP または IPv6 サブネット アドレス

の境界を指定します。たとえば、172.22.36.00 は 24 ビット サブネット アドレス（サブネット

マスク 172.22.36.00/255.255.255.0）を示し、173.24.00.00 は 16 ビット サブネット アドレス（サ

ブネット マスク 173.24.00.00/255.255.0.0）を示します。ただし、このフォーマットで識別でき

るのは、8、16、または 24 ビットのサブネット アドレスのみです。

• ip-addr/subnet-mask または ipv6-addr/subnet-mask ― サブネット アドレスのロング フォーマッ

ト。たとえば、172.22.252.00/255.255.252.00 は、22 ビット サブネット アドレスを示します。こ

のフォーマットは、任意のビット数のサブネット アドレスを指定できます。より柔軟に指定す

るには、ip-addr または ipv6-addr に 172.22.253.1/255.255.252.00 のような完全ホスト アドレスを

指定します。

• ip-addr/maskbits または ipv6-addr/maskbits ― サブネット アドレスの簡易ロング フォーマットマ

スク ビットは、ネットワーク マスクのビット数を指定します。たとえば、172.22.252.00/22 は、

22 ビット サブネット アドレスを示します。The ip-addr または ipv6-addr は、193.22.253.1/22 の
ような完全ホスト アドレスです。このサブネット アドレスは、ip-subnet-addr または

ipv6-subnet-addr と同じです。

all キーワードを使用しない場合、他の 4 つのキーワード（source、destination、flow、または

interface）の中の少なくとも １ つとその引数を指定する必要があります。

destination または source port-num キーワードおよび引数に 0 の値を指定すると、すべてのエントリ

がクリアされます。指定されていないオプションはワイルドカードとして扱われ、エントリがすべ

てクリアされます。

例 次に、特定の宛先 IP アドレス（173.11.50.89）を持つ特定のモジュール（2）に関連付けられたすべ

てのエントリをクリアする例を示します。

Router# clear mls netflow ip destination 173.11.50.89 module 2
Router#

次に、IPv6 ソフトウェアによってインストールされたエントリをクリアする例を示します。

Router# clear mls netflow ipv6
Router#

次に、統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear mls netflow dynamic
Router#

関連コマンド コマンド 説明

show mls netflow ip ハードウェア NetFlow IP に関する情報を表示します。

show mls netflow ipv6 ハードウェア NetFlow IPv6 設定に関する情報を表示します。
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clear mls qos
MLS（マルチレイヤ スイッチング）集約 QoS（サービス品質）の統計情報をクリアするには、clear

mls qos コマンドを使用します。

clear mls qos [{ip | ipx | mac | mpls | ipv6 | arp} [{interface interface-number} | {null interface-number} 
| {port-channel number} |  {vlan vlan-id}]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

ip （任意）MLS IP 集約 QoS の統計情報をクリアします。

ipx （任意）MLS IPX 集約 QoS の統計情報をクリアします。

mac （任意）MLS MAC（メディア アクセス制御）集約 QoS 統計情報をクリア

します。

mpls （任意）MLS MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）集約 QoS の

統計情報をクリアします。

ipv6 （任意）MLS IPv6 集約 QoS の統計情報をクリアします。

arp （任意）MLS ARP 集約 QoS の統計情報をクリアします。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、および tengigabitethernet です。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX mpls キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD arp キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 に対してのみ、ipv6 および arp キーワードが含まれ

るように、このコマンドが変更されました。 
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使用上のガイドライン

（注） clear mls qos コマンドを入力した場合、ポリシングのトークン バケット カウンタが影響を受け、ポ

リシングされるはずのトラフィックがわずかに転送される可能性があります。

interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

ipx キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

ipv6 および arp キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでの

みサポートされます。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

引数なしで clear mls qos コマンドを入力すると、すべてのプロトコルのグローバルかつインター

フェイス固有の集約 QoS カウンタがクリアされます。

インターフェイス タイプを入力しない場合、すべてのインターフェイスのプロトコル集約 QoS カ

ウンタがクリアされます。

例 次に、すべてのプロトコルでグローバルかつインターフェイス固有の集約 QoS カウンタをクリアす

る例を示します。

Router# clear mls qos
Router# 

次に、すべてのインターフェイスで特定プロトコルの集約QoSカウンタをクリアする例を示します。

Router# clear mls qos ip 
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos MLS QoS 情報を表示します。
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clear mls statistics
MLS（マルチレイヤ スイッチング）の統計情報カウンタをリセットするには、clear mls statistics コ

マンドを使用します。

clear mls statistics [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、clear mls stats コマンドの代わりに使用されています。

例 次に、すべてのモジュールの MLS の統計情報カウンタをリセットする例を示します。

Router# clear mls statistics
Router# 

次に、特定のモジュールの MLS の統計情報カウンタをリセットする例を示します。

Router# clear mls statistics module 5
Router# 

関連コマンド

module num （任意）モジュール番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720、および Supervisor 

Engine 2 に追加されました。

12.2(17d)SXB5 このコマンドに、module num キーワードおよび引数が追加されました。

コマンド 説明

show mls statistics IP、IPX、マルチキャスト、レイヤ 2 プロトコル、QoS（サービス品

質）などの MLS の統計情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
clear mls stats

2-73
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

clear mls stats
MLS（マルチレイヤ スイッチング）の統計情報をクリアするには、clear mls stats コマンドを使用

します。

clear mls stats

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、すべてのモジュールの MLS の統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear mls stats
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB1 このコマンドは、clear mls statistics コマンドで置き換えられました。

コマンド 説明

clear mls statistics MLS の統計情報カウンタをリセットします。
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clear pagp
ポートチャネル情報をクリアするには、clear pagp コマンドを使用します。

clear pagp {group-number | counters}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、特定グループのポートチャネル情報をクリアする例を示します。

Router# clear pagp 324
Router#

次に、ポートチャネル トラフィック フィルタをクリアする例を示します。

Router# clear pagp counters
Router#

関連コマンド

group-number チャネル グループ番号。有効値は 1 ～ 256 の範囲の 大 64 個の値です。

counters トラフィック フィルタをクリアします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show pagp ポート チャネル情報を表示します。
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clear platform netint
プラットフォームの割り込みスロットリング カウンタをクリアするには、clear platform netint コ

マンドを使用します。

clear platform netint

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、プラットフォームの割り込みスロットリング カウンタをクリアする例を示します。

Router# clear platform netint
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show platform netint プラットフォームのネットワーク割り込み情報を表示します。
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clear port-security
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルから設定済みのセキュア MAC アドレスおよび

スティッキ MAC アドレスを削除するには、clear port-security コマンドを使用します。

clear port-security dynamic [{address mac-addr} | {interface interface-id}] [vlan vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、ネゴシエートされたトランクのみです。

キーワードまたは引数を付加することなく clear port-security コマンドを入力すると、すべてのセ

キュア MAC アドレスおよびスティッキ MAC アドレスが MAC アドレス テーブルから削除されま

す。

clear port-security dynamic interface interface-id コマンドを入力すると、インターフェイス上のすべ

てのセキュア MAC アドレスおよびスティッキ MAC アドレスが MAC アドレス テーブルから削除

されます。

show port-security コマンドを入力すると、情報が削除されたことを確認できます。

例 次に、MAC アドレス テーブルから特定のセキュア アドレスを削除する例を示します。

Router# clear port-security dynamic address 0008.0070.0007
Router# 

次に、特定のインターフェイスで学習された、すべてのセキュア MAC アドレスおよびスティッキ

MAC アドレスを削除する例を示します。

Router# clear port-security dynamic interface gigabitethernet0/1
Router# 

address mac-addr （任意）指定されたセキュア MAC アドレスまたはスティック MAC アド

レスを削除します。

interface interface-id （任意）指定された物理ポートまたはポート チャネル上の、すべてのセ

キュア MAC アドレスおよびスティッキ MAC アドレスを削除します。

vlan vlan-id （任意）指定されたセキュア MAC アドレスまたはスティッキ MAC アド

レスを、指定された VLAN から削除します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE このコマンドの出力は Supervisor Engine 720 においてのみ、スティッキ

MAC アドレスをサポートするために変更されました。
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関連コマンド

clear spanning-tree detected-protocol
プロトコル マイグレーションを再開するには、clear spanning-tree detected-protocol コマンドを使

用します。

clear spanning-tree detected-protocol [interface interface interface-num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

RSTP および MST には他のリージョンまたは別のバージョンの IEEE スパニング ツリーと正しく対

話するための互換メカニズムが組み込まれています。たとえば、レガシー ブリッジに接続した RSTP

ブリッジは、ポートのいずれかで 802.1D BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）を送信で

きます。MST ブリッジがレガシー BPDU または別のリージョンに関連付けられている MST BPDU

を受信する場合、ポートがリージョンの境界にあるかどうかを検出できます。このようなメカニズ

ムは必ずしも効率的なモードへ復帰できるとは限りません。たとえば、レガシー 802.1D に指定さ

れた RSTP ブリッジは、レガシー ブリッジがリンクから取り外されたあとも 802.1D モードの状態

です。同様に、MST ポートは接続しているブリッジが同じリージョンに加入したあとも、自身を境

界ポートとみなします。強制的にネイバと再ネゴシエーションさせる場合、clear spanning-tree

detected-protocol コマンドを入力します。

コマンド 説明

show port-security ポート セキュリティ設定に関する情報を表示します。

switchport port-security mac-address セキュア MAC アドレスのリストに MAC アドレスを追

加します。

interface interface （任意）インターフェイスのタイプおよび番号を指定します。有効値は

ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、

および vlan です。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照し

てください。

interface-num モジュールおよびポート番号。port-channel および vlan の有効値について

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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interface-number の有効値は、指定したインターフェイス タイプおよび使用されているシャーシお

よびモジュールによって決まります。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指

定し、13 スロット シャーシに搭載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用

する場合、モジュール番号の有効値は 2 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

port-channel number の有効値は、1 ～ 256 の範囲の 大 64 個の値です。

引数なしで clear spanning-tree detected-protocol コマンドを入力する場合、コマンドは Cisco 7600 シ

リーズ ルータのすべてのポートに適用されます。

例 次に、特定のインターフェイスでプロトコルの移行を再開させる例を示します。

Router# clear spanning-tree detected-protocol fa1/1
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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clear top counters interface report
TopN レポートをクリアするには、clear top counters interface report コマンドを使用します。

clear top counters interface report number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、イーサネット、ファスト イーサネット、ギガビット イーサ

ネット、および 10 ギガビット イーサネット ポートのみです。OSM（オプティカル サービス モ

ジュール）の LAN ポートもサポートしています。

clear top interface report コマンドは、すべての完了済みレポートをクリアします。保留中の TopN

レポートはクリアしません。レポート番号を指定すると、TopN タスクはその状態にかかわらずク

リアされます。

例 次に、すべての TopN タスクをクリアする例を示します。

Router# clear top counters interface report 
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 1 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 2 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 3 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 4 deleted by the console1/24/
Router#

次に、保留中の TopN タスクをクリアしようとした場合の出力を示します。

Router# clear top counters interface report 4 
04:52:12: %TOPN_COUNTERS-5-KILLED: TopN report 4 killed by the sattili onvty0 
(9.10.69.9)
Router#

関連コマンド

number （任意）表示されるポート数。有効値は 1 ～ 5000 物理ポートです。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

collect top counters interface TopN プロセスおよび特定の TopN レポートを表示し

ます。

show top counters interface report TopN レポートおよび情報を表示します。
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clear vlan counters
指定された VLAN（仮想 LAN）またはすべての既存 VLAN のソフトウェア キャッシュ カウンタ値

をクリアして、ゼロから再開させるには、clear vlan counters コマンドを使用します。

clear vlan [vlan-id] counters

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan-id を指定しない場合、既存のすべての VLAN に対するソフトウェア キャッシュ カウンタ値が

クリアされます。

例 次に、指定した VLAN に対するソフトウェア キャッシュ カウンタ値をクリアする例を示し
ます。

Router# clear vlan 10 counters
Clear "show vlan" counters on this vlan [confirm]y
Router# 

関連コマンド

vlan-id （任意）VLAN ID。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照し

てください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show vlan counters ソフトウェア キャッシュ カウンタ値を表示します。
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clock
1000BASE-T トランシーバにポート クロッキング モードを設定するには、clock コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

clock {auto | active [prefer] | passive [prefer]}

no clock

シンタックスの説明

デフォルト auto

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、1000BASE-T トランシーバでのみサポートされます。

リンクの近端のクロック モードが遠端のクロック モードと一致しない場合、ライン プロトコルは

起動しません。

アクティブおよびパッシブ クロック ステータスは、伝送リンクが確立される前の自動ネゴシエー

ション プロセス時に決定されます。

clock コマンドは、次の設定をサポートします。

• auto ― リンクの遠端と自動ネゴシエーションしますが、アクティブクロック スイッチが優先

されます。

• active ― ローカル クロックを使用して、トランスミッタ動作のタイミングを決定します。

• passive ― クロックを受信信号から回復させ、回復されたクロックを使用してトランスミッタ

動作のタイミングを決定します。

• active prefer ― リンクの遠端と自動ネゴシエーションしますが、アクティブクロック スイッチ

が優先されます。

• passive prefer ― リンクの遠端と自動ネゴシエーションしますが、パッシブクロック スイッチ

が優先されます。

現在のクロック モードを表示するには、show running-config interface コマンドを入力します。

ファームウェアによりネゴシエートされたクロック モードを表示するには、show interfaces コマン

ドを入力します。

例 次に、アクティブクロック動作をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# clock active
Router(config-if)#

auto 自動クロック設定をイネーブルにします。

active アクティブ動作をイネーブルにします。

prefer （任意）指定されたモードをリンクの遠端とネゴシエートします。

passive パッシブ動作をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

collect top counters interface
TopN プロセスおよび特定の TopN レポートをリスト表示するには、collect top counters interface コ

マンドを使用します。

collect top [number] counters interface interface-type [interval seconds] [sort-by sort-by-value] 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• number は 20 物理ポートです。

• sort-by-value は util です。

• seconds は 30 秒です。

• interface-type は all です。

コマンド モード EXEC

コマンド 説明

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示

します。

show running-config interface モジュールまたはレイヤ 2 VLAN のステータスおよびコン

フィギュレーションを表示します。

number （任意）表示されるポート数。有効な値は 1 ～ 5000 物理ポートです。

interface-type TopN レポートに使用されるポートのタイプ。有効値は all、ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、layer-2 vlan-num、および

layer-3 です。

interval seconds 統計情報が収集されるインターバルを指定します。有効な値は 0 ～ 999 秒

です。

sort-by sort-by-value レポートを生成するために収集されるポート統計情報を収集します。次の

値が有効です。

• broadcast ― 送受信したブロードキャスト パケット数に基づいてレ

ポートをソートします。

• bytes ― 送受信したバイト数に基づいてレポートをソートします。

• errors ― 受信エラー数に基づいてレポートをソートします。

• multicast ― 送受信したマルチキャスト パケット数に基づいてレポー

トをソートします。

• overflow ― 送信オーバーフロー エラー数に基づいてレポートをソー

トします。

• packets ― 送受信したパケット数に基づいてレポートをソートしま

す。

• utilization ― ポートの利用率に基づいてレポートをソートします。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、イーサネット、ファスト イーサネット、ギガビット イーサネットおよび 10 ギガ

ビット イーサネット ポートに対してのみサポートされます。OSM（オプティカル サービス モ

ジュール）の LAN ポートもサポートしています。

インターバルとして 0 秒を指定すると、TopN レポートは絶対カウンタ値に基づいて生成されます。

ソート基準が utilization の場合には、利用率は 1 つのインターバルに基づいてのみ算出できるため、

interval seconds キーワードおよび引数は指定できません。

layer-2 vlan-num を指定する場合には、有効な値は 1 ～ 4094 であり、レイヤ 2 インターフェイスの

数を示します。

ステータスが done の TopN タスクのみがレポートを表示できます。未完了（保留中）のレポートを

表示しようとすると、対応するメッセージが表示されます。

TopN ユーティリティは、seconds インターバルの間、各物理ポートに対する次のポート利用
率を収集します。

• 入出力バイトの総数

• 入出力パケットの総数

• 入出力ブロードキャスト パケットの総数

• 入出力マルチキャスト パケットの総数

• 入力エラーの総数（イーサネット ポートでは CRC、アンダーサイズ パケット（+Runt）、オー

バーサイズ パケット、フラグメンテーション、およびジャバーなど）

• バッファ オーバーフロー エラーの総数（バッファ フルおよびイーサネット ポートの

dmaTxOverflow および dmaTxFull によって生じた送信エラーなどによる、outlost パケット数を

含む）

情報収集の後、ポートは sort-by-value 引数に従ってソートされ、上位 number 個のポートが表
示されます。

TopN レポートが生成されると、TopN レポートが利用可能であることを示す Syslog メッセージが

表示されます。レポートを表示するには、show top interface report コマンドを使用します。TopN

レポートは、clear top interface report コマンドを入力してレポートをクリアするまで、複数回表示

できます。

レポートをクリアするには、clear top interface report コマンドを使用します。

例 次に、TopN レポートを送受信ブロードキャスト パケットに基づいてソートする例を示します。

Router# collect top 40 counters interface all sort-by broadcast 
Router# 

次に、TopN サンプリング インターバルを指定し、TopN レポートを送受信ブロードキャスト パケッ

トに基づいてソートする例を示します。

Router# collect top 40 counters interface all sort-by broadcast interval 500
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

clear top counters interface report TopN レポートをクリアします。

show top counters interface report TopN レポートおよび情報を表示します。
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control-plane
コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを開始するには、control-plane コマンドを

使用します。このモードでは、ユーザがデバイスのコントロール プレーンに関連付けられた属性ま

たはパラメータ（サービス ポリシーなど）の関連付けまたは変更を行えます。

control-plane 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト コントロール プレーン サービス ポリシーは、定義されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） クラスごとにポリシー アクションを設定する必要があります。クラスごとにポリシー アクション

を設定しない場合、トラフィックはポリシー アクションが設定されていないクラスをスキップし、

以降のクラスを一致対象にします。

control-plane コマンドを入力したあとで、ルート プロセッサに集約コントロール プレーン サービ

スを定義できます。たとえば、コントロール プレーンをサービス ポリシーと関連付けて、コント

ロール プレーンを宛先とするすべてのトラフィックをポリシングできます。

例 次に、送信元アドレス 10.1.1.1 および 10.1.1.2 を使用して信頼できるホストを設定し、Telnet パケッ

トを制約なしにコントロール プレーンに転送する例を示します。同時に、残りの Telnet パケットは

すべて指定のレートでポリシングされます。

Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet 
! Allow 10.1.1.2 trusted host traffic. 
Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet 
! Rate limit all other Telnet traffic.
Router(config)# access-list 140 permit tcp any any eq telnet
! Define class-map “telnet-class.”
Router(config)# class-map telnet-class 
Router(config-cmap)# match access-group 140
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map control-plane
Router(config-pmap)# class telnet-class
Router(config-pmap-c)# police 80000 conform transmit exceed drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
! Define aggregate control plane service for the active Route Processor.
Router(config)# control-plane
Router(config-cp)# service-policy input control-plane-policy
Router(config-cp)# exit

リリース 変更内容

12.2(18)SXD1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

class（ポリシーマップ） ポリシーを設定する前に、作成または変更したいポリ

シーを持つクラスの名前を指定するか、またはデフォル

ト クラス（一般には class-default クラス）を指定します。

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレー

ション モードをアクセスして QoS クラス マップを設定

します。

drop 特定のクラスに属するパケットをドロップするようにト

ラフィック クラスを設定します。

match access-group 指定された ACL（アクセス コントロール リスト）ごと

にクラス マップの一致基準を設定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy（コントロール プレーン）集約コントロール プレーン サービスのコントロール プ

レーンにポリシー マップを付加します。

show policy-map control-plane コントロール プレーンのポリシー マップの、特定のクラ

スまたはすべてのクラスいずれかの設定を表示します。
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copy /noverify
現在のコピー動作に関する自動イメージ検証をディセーブルにするには、copy /noverify コマンドを

使用します。

copy /noverify source-url destination-url

シンタックスの説明

デフォルト 検証は、コピー動作完了後に自動実行されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信元および宛先 URL の正確なフォーマットは、ファイルまたはディレクトリの場所によって異

なります。特定のファイルに対応するエイリアス キーワード、または特定のファイル システム タ

イプ（特定のタイプの特定のファイルでない）に対応するエイリアス キーワードを入力できます。

ワンポイント・アドバイス 入力作業を軽減するには、エイリアスを使用します。たとえば、copy run start（copy running-config
startup-config コマンドの短縮形）と入力する方が、copy system:r nvram:s（copy system:
running-config nvram:startup-config コマンドの短縮形）と入力するよりも簡単です。これらのエイ

リアスを使用すると、従来のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアで使用されている一般的なコマ

ンドの一部を引き続き使用できます。

表 2-2 に、URL へのショートカットなる 2 つのキーワードを示します。

source-url コピー元のファイルまたはディレクトリを示す送信元 URL またはエイリ

アス。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

destination-url コピー先のファイルまたはディレクトリを示す宛先 URL またはエイリア

ス。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

表 2-2 URL へのエイリアスとなる一般的なキーワード

キーワード 送信元または宛先

running-config （任意）system:running-config URL のエイリアスを指定します。このキー

ワードは、more および show file コマンド構文では機能しません。

startup-config （任意）nvram:startup-config URL のエイリアスを指定します。

nvram:startup-config キーワードは、初期化（起動）中に使用されるコン

フィギュレーション ファイルを表します。このファイルは NVRAM（不揮

発性 RAM）に保存されます。このキーワードは、more および show file

EXEC コマンド構文では機能しません。
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表 2-3 ～表 2-5 に、ファイル システム タイプ別のエイリアスを示します。エイリアスを指定しない

場合は、現在のディレクトリ内のファイルが検索されます。

表 2-3 に特殊な（隠された）ファイル システムの URL プレフィクス エイリアス、表 2-4 にネット

ワーク ファイル システムの URL プレフィクス エイリアス、および表 2-5 にローカル書き込み可能

ストレージ ファイル システムの URL プレフィクス エイリアスを示します。

表 2-3 特殊なファイル システムの URL プレフィクス エイリアス  

エイリアス 送信元または宛先

flh: フラッシュ ロード ヘルパー ログ ファイルの送信元 URL

nvram: ルータの NVRAM。スタートアップ コンフィギュレーションは NVRAM から、

または NVRAM にコピーできます。また、プライベート コンフィギュレー

ション ファイルのサイズを表示することもできます。

null: コピーまたはファイルのヌル宛先。リモート ファイルをヌルへコピーして、

サイズを判別できます。

system: 実行コンフィギュレーションを含む、システム メモリの送信元または宛先

URL

xmodem: Xmodem プロトコルを使用するネットワーク装置のファイルの送信元または

宛先

ymodem: Ymodem プロトコルを使用するネットワーク装置のファイルの送信元または

宛先

表 2-4 ネットワーク ファイル システムの URL プレフィクス エイリアス

エイリアス 送信元または宛先

ftp: FTP（ファイル転送プロトコル）ネットワーク サーバの送信元または宛先

URL。このエイリアスの構文は次のとおりです。

ftp:[[[//username [:password]@]location]/directory]/filename

rcp: rcp ネットワーク サーバの送信元または宛先 URL。このエイリアスの構文は

次のとおりです。rcp:[[[//username@]location]/directory]/filename

tftp: TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）ネットワーク サーバの送信元または

宛先 URL。このエイリアスの構文は次のとおりです。

tftp:[[//location]/directory]/filename

表 2-5 ローカル書き込み可能ストレージ ファイル システムの URL プレフィクス エイリアス

エイリアス 送信元または宛先

bootflash: ブート フラッシュ メモリの送信元または宛先 URL

disk0: および disk1: 回転式メディアの送信元または宛先 URL

flash: フラッシュ メモリの送信元または宛先 URL。このエイリアスはすべての

プラットフォームで使用できます。

Flash: デバイスのないプラットフォームの場合、flash: は、slot0: へのエイ

リアスとなり、すべてのプラットフォーム上にあるメインのフラッシュ メ

モリ ストレージ領域を参照できるようになることに注意してください。

slavebootflash: HSA（ハイ システム アベイラビリティ）用に設定された装置のスレーブ

RSP カードの内部フラッシュ メモリに対する送信元または宛先 URL

slaveram: HSA 用に設定された装置のスレーブ RSP カードの NVRAM
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必要なすべての送信元や宛先 URL 情報、および使用するユーザ名やパスワードをコマンドライン

に入力したり、copy コマンドを入力して、不足している情報の入力を要求するプロンプトを表示さ

せることもできます。

情報を入力する場合は、running-config、startup-config、またはファイル システム エイリアス（表

2-2 ～表 2-5 を参照）の 3 つのうちのいずれかを選択します。ファイル システムの場所により、送

信元または宛先 URL のフォーマットが決まります。

エイリアスのあとにはコロンが必要です。コロンを必要としない古いコマンドが引き続きサポート

されていますが、コンテキスト ヘルプではこれらのコマンドを使用できません。

コピー プロセス全体の所要時間は、プロトコルおよびネットワークによっては、数分間になる場合

があります。

ftp:、rcp:、および tftp: のエイリアス構文では、場所を IP アドレスまたはホスト名で指定します。

ファイル転送に使用されるディレクトリのファイル名を指定します。

検証をグローバルに設定するには、file verify auto コマンドを使用します。

例 次に、現在のコピー動作の自動イメージ検証をディセーブルにする例を示します。

Router# copy /noverify tftp: sup-bootflash: 
................................................. 
[OK - 24301348 bytes]
24301348 bytes copied in 157.328 secs (154463 bytes/sec)
Router# 

関連コマンド

slavedisk0: HSA 用に設定された装置のスレーブ RSP カードの 初の PCMCIA（パー

ソナル コンピュータ メモリ カード国際協会）カードの送信元または宛先

URL

slavedisk1: HSA 用に設定された装置のスレーブ RSP カードの 2 番めの PCMCIA ス

ロットの送信元または宛先 URL

slaveslot0: HSA 用に設定されたルータのスレーブ RSP カードにある 初の PCMCIA

カードの送信元または宛先 URL ― Supervisor Engine 2が搭載されたシステ

ムで使用可能

slaveslot1: HSA 用に設定されたルータのスレーブ RSP カードにある 2 番めの

PCMCIA スロットの送信元または宛先 URL ― Supervisor Engine 2が搭載さ

れたシステムで使用可能

slot0: 初の PCMCIA フラッシュ メモリ カードの送信元または宛先 URL ―

Supervisor Engine 2 が搭載されたシステムで使用可能

slot1: 2 番めの PCMCIA フラッシュ メモリ カードの送信元または宛先 URL ―

Supervisor Engine 2 が搭載されたシステムで使用可能

表 2-5 ローカル書き込み可能ストレージ ファイル システムの URL プレフィクス エイリアス（続き）

エイリアス 送信元または宛先

コマンド 説明

file verify auto 圧縮された Cisco IOS イメージのチェックサムを検証します。

verify フラッシュ メモリ ファイル システム上のファイルのチェックサムを検証

したり、ファイルの MD5 シグニチャを計算します。
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define interface-range
インターフェイス範囲マクロを作成するには、define interface-range コマンドを使用します。

 define interface-range macro-name interface-range

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン マクロ名は 32 文字までの文字ストリングです。

マクロには 大 5 つまでの範囲を含むことができます。インターフェイス範囲は複数のスロットを

またがることはできません。interface-range を入力する場合、次のフォーマットを使用できます。

• card-type {slot}/{first-interface} - {last-interface}

• card-type {slot}/{first-interface} - {last-interface}

card-type の有効値は次のとおりです。

• ethernet 

• fastethernet

• gigabitethernet

• loopback

• tengigabitethernet 

• tunnel

• vlan vlan-id（有効値は 1 ～ 4094）

• port-channel interface-number（有効値は 1 ～ 256）

• ge-wan ― Supervisor Engine 2が搭載されたCisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます。

• pos ― Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます。

• atm ― Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます。

例 次に、複数インターフェイスのマクロを作成する例を示します。

Router(config)# define interface-range macro1 ethernet 1/2 - 5, fastethernet 5/5 - 10
Router(config)#

関連コマンド

macro-name インターフェイス範囲マクロ名。32 文字まで指定できます。

interface-range インターフェイス範囲。インターフェイス範囲の有効値のリストについて

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

interface range 1 つのコマンドを複数のポートで同時に実行します。
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diagnostic bootup level
ブートアップ診断レベルを設定するには、diagnostic bootup level コマンドを使用します。すべての

診断テストを省略するには、このコマンドの no 形式を使用します。

diagnostic bootup level {minimal | complete}

default diagnostic bootup level

no diagnostic bootup level

シンタックスの説明

デフォルト minimal

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 診断レベルの設定により、システムまたはモジュールがリセットされるときに行われるテストのレ

ベルが決定します。テストのレベルは次の 2 つです。

• complete ― すべてのテストを行います。

• minimal ― スーパーバイザ エンジンには EARL テストだけを実行し、システムのすべてのポー

トにはループバック テストを行います。

（注） デフォルトは、minimal ですが、ハードウェアの問題をトラブルシューティングする場合は、診断

レベルを complete に設定できます。

特定の状況においては、ブートアップ オンライン診断すべてを省略することが必要な場合もありま

す。たとえば、オンライン診断で不良と診断されたポートが本当に不良かを確認するのに、ブート

アップ オンライン診断を省略する場合などです。オンライン診断テストをすべて省略するには、no

diagnostic bootup level コマンドを入力します。

診断テスト タイプの詳細については、show diagnostic コマンドを参照してください。

新しいレベルは、次回のリロード時、または次に Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワッ

プ）が行われたときに実施されます。

minimal 小限の診断を指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

complete すべての診断を指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

default デフォルト設定に戻します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、ブートアップ診断レベルを設定する例を示します。

Router(config)# diagnostic bootup level complete
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic bootup level 設定されているブートアップ診断の適用レベルを表示します。
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diagnostic cns
CNS 診断機能を設定するには、diagnostic cns コマンドを使用します。CNS イベント バスへの診断

結果の送信をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

diagnostic cns {publish | subscribe} [subject] 

default diagnostic cns {publish | subscribe}

no diagnostic cns {publish | subscribe} [subject] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン オンライン診断では、subject という名前のイベントをサブスクライブすることにより、イベントを

受信します。subject は、CNS バスを通してサブスクライブ（受信）またはパブリッシュ（生成）す

るイベントです。

diagnostic cns publish コマンドは、診断結果をリモート ネットワーク アプリケーションに送信して

意思決定を行い、診断結果に基づいて修正アクションを実行します。

diagnostic cns subscribe コマンドはリモート ネットワーク アプリケーションからメッセージを受信

して診断テストを実行したり、診断結果を取得します。

例 次に、診断結果のパブリッシュをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# diagnostic cns publish
Router(config)#

次に、リモート ネットワーク アプリケーションからメッセージを受信して診断テストを実行した

り、診断結果を取得する例を示します。

Router(config)# diagnostic cns subscribe
Router(config)#

次に、デフォルトを publish に設定する例を示します。

Router(config)# default diagnostic cns publish
Router(config)#

publish 診断結果をリモート ネットワーク アプリケーションに送信して、意思決

定を行い、診断結果に基づいて修正アクションを実行します。

subscribe リモート ネットワーク アプリケーションからメッセージを受信して、診

断テストを実行したり、診断結果を取得します。

subject （任意）イベントの件名

default デフォルトに設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

diagnostic event-log size
診断イベントログ サイズをダイナミックに変更するには、diagnostic event-log size コマンドを使用

します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

diagnostic event-log size size

default diagnostic event-log size

no diagnostic event-log size

シンタックスの説明

デフォルト size は 500 エントリです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン イベントは循環キューにダイナミックに割り当てられて、格納されます。

default diagnostic event-log size コマンドまたは no diagnostic event-log size コマンドのいずれかを入

力すると、デフォルト設定に戻すことができます。

例 次に、診断イベントログ サイズを設定する例を示します。

Router(config)# diagnostic event-log size 600
Router(config)#

関連コマンド

コマンド 説明

show diagnostic cns CNS サブジェクト情報を表示します。

size 診断イベントログ サイズ。有効値は １ ～ 10000 エントリです。

default デフォルト設定に戻します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show diagnostic events 診断イベントのイベント ログを表示します。
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diagnostic monitor
ヘルス モニタリング診断テストを設定するには、diagnostic monitor コマンドを使用します。この

テストをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

diagnostic monitor interval {module num} test {test-id | test-id-range | all} [hour hh] [min mm] 
[second ss] [millisec ms] [day day] 

diagnostic monitor syslog

diagnostic monitor {module num} test {test-id | test-id-range | all}

no diagnostic monitor {interval | syslog}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 実行するテストに応じて、モニタリングをイネーブルまたはディセーブルにできます。

• 実行するテストに応じて、デフォルトのモニタリング間隔は変化します。

• syslog はイネーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

interval テストの間隔を設定します。

module num モジュール番号を指定します。

test 実行するテストを指定します。

test-id 実行するテストの ID 番号。詳細については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

test-id-range 実行するテストの ID 番号の範囲。詳細については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。

all すべての診断テストを実行します。

hour hh （任意）テストの間隔（時間数）を指定します。フォーマットの注意事項につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

min mm （任意）テストの間隔（分数）を指定します。フォーマットの注意事項につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

second ss （任意）テストの間隔（秒数）を指定します。フォーマットの注意事項につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

millisec ms （任意）テストの間隔（ミリ秒数）を指定します。フォーマットの注意事項に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

day day （任意）テストの間隔（日数）を指定します。フォーマットの注意事項につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

syslog ヘルス モニタリング テストに失敗した場合に、Syslog メッセージの生成をイ

ネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン テストをスケジューリングする場合は、次に示す注意事項に従ってください。

• test-id ― テスト ID リストを表示するには、show diagnostic content コマンドを入力します。

• test-id-range ― テスト ID リストを表示するには、show diagnostic content コマンドを入力しま

す。範囲は、カンマおよびハイフンで区切った整数で入力します（たとえば、1,3-6 はテスト

ID 1、3、4、5、および 6 を指定します）。

• hh ― 1 ～ 24 時間を入力します。

• mm ― 1 ～ 60 分を入力します。

• day ― 1 ～ 7 で表した曜日を入力します（日曜日が 1）。

• ss ― 1 ～ 60 秒を入力します。

• ms ― 1 ～ 1000 ミリ秒を入力します。

指定されたヘルス モニタリング テストをイネーブルまたはディセーブルにするには、[no]

diagnostic monitor test {test-id | test-id-range | all} コマンドを入力します。

diagnostic monitor {module num} test {test-id | test-id-range | all} コマンドを入力する場合は、次の注

意事項に従ってください。

• 必須

－ 接続されているすべてのポートをディセーブルにして、ネットワーク トラフィックを分離

します。テスト中にテスト パケットを送信しないでください。

－ スーパーバイザ エンジンの PFC（ポリシー フィーチャ カード）上の FIB（転送情報ベー

ス）TCAM および SSRAM メモリをテストする場合は、すべてのモジュールを取り外して

ください。

－ システムを標準動作モードに戻す前に、システムまたはテスト モジュールをリセットして

ください。

• 推奨

－ DFC モジュールが存在する場合は、スーパーバイザ エンジンのセントラル PFC3B でメモ

リ テストを開始する前に、すべてのモジュールを取り外し、システムをリブートしてくだ

さい。

－ no diagnostic monitor {module num} test {test-id | test-id-range | all} コマンドを使用して、スー

パーバイザ エンジンおよびモジュールのすべてのバックグラウンド ヘルス モニタリング

テストをオフにしてください。

セントラル PFC3BXL または PFC3B（スーパーバイザ エンジン上）の FIB TCAM テストには、約 4

時間半かかります。

分散 PFC3BXL または PFC3B（DFC モジュール上）の FIB TCAM テストには、約 16 時間かかります。

複数の DFC3BX モジュールで、FIB TCAM テストを同時に実行できます。

例 次に、指定されたテストを 3 日と 10 時間 2 分の間隔で実行する例を示します。

Router(config)# diagnostic monitor interval module 1 test 1 day 3 hours 10 min 2
Router(config)#

次に、ヘルス モニタリング テストに失敗した場合に、Syslog メッセージの生成をイネーブルにす

る例を示します。

Router(config)# diagnostic monitor syslog
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic content テスト ID、テスト属性、およびサポート対象テスト レベルを、テ

ストごとに、およびすべてのモジュールに対して、表示します。
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diagnostic ondemand
オンデマンド診断を設定するには、diagnostic ondemand コマンドを使用します。

diagnostic ondemand {iteration iteration-count} | {action-on-error {continue | stop} [error-count]} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• iteration-count は 1 です。

• action-on-error は continue です。

• error-count は 0 です。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン error-count に 0 を入力すると、許容エラー数は無限に設定されます。

例 次に、オンデマンド テストの反復回数を設定する例を示します。

Router# diagnostic ondemand iteration 4
Router#

次に、エラーが検出された場合の実行アクションを設定する例を示します。

Router# diagnostic ondemand action-on-error continue 2
Router#

関連コマンド

iteration 

iteration-count
コマンドを発行した場合に、同じテストが再実行される回数を設定しま

す。

action-on-error エラーが検出された場合の実行アクションを設定します。

continue テスト失敗が検出された場合にテストを継続します。

stop テスト失敗が検出された場合にテストを中止します。

error-count （任意）テストを中止するまでに許容されるエラー数。continue オプショ

ンと併用します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show diagnostic ondemand オンデマンド診断の設定を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
diagnostic schedule test

2-97
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

diagnostic schedule test
特定のモジュールに対するテストベース診断テストのスケジュールを設定したり、またはスーパー

バイザ エンジンのスイッチオーバーをスケジュールするには、diagnostic schedule test コマンドを

使用します。スケジューリングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

diagnostic schedule {module {num | active-sup-slot}} test {test-id | test-id-range | all}  [port {num | 
num-range | all}] {on mm dd yyyy hh:mm} | {daily hh:mm} | {weekly day-of-week hh:mm}

no diagnostic schedule test

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

module num モジュール番号を指定します。

module active-sup-slot アクティブなスーパーバイザ エンジンのスロット番号を指定しま

す。

test-id 実行するテストの ID 番号。詳細については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

test-id-range 実行するテストの ID 番号の範囲。詳細については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

all すべての診断テストを実行します。

port （任意）テストをスケジュールするポートを指定します。

num ポート番号

num-range ハイフンで区切ったポート番号の範囲

all すべてのポートを指定します。

on mm dd yyyy hh:mm テストベース診断タスクのスケジューリングを指定します。フォー

マットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

daily hh:mm テストベース診断タスクの毎日のスケジューリングを指定します。

フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

weekly day-of-week hh:mm テストベース診断タスクの毎週のスケジューリングを指定します。

フォーマットの注意事項については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA スーパーバイザ エンジンのスケジュールされたスイッチオーバーをサ

ポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
diagnostic schedule test

2-98
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

使用上のガイドライン テストをスケジューリングする場合は、次に示す注意事項に従ってください。

• test-id ― テスト ID リストを表示するには、show diagnostic content コマンドを入力します。

• test-id-range ― テスト ID リストを表示するには、show diagnostic content コマンドを入力しま

す。範囲は、カンマおよびハイフンで区切った整数で入力します（たとえば、1,3-6 はテスト

ID 1、3、4、5、および 6 を指定します）。

• num-range ― 範囲は、カンマおよびハイフンで区切った整数で入力します（たとえば、1,3-6 と
入力して、1、3、4、5、および 6 を指定できます）。

• mm ― 月を january、february、... december のように入力します（大文字または小文字）。

• dd ― 日付を 2 桁の数字で入力します。

• yyyy ― 年を 4 桁の数字で入力します。

• hh:mm ― 時間 : 分を表す 2 桁の数字で時間を入力します（24 時間方式クロックの場合）。コロ

ン（:）は必須です。

• day-of-week ― 曜日を monday、tuesday、... sunday のように入力します（大文字または小文字）。

• port {num | num-range | all} ― スケジュールされたスイッチオーバーを指定する場合は、サポー

トされません。

テスト ID リストを表示するには、show diagnosticcontent コマンドを入力します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオー

バーをスケジュールするには、diagnostic schedule module active-sup-slot test test-id コマンドを使用

します。

テスト ID リストを表示し、ScheduleSwitchover フィールドでテスト ID を検索するには、show

diagnostic content active-sup-slot コマンドを入力します。

次のコマンドを使用すると、周期的なスイッチ オーバー（毎日または毎週）、あるいは特定の時間

に発生する 1 回のスイッチ オーバーを指定できます。

• diagnostic schedule module active-sup-slot test test-id on mm dd yyyy hh:mm

• diagnostic schedule module active-sup-slot test test-id daily hh:mm

• diagnostic schedule module active-sup-slot test test-id weekly day-of-week hh:mm

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジンがシステムをスイッチ オーバーできない場合に、システムの

ダウンタイムを回避するには、スイッチオーバーが発生してから 10 分後に、スタンバイ スーパー

バイザ エンジンからアクティブ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーをスケジュールす

ることを推奨します。詳細については、「例」を参照してください。

例 次に、特定の日時に診断テストを行うように、特定のモジュールおよびポートをスケジュールする

例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 on january 3 2003 
23:32
Router(config)#

次に、毎日特定の時刻に診断テストを行うように、特定のポートおよびモジュールをスケジュール

する例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 daily 12:34
Router(config)#
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次に、毎週特定の曜日に診断テストを行うように、特定のポートおよびモジュールをスケジュール

する例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 weekly friday 09:23
Router(config)#

次に、毎週金曜日の午後 10:00 にアクティブ スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーをスケ

ジュールし、アクティブ スーパーバイザ エンジンからのスイッチオーバーが発生してから 10 分後

に、スタンバイ スーパーバイザ エンジンをアクティブ スーパーバイザ エンジンに切り替える例を

示します。この例には、次の条件があてはまります。

• test-id は 32 です。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンはスロット 5 です。

• スタンバイ スーパーバイザ エンジンはスロット 6 です。

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic content テスト ID、テスト属性、およびサポート対象テスト レベルを、

テストごとに、およびすべてのモジュールに対して、表示します。

show diagnostic schedule 現在スケジュールされている診断タスクを表示します。
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diagnostic start
指定された診断テストを実行するには、diagnostic start コマンドを使用します。

diagnostic start {module num} test {test-id | test-id-range | minimal | complete | basic | per-port | 
non-disruptive | all} [port {num | port#-range | all}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） DFC3A が搭載されたシステムには、diagnostic start module x test all コマンドを入力しないでくだ

さい。このコマンドを入力すると、TCAM テストが失敗します。

テスト ID リストを表示するには、show diagnostic content コマンドを入力します。

test-id-range または port#-range はカンマおよびハイフンで区切った整数として入力します（たとえ

ば、1,3-6 はテスト ID 1、3、4、5、および 6 を指定します）。

テスト プロセスを中止するには、diagnostic stop コマンドを使用します。

module num モジュール番号を指定します。

test 実行するテストを指定します。

test-id 実行するテストの ID 番号。詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

test-id-range 実行するテストの ID 番号の範囲。詳細については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

minimal 小限のブートアップ診断テストを実行します。

complete すべてのブートアップ診断テストを実行します。

basic 基本的なオンデマンド診断テストを実行します。

per-port ポート単位レベルのテストを実行します。

non-disruptive 稼働を妨げないヘルス モニタリング テストを実行します。

all すべての診断テストを実行します。

port num （任意）インターフェイス ポート番号を指定します。

port port#-range インターフェイス ポート番号範囲を指定します。詳細については、「使用

上のガイドライン」を参照してください。

port all すべてのポートを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX complete および basic キーワードを追加するように、このコマンドが変更

されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、指定されたスロットで指定された診断テストを実行する例を示します。

Router# diagnostic start module 1 test 5
Module 1:Running test(s) 5 may disrupt normal system operation
Do you want to run disruptive tests? [no]yes 
00:48:14:Running OnDemand Diagnostics [Iteration #1] ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_RUNNING:Module 1:Running TestNewLearn{ID=5} ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_OK:Module 1:TestNewLearn{ID=5} has completed successfully
00:48:14:Running OnDemand Diagnostics [Iteration #2] ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_RUNNING:Module 1:Running TestNewLearn{ID=5} ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_OK:Module 1:TestNewLearn{ID=5} has completed successfully
Router# 

関連コマンド

diagnostic stop
テスト プロセスを中止するには、diagnostic stop コマンドを使用します。

diagnostic stop {module num} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン テスト プロセスを開始するには、diagnostic start コマンドを使用します。

例 次に、診断テスト プロセスを中止する例を示します。

Router# diagnostic stop module 3
Router# 

関連コマンド

コマンド 説明

diagnostic stop テスト プロセスを中止します。

show diagnostic オンライン診断テストの結果、およびサポート対象のテスト スイー

トを表示します。

module num モジュール番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

diagnostic start テスト プロセスを実行します。

show diagnostic オンライン診断テストの結果、およびサポート対象のテスト スイー

トを表示します。
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disconnect qdm
QDM セッションを切断するには、disconnect qdm コマンドを使用します。

disconnect qdm [{client client-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン QDM は、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェイスではサポートされていませ

ん。

引数なしで disconnect qdm コマンドを入力する場合、すべての QDM セッションが切断されます。

show qdm status コマンドを入力すると、client-id を表示できます。

例 次に、QDM セッションを切断する例を示します。

Router# disconnect qdm client 1
Router# 

関連コマンド

client client-id （任意）切断するクライアントを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show qdm status Cisco 7600 シリーズ ルータに接続された現在アクティブな QDM クライア

ントのステータス情報を表示します。
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do
グローバル コンフィギュレーション モードまたは他のコンフィギュレーション モードもしくはサ

ブモードから EXEC レベル コマンドを実行するには、do コマンドを使用します。

do command

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC レベルのコマンドを実行するグローバル コンフィギュレーション モードあるいは他のコン

フィギュレーション モードまたはサブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 EXEC モードで do コマンドを入力しないでください。サービスが中断される可能性があります。

doコマンドを使用して configure terminalコマンドを実行することはできません。configure terminal

コマンドを入力すると、モードがコンフィギュレーション モードに変更されるためです。

do コマンドを使用して、グローバル コンフィギュレーション モードやサブモード、またはその他

のコンフィギュレーション モードやサブモードで copy または write コマンドを実行することはで

きません。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードで EXEC レベルの show interface コマンドを実行

する例を示します。

Router(config)# do show interfaces serial 3/0

Serial3/0 is up, line protocol is up
  Hardware is M8T-RS232
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output 1d17h, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
.
.
.
Router(config)#

command 実行する EXEC レベルのコマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX copy コマンドの制限事項をサポートするように、このコマンドが変更され

ました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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dot1x default
設定可能な 802.1X パラメータをデフォルト設定にリセットするには、dot1x default コマンドを使用

します。

dot1x default 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト値は次のとおりです。

• インターフェイス単位の 802.1X プロトコル イネーブル ステートはディセーブルです（強制的

に許可）。

• 再認証試行間隔の秒数は 3600 秒です。

• 待機時間は 60 秒です。

• 再送信時間は 30 秒です。

• 大再送信回数は 2 回です。

• 複数ホストのサポートはディセーブルです。

• クライアント タイムアウト時間は 30 秒です。

• 認証サーバのタイムアウト時間は 30 秒です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、設定可能な 802.1X パラメータをデフォルト値にリセットする例を示します。

Router(config-if)# dot1x default
Setting the Default Configuration for Dot1x on this interface

Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x max-req
認証プロセスを再起動する前にスイッチが EAP 要求/ID フレームをクライアントに送信する回数を

設定するには、dot1x max-req コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

dot1x max-req count

no dot1x max-req

シンタックスの説明

デフォルト count は 2 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや特定のクライアントおよび認証サーバの特殊な動作

問題など、異常な状況を調整する場合だけ行うようにしてください。

例 次に、認証プロセスを再開するまでに、スイッチが EAP 要求 /ID フレームを送信する回数を 5 に設

定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x max-req 5
Router(config-if)# 

関連コマンド

count 認証プロセスを再開するまでに、スイッチがクライアントに EAP 要求 /ID

フレームを送信する回数。有効値は 1 ～ 10 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x multi-hosts
802.1X で許可されたポート上で複数のホスト（クライアント）を許可するには、dot1x multi-hosts

コマンドを使用します。複数のホストを不許可にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

dot1x multi-hosts

no dot1x multi-hosts

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを入力する前に、dot1x port-control コマンドが指定したインターフェイスで auto に

設定されていることを必ず確認してください。

例 次に、複数のホストを許可する例を示します。

Router(config-if)# dot1x multi-hosts
Router(config-if)# 

次に、複数のホストを不許可にする例を示します。

Router(config-if)# no dot1x multi-hosts
Router(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

dot1x port-control ポート制御値を設定します。

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x port-control
ポート制御値を設定するには、dot1x port-control コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

dot1x port-control value

no dot1x port-control

シンタックスの説明

デフォルト force-authorized

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート制御値の定義は次のとおりです。

• force-authorized ― 802.1X ポートベースの認証をディセーブルにし、認証交換を必要とせずに

ポートを許可ステートに移行させます。ポートは、クライアントの 802.1X ベースの認証なし

で通常のトラフィックを送受信します。

• force-unauthorized ― クライアントからの認証の試行をすべて無視し、ポートを無許可ステー

トのままにします。インターフェイスを介してクライアントに認証サービスを提供することが

できません。

• auto ― 802.1X ポートベースの認証をイネーブルにします。ポートは 初、無許可ステートで

あり、ポート経由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステートが

ダウンからアップに移行したときに、または EAPOL-Start フレームを受信したときに、認証プ

ロセスが開始されます。システムはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証

サーバの間で認証メッセージのリレーを開始します。クライアントの MAC（メディア アクセ

ス制御）アドレスを使用して、ネットワーク アクセスを試行する各クライアントを一意に識別

します。

ポート制御コンフィギュレーションをチェックするには、show dot1x コマンドを入力し、802.1X

Port Summary セクションの Status カラムを参照します。enabled ステータスとは、ポート制御値が

auto または force-unauthorized に設定されることです。

例 次に、ポート制御を auto に設定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x port-control auto
Router(config-if)# 

関連コマンド

value ポート制御値。有効値は auto、force-authorized、および force-unauthorized

です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x reauthentication
クライアントの定期的再認証をイネーブルにするには、dot1x reauthentication コマンドを使用しま

す。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

dot1x reauthentication

no dot1x reauthentication

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 再認証は、すでに許可済みのポートのステータスに影響しません。

例 次に、クライアントの定期的再認証をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# dot1x reauthentication
Router(config-if)# 

次に、クライアントの定期的再認証をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no dot1x reauthentication
Router(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

dot1x timeout 再認証タイマーを設定します。

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x system-auth-control
802.1X をグローバルにイネーブルにするには、dot1x system-auth-control コマンドを使用します。

802.1X をグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

dot1x system-auth-control

no dot1x system-auth-control

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 802.1X をイネーブルにする前に、AAA（認証、許可、アカウンティング）をイネーブルにし、認

証方式リストを指定する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためのクエリー送信を行う

手順と認証方式を記述したものです。

例 次に、802.1X をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# dot1x system-auth-control
Router(config)#

次に、802.1X をグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no dot1x system-auth-control
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

aaa authentication dot1x IEEE 802.1X を実行するインターフェイスで使用する AAA 方式を 1

つまたは複数指定します。

aaa new-model AAA アクセス制御モデルをイネーブルにします。

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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dot1x timeout
再認証タイマーを設定するには、dot1x timeout コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

dot1x timeout {{reauth-period seconds} | {quiet-period seconds} | {tx-period seconds} | 
{supp-timeout seconds} | {server-timeout seconds}}

no dot1x timeout {reauth-period | quiet-period | tx-period | supp-timeout | server-timeout}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• reauth-period は 3600 秒です。

• quiet-period は 60 秒です。

• tx-period は 30 秒です。

• supp-timeout は 30 秒です。

• server-timeout は 30 秒です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン dot1x timeout reauth-period コマンドを入力する前に、定期的再認証をイネーブルにしておく必要が

あります。定期的再認証をイネーブルにするには、dot1x reauthentication コマンドを入力します。

dot1x timeout reauth-period コマンドがシステムの動作に影響を与えるのは、定期的再認証がイネー

ブルに設定されている場合だけです。

例 次に、再認証を試行する間隔を 4000 秒に設定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000
Router(config-if)# 

reauth-period seconds 再認証試行間の秒数を指定します。有効値は 1 ～ 65535 です。詳細に

ついては「使用上のガイドライン」を参照してください。

quiet-period seconds クライアントとの認証交換が失敗したあと、システムが待機ステート

にある秒数を指定します。有効値は 0 ～ 65535 秒です。

tx-period seconds 要求を再送信するまでに、システムがクライアントからの EAP 要求 /ID

フレームに対する応答を待機する秒数を指定します。有効値は 30 ～

65535 秒です。

supp-timeout seconds システムが EAP 要求パケットの再送信を待機する秒数を指定します。

有効値は 30 ～ 65535 秒です。

server-timeout seconds システムがバックエンド認証者による認証サーバへのパケットの再送

信を待機する秒数を指定します。有効値は 30 ～ 65535 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、システムの待機時間を 30 秒に設定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30
Router(config-if)# 

次に、要求を再送信するまでに、クライアントからの EAP 要求 /ID フレームに対する応答を待機す

る秒数を 60 に設定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x timeout tx-period 60
Router(config-if)# 

次に、EAP 要求フレームに対するシステム / クライアント間の再送信時間を 25 秒に設定する例を

示します。

Router(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 25
Router(config-if)# 

次に、トランスポート レイヤ パケットに対するシステム / 認証サーバ間の再送信時間を 25 秒に設

定する例を示します。

Router(config-if)# dot1x timeout server-timeout 25
Router(config-if)# 

次に、デフォルトの再認証時間に戻す例を示します。

Router(config-if)# no dot1x timeout reauth-period 
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

dot1x reauthentication クライアントの定期的再認証をイネーブルにします。

show dot1x 802.1X 情報を表示します。
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duplex
インターフェイスにデュプレックス動作を設定するには、duplex コマンドを使用します。システム

を半二重モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

duplex {full | half}

no duplex

シンタックスの説明

デフォルト half

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表 2-6 に、サポートされているコマンド オプションをインターフェイス別に示します。

16 ポート RJ-45 ギガビット イーサネット ポート上での伝送速度が 1000 に設定されている場合、

デュプレックス モードは全二重に設定されます。伝送速度が 10 または 100 に変化した場合、デュ

プレックス モードは半二重のままです。伝送速度が 1000 Mbps から 10 または 100 に変化した場合、

正しいデュプレックス モードを設定する必要があります。

ギガビット イーサネットは、全二重のみです。ギガビット イーサネット ポートのデュプレックス

モード、またはギガビット イーサネットに設定された 10/100/1000 Mbps ポートのデュプレックス

モードは変更できません。

full 全二重動作を指定します。

half 半二重動作を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

表 2-6 サポートされている duplex コマンド オプション

インターフェイス タイプ
サポートされて
いる構文 デフォルト設定 使用上のガイドライン

10/100 Mbps モジュール duplex [half | full] 「使用上のガイド

ライン」を参照し

てください。

速度がautoに設定されている場

合は、duplex を設定できません。

速度が 10または 100に設定され

ている場合に、デュプレックス

を設定しないと、デュプレック

スは half に設定されます。

100 Mbps ファイバ 

モジュール

duplex [half | full] half —

ギガビット イーサネット

インターフェイス

duplex full full —

10 Mbps ポート duplex [half | full] half —
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インターフェイス速度を手動で 10 または 100 Mbps に設定する場合は、インターフェイスのデュプ

レックス モードも設定する必要があります。

（注） Cisco 7600 シリーズ ルータは、いずれかの接続先インターフェイスが auto 以外の値に設定されて

いる場合、インターフェイス速度およびデュプレックス モードを自動ネゴシエーションすること

ができません。

注意 インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定を変更すると、再設定の間にインター

フェイスがシャットダウンされてから再びイネーブルになる場合があります。

表 2-7 に、duplex および speed コマンドの関係と各組み合わせによる結果を示します。

例 次に、全二重動作のインターフェイスを設定する例を示します。

Router(config-if)# duplex full
Router(config-if)#

関連コマンド

表 2-7 duplex コマンドと speed コマンドの関係

duplex コマンド speed コマンド システム アクション

duplex half または duplex full speed auto 速度とデュプレックス モードの両方を自動ネ

ゴシエーションします。

duplex half speed 10 強制的に 10 Mbps および半二重になります。

duplex full speed 10 強制的に 10 Mbps および全二重になります。

duplex half speed 100 強制的に 100 Mbps および半二重になります。

duplex full speed 100 強制的に 100 Mbps および全二重になります。

コマンド 説明

interface 設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

show controllers モジュールのハードウェア固有の情報を表示します。

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。

speed イーサネット インターフェイスのポート速度を設定します。
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encapsulation dot1q
VLAN（仮想 LAN）内の指定のサブインターフェイス上でトラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化

をイネーブルにするには、encapsulation dot1q コマンドを使用します。

encapsulation dot1q vlan-id [native]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード サブインターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan-id が 802.1Q ネイティブ VLAN の ID である場合は、常に native キーワードを使用してくださ

い。native キーワードを使用しないまま、802.1Q トランクのネイティブ VLAN にカプセル化を設定

しないでください。

サブインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、まずインターフェイス コ

ンフィギュレーション モードを開始してから、interface コマンドを入力してサブインターフェイス

を指定する必要があります。

例 次に、VLAN 100 に、802.1Q プロトコルを使用して VLAN トラフィックのカプセル化を設定する例

を示します。

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
Router(config-subif)#

関連コマンド

vlan-id VLAN ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

native （任意）PVID（ポート VLAN ID）値を vlan-id 値に設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

encapsulation isl ISL（スイッチ間リンク）をイネーブルにします。
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encapsulation isl
ISL（スイッチ間リンク）をイネーブルにするには、encapsulation isl コマンドを使用します。

encapsulation isl vlan-identifier

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード サブインターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ISL は複数のスイッチとルータの相互接続、および VLAN トポロジーの定義に使用されるシスコ製

プロトコルです。

ISL カプセル化を行うと、イーサネット フレームの先頭に 26 バイトのヘッダーが付加されます。こ

のヘッダーには、スイッチ間の VLAN メンバシップ ID を伝達する 10 バイトの VLAN ID が格納さ

れます。

サブインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、まずインターフェイス コ

ンフィギュレーション モードを開始してから、interface コマンドを入力してサブインターフェイス

を指定する必要があります。

例 次に、ファスト イーサネット サブインターフェイス 2/1.20 上で ISL をイネーブルにする例を示し

ます。

Router(config-subif)# encapsulation isl 400
Router(config-subif)#

関連コマンド

vlan-identifier VLAN（仮想 LAN）ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

bridge-group ネットワーク インターフェイスをブリッジ グループに割り当てま

す。

show bridge vlan VLAN サブインターフェイスを表示します。

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。

show vlans Cisco IOS VLAN サブインターフェイスに関する情報を表示します。
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environment temperature-controlled
室温制御をイネーブルにするには、environment temperature-controlled コマンドを使用します。室

温制御をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

environment temperature-controlled

no environment temperature-controlled

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは温度のモニタリングおよびアラームしきい値には影響しません。モジュールに電源

が投入されるかどうかにのみ影響します。ソフトウェアでは、吸気口温度を検証しません。

このコマンドの no 形式を入力した場合に、冷却能力がモジュールの冷却要件を下回ると、Syslog

警告（および SNMP［簡易ネットワーク管理プロトコル］アラーム）が生成されます。このコマン

ドの no 形式を入力した場合、このモジュールのステータスは変更されず、環境アラームが起動し

ません。

例 次に、室温制御をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# environment temperature-controlled
Router(config)# 

次に、室温制御をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no environment temperature-controlled
Router(config)# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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erase
ファイル システムを消去するには、erase コマンドを使用します。

erase {const_nvram: | nvram: | startup-config:}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 erase コマンドを使用してファイル システムを消去した場合、ファイル システムのファイルを復元

することはできません。

erase nvram: コマンドは、write erase コマンドおよび erase startup-config コマンドに置き換えられ

ます。

erase コマンドを使用できるのは、クラス B フラッシュ ファイル システムとクラス C フラッシュ

ファイル システムだけです。delete コマンドを使用してファイルを削除したあとにフラッシュ ファ

イル システムの空いたスペースを再利用するには、erase コマンドを使用する必要があります。erase

コマンドは、フラッシュ ファイル システムのすべてのファイルを消去します。

クラス A フラッシュ システムを消去することはできません。delete コマンドを使用して個々のファ

イルを削除したあとに、squeeze コマンドを使用して空いたスペースを再利用できます。format コ

マンドを使用して、フラッシュ ファイル システムをフォーマットすることもできます。

クラス C フラッシュ ファイル システムでは、delete コマンドを使用すると空いたスペースがダイ

ナミックに再利用されます。また、format または erase コマンドのどちらかを使用して、クラス C

フラッシュ ファイル システムを再初期化できます。

erase nvram: コマンドは NVRAM を消去します。クラス A ファイル システムのプラットフォーム

で、CONFIG_FILE 変数がフラッシュ メモリ内のファイルを指定している場合は、指定されたファ

イルが「削除」とマークされます。

erase const_nvram コマンドを入力して、VLAN（仮想 LAN）データベースのコンフィギュレーショ

ン ファイルを消去できます。

const_nvram: const_nvram: パーティション下のすべてのファイルを消去します。

nvram: NVRAM（不揮発性 RAM）を消去します。

startup-config: コンフィギュレーション メモリの内容を消去します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、NVRAM および NVRAM 内のスタートアップ コンフィギュレーションを消去する例を示し

ます。

Router# erase nvram:
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

boot config システムが初期化（スタートアップ）に使用するコンフィギュレー

ション ファイルのデバイスおよびファイル名を指定します。

delete フラッシュ メモリ デバイスまたは NVRAM からファイルを削除し

ます。

more nvram:startup-config: NVRAM に保存されたスタートアップ コンフィギュレーション

ファイルまたは CONFIG-FILE 環境変数で指定されたスタートアッ

プ コンフィギュレーション ファイルを表示します。

show bootvar BOOT 環境変数に関する情報を表示します。

undelete フラッシュ ファイル システム上で [deleted] とマークされている

ファイルを復元します。
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errdisable detect cause
errdisable 検出をイネーブルにするには、errdisable detect cause コマンドを使用します。errdisable 検

出をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

errdisable detect cause {all | dtp-flap | l2ptguard | link-flap | packet-buffer-error | pagp-flap | udld}

no errdisable detect cause {all | dtp-flap | l2ptguard | link-flap | pagp-flap | udld}

シンタックスの説明

デフォルト すべての原因に対してイネーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） no errdisable detect cause packet-buffer-error コマンドを入力すると、関連モジュールの電源のオフ

/ オンを引き起こす障害を検出できます。

原因（bpduguard、dtp-flap、link-flap、pagp-flap、root-guard、udld）は、errdisable ステートが発生す

る理由として定義されます。原因がインターフェイス上で検出された場合は、そのインターフェイ

スは errdisable ステート（リンク ダウン ステートに似た動作ステート）となります。

インターフェイスを errdisable ステートから手動で回復するには、shutdown コマンドを入力し、次

に no shutdown コマンドを入力する必要があります。

例 次に、レイヤ 2 プロトコル トンネリング ガードの errdisable 原因に対して errdisable 検出をイネー

ブルにする例を示します。

Router(config)# errdisable detect cause l2ptguard
Router(config)# 

all すべての errdisable 原因に対して errdisable 検出を指定します。

dtp-flap DTP フラップ errdisable 原因の検出を指定します。

l2ptguard レイヤ 2 プロトコル トンネリングの errdisable 原因の検出を指定します。

link-flap リンク フラップ errdisable 原因の検出を指定します。

packet-buffer-error パケット バッファ エラーが発生した場合に、関係するポートが errdisable

になるように設定します。

pagp-flap PAgP（ポート集約プロトコル）フラップerrdisable原因の検出を指定します。

udld UDLD（単一方向リンク検出）errdisable 原因の検出を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA packet-buffer-error キーワードを追加するために、このコマンドが変更さ

れました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

errdisable recovery
回復メカニズム変数を設定するには、errdisable recovery コマンドを使用します。デフォルト ステー

トに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

errdisable recovery cause {all | arp-inspection | bpduguard | channel-misconfig | dhcp-rate-limit | 
dtp-flap | gbic-invalid | l2ptguard | link-flap | pagp-flap | pesecure-violation | security-violation 
| udld | unicast-flood}

errdisable recovery {interval interval}

no errdisable recovery cause {all | {arp-inspection | bpduguard | channel-misconfig | dhcp-rate-limit 
| dtp-flap | gbic-invalid | l2ptguard | link-flap | pagp-flap | pesecure-violation | security-violation 
| udld | unicast-flood}

no errdisable recovery {interval interval}

シンタックスの説明

コマンド 説明

show errdisable detect errdisable 検出ステータスを表示します。

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。

cause 特定の原因から回復するための errdisable 回復をイネーブルにします。

all すべての errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

arp-inspection ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）検査の原因から回復する

ための errdisable 回復をイネーブルにします。

bpduguard BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガード errdisable 原因の回

復タイマーをイネーブルにします。

channel-misconfig チャネル設定ミス errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

dhcp-rate-limit DHCP レート制限 errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

dtp-flap DTP フラップ errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

gbic-invalid GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）無効 errdisable 原因の

回復タイマーをイネーブルにします。

l2ptguard レイヤ 2 プロトコル トンネリングの errdisable 原因の回復タイマーをイ

ネーブルにします。

link-flap リンクフラップ errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

pagp-flap PAgP（ポート集約プロトコル）フラップ errdisable 原因の回復タイマーを

イネーブルにします。

pesecure-violation pesecure 違反 errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにします。

security-violation 802.1X セキュリティ違反によりディセーブルとなったポートの自動回復

をイネーブルにします。

udld UDLD（単一方向リンク検出）errdisable 原因の回復タイマーをイネーブル

にします。

unicast-flood ユニキャスト フラッド errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにしま

す。

interval interval 指定された errdisable 原因から回復する時間を指定します。有効値は 30 ～

86400 秒です。
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デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• すべての原因に対してディセーブルです。

• イネーブルの場合、interval は 300 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン secure-violation オプションはサポートされていません。

原因（bpduguard、dhcp-rate-limit、dtp-flap、l2ptguard、link-flap、pagp-flap、security-violation、

channel-misconfig、pesecure-violation、udld、または unicast-flood）は、errdisable ステートが発生する

理由として定義されています。原因がインターフェイス上で検出された場合は、そのインターフェ

イスは errdisable ステート（リンク ダウン ステートに似た動作ステート）となります。原因となる

errdisable 回復をイネーブルにしない場合、shutdown および no shutdown が実行されるまで、イン

ターフェイスは errdisable ステートのままです。原因の回復をイネーブルにした場合、インターフェ

イスは errdisable ステートから抜け出し、すべての原因がタイムアウトになったときに動作を再開

できるようになります。

インターフェイスを errdisable ステートから手動で回復するには、shutdown コマンドを入力し、次

に no shutdown コマンドを入力する必要があります。

例 次に、BPDU ガード errdisable 原因の回復タイマーをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# errdisable recovery cause bpduguard
Router(config)# 

次に、タイマーを 300 秒に設定する例を示します。

Router(config)# errdisable recovery interval 300
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD arp-inspection キーワードが追加されました。

コマンド 説明

show errdisable recovery errdisable 回復タイマーに関する情報を表示します。

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。
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fabric buffer-reserve
ASIC（特定用途向け集積回路）バッファを予約するには、fabric buffer-reserve コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

fabric buffer-reserve [high | low | medium | value] 

[default] fabric buffer-reserve queue

no fabric buffer-reserve 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• バッファ予約は 0x0 に設定されます。

• 2 つのキュー

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） このコマンドは、Cisco TAC が指示した場合にのみ使用します。

このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

fabric buffer-reserve queue コマンドは、次のモジュールを搭載する Cisco 7600 シリーズ ルータでサ

ポートされます。

• WS-X6748-GE-TX

• WS-X6724-SFP

• WS-X6748-SFP

• WS-X6704-10GE

default fabric buffer-reserve queue コマンドを入力した場合、fabric buffer-reserve queue コマンドを

入力した場合と同じ結果が得られます。

fabric buffer-reserve コマンドを使用すると、ASIC バッファが予約されてシステムのスループット

が向上します。

high （任意）上位（0x5050）ASIC バッファ領域を予約します。

low （任意）下位（0x3030）ASIC バッファ領域を予約します。

medium （任意）中位（0x4040）ASIC バッファ領域を予約します。

value （任意）16 ビット値。有効値は 0x0 ～ 0x5050 です。

default （任意）デフォルトのキュー設定を指定します。

queue バッファ予約を設定するキューを指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。 

12.2(18)SXF queue キーワードを追加するように、このコマンドが変更されました。
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このコマンドは、次のモジュールでサポートされています。

• WS-X6704-10GE

• WS-X6748-SFP

• WS-X6748-GE-TX

• WS-X6724-SFP

例 次に、上位（0x5050）ASIC バッファ領域を予約する例を示します。

Router(config)# fabric buffer-reserve high
Router(config)#

次に、下位（0x3030）ASIC バッファ領域を予約する例を示します。

Router(config)# fabric buffer-reserve low
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。
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fabric clear-block
ファブリック チャネルのクリアブロック輻輳制御をイネーブルにするには、fabric clear-block コマ

ンドを使用します。ファブリック チャネルのクリアブロック輻輳制御をディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

fabric clear-block

no fabric clear-block

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） TAC からの指示がないかぎり、fabric clear-block コマンドを入力しないでください。

このコマンドは、Supervisor Engine 720 のハードウェア リビジョン 4.0 以降のリリースでのみサポー

トされます。

このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

例 次に、ファブリック チャネルのクリアブロック輻輳制御をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# fabric clear-block
Router(config)#

次に、ファブリック チャネルのクリアブロック輻輳制御をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no fabric clear-block
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。
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fabric error-recovery fabric-switchover
ファブリック対応モジュールで過剰なファブリック同期エラーが検出された場合のスーパーバイ

ザ エンジンのスイッチオーバーをイネーブルにするには、fabric error-recovery fabric-switchover コ

マンドを使用します。過剰なファブリック同期エラーに対するスーパーバイザ エンジンのスイッチ

オーバーをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

fabric error-recovery fabric-switchover

no fabric error-recovery fabric-switchover

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト 過剰なファブリック同期エラーがあるとスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを開始しま

す。この場合、設定はコンフィギュレーション ファイルに保存されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ファブリック対応スイッチング モジュールにファブリック エラーがあると、スーパーバイザ エン

ジンのスイッチオーバーが開始されます。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを避ける場合は、no fabric error-recovery 

fabric-switchover コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、スーパーバイザ エンジンの

スイッチオーバーは実行されずに、過剰なファブリック エラーが発生しているモジュールの電源が

切断されます。このコマンドはコンフィギュレーション ファイルに保存されます。

例 次に、ファブリック対応モジュールで過剰なファブリック同期エラーが検出された場合のスーパー

バイザ エンジンのスイッチオーバーをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# fabric error-recovery fabric-switchover
Router(config)#

次に、ファブリック対応モジュールで過剰なファブリック同期エラーが検出された場合のスーパー

バイザ エンジンのスイッチオーバーをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no fabric error-recovery fabric-switchover
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXF1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。
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fabric lcd-banner
スイッチ ファブリック モジュールで表示する Message-of-The-Day（MoTD）バナーを指定するには、

fabric lcd-banner コマンドを使用します。MoTD バナーを削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

fabric lcd-banner d message d

no fabric lcd-banner

シンタックスの説明

デフォルト MoTD バナーは指定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

バナー メッセージ内ではデリミタを使用できません。デリミタは任意に選択できます（ポンド記号

[#] など）。

トークンを対応する設定引数に置き換えられます。

このコマンドのあとに 1 つまたは複数の空白スペースと任意に選択したデリミタを入力します。次

に、1 行または複数行のテキストを続けて、メッセージの終わりにデリミタを再び入力します。

この MoTD バナーは、すべてのユーザに影響するメッセージ（緊急を要するシステム シャットダ

ウンなど）を表示するのに便利です。

ルータに接続する場合、MoTD バナーがログイン プロンプトの前に表示されます。ルータへのログ

インに成功したあと、接続のタイプに応じて EXEC バナーまたは着信バナーが表示されます。リ

バース Telnet ログインの場合、着信バナーが表示されます。その他の接続の場合、ルータは EXEC

バナーを表示します。

バナーをカスタマイズするには、メッセージ テキスト内で $( トークン ) の形式でトークンを使用

します。トークンを使用すると、ルータのホスト名や IP アドレスなどの、現在の Cisco IOS コン

フィギュレーション引数を表示できます。

表 2-8 に、コマンド トークンを示します。

d デリミタ。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

message メッセージ テキスト。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照

してください。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、スイッチ ファブリック モジュールの LCD ディスプレイに表示する MoTD バナーを設定する

例を示します。デリミタにはポンド記号（#）を使用します。

Router(config)# fabric lcd-banner#
Building power will be off from 7:00 AM until 9:00 AM this coming Tuesday.
#

次に、MoTD バナーを設定する例を示します。デリミタにはパーセント記号（%）を使用します。

Router(config)# fabric lcd-banner%
Enter TEXT message.  End with the character '%'.
You have entered $(hostname).$(domain) on line $(line) ($(line-desc)) %

MoTD バナーが実行されると、次のように表示されます（$（トークン）構文が対応するコンフィ

ギュレーション引数に置き換えられます）。

You have entered darkstar.ourdomain.com on line 5 (Dialin Modem)

関連コマンド

表 2-8 コマンド トークン

トークン バナーに表示される情報

$(hostname) ルータのホスト名を表示します。

$(domain) ルータのドメイン名を表示します。

$(line) VTY または TTY（非同期）行数を表示します。

$(line-desc) 行に付加された説明を表示します。

コマンド 説明

banner exec EXEC プロセスの生成時に表示されるメッセージを指定してイ

ネーブルにします。

banner incoming ネットワーク上のホストから端末ラインへの着信接続時に表示さ

れるバナーを定義してイネーブルにします。

banner login ユーザ名とパスワードのログイン プロンプトの前に表示されるカ

スタマイズ バナーを定義してイネーブルにします。

banner slip-ppp SLIP 接続または PPP 接続時に表示されるバナーのカスタマイズを

許可します。

exec-banner 指定された 1 行または複数行の EXEC および MoTD バナーの表示

を再度イネーブルにします。

motd-banner 指定された 1 行または複数行の MoTD バナーの表示をイネーブル

にします。
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fabric required
スイッチ ファブリック モジュール非搭載の Cisco 7600 シリーズ ルータが動作しないように設定す

るには、fabric required コマンドを使用します。スイッチ ファブリック モジュール非搭載の Cisco

7600 シリーズ ルータが動作するように設定するには、no 形式を使用します。

fabric required

no fabric required

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト スイッチ ファブリック モジュールは不要です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

fabric required コマンドを入力すると、 後のスイッチ ファブリック モジュールを取り外したと

き、または電源が切断された場合に、スーパーバイザ エンジン以外のすべてのモジュールの電源が

切断されます。1 つめのスイッチ ファブリック モジュールを搭載するか、または電源を投入する

と、スイッチ ファブリック モジュールの設定が他の設定と矛盾していないかぎり、電源が切断さ

れていたモジュールに電源が投入されます。

また、no fabric required コマンドを入力すると、スイッチ ファブリック モジュールが存在しなく

ても、コンフィギュレーションが許可すればモジュールの電源がオンになります。

例 次に、スイッチ ファブリック モジュールを搭載していない場合に Cisco 7600 シリーズ ルータを動

作させない例を示します。

Router(config)# fabric required
Router(config)#

次に、スイッチ ファブリック モジュールを搭載していない場合に Cisco 7600 シリーズ ルータを動

作させる例を示します。

Router(config)# no fabric required
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。
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fabric switching-mode allow
ファブリック対応スイッチング モジュールが複数存在する場合に、truncated モードをイネーブルに

するには、fabric switching-mode allow コマンドを使用します。truncated モードをディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

fabric switching-mode allow {bus-mode | dcef-only | {truncated [{threshold [mod]}]}}

no fabric switching-mode allow {bus-mode | {truncated [threshold]}}

シンタックスの説明

デフォルト truncated モードはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

Supervisor Engine 720 および Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、搭載されているすべてのス

イッチ モジュールが DFC を有する場合には、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力

することで、両方のスーパーバイザ エンジンのイーサネット ポートをディセーブルにできます。こ

のコマンドを入力すると、すべてのモジュールが dCEF モードで動作し、冗長スーパーバイザ エン

ジンへのスイッチオーバーが単純化されます。

Supervisor Engine 2 および Release 12.2(18)SXD1 以降のリリースでは、搭載されているすべてのス

イッチ モジュールが DFC を有する場合には、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力

することで、冗長スーパーバイザ エンジンのイーサネット ポートをディセーブルにできます。こ

のコマンドを入力すると、すべてのモジュールが dCEF モードで動作します。

bus モード ― Cisco 7600 シリーズ ルータでは、ファブリック非対応モジュール間のトラフィック

や、ファブリック非対応モジュールとファブリック対応モジュール間のトラフィックに対して使用

されます。このモードでは、すべてのトラフィックはローカル バスとスーパーバイザ エンジン バ

ス間で送受信されます。

bus-mode バス モードを指定します。

dcef-only dCEF モードでのみスイッチングできるようにします。

truncated truncated モードを指定します。

threshold mod （任意）truncated によるスイッチングに必要なスイッチ ファブリック モ

ジュール対応モジュールの数を指定します。詳細については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD1 Supervisor Engine 2 に対して dcef-only キーワードが追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720を搭載したCisco 7600 シリーズ ルー

タに対応するため、次のように変更されました。

• Supervisor Engine 720 に対して dcef-only キーワードのサポートが追加

されました。

• モジュール OIR パフォーマンス拡張のサポートが追加されました。
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dcef-only モード ― アクティブと冗長のスーパーバイザ エンジンはファブリック非対応モジュール

として動作し、アクティブ スーパーバイザ エンジンの PFC 上のギガビット イーサネット ポート

が、すべての転送を制御します。dcef-only モードでは、スーパーバイザ エンジン上のギガビット

イーサネット ポートはディセーブルにされるため、これらのポートはファブリック非対応モジュー

ルとしては動作しません。他のすべてのモジュールが dCEF モードで動作している場合には、モ

ジュール OIR（ホットスワップ）は稼働の妨げにはなりません。

truncated モード ― Cisco 7600 シリーズ ルータにファブリック対応モジュールとファブリック非対

応モジュールが両方とも搭載されている場合に、ファブリック対応モジュール間のトラフィックに

対して使用されます。このモードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータがスイッチ ファブリック チャ

ネルを通じて、トラフィックの切り捨て形式（このフレームの 初の 64 バイト）を送信します。

compact モード ― Cisco 7600 シリーズ ルータにファブリック対応モジュールのみが搭載されている

場合に、すべてのトラフィックに対して使用されます。このモードでは、スイッチ ファブリック

チャネルを通じて DBus ヘッダーのコンパクト版が転送され、 良のパフォーマンスが得られます。

ファブリック非対応モジュールの使用、またはファブリック対応モジュールでの bus モードの使用

を禁止するには、no fabric switching-mode allow bus-mode コマンドを入力します。

注意 no fabric switching-mode allow bus-mode コマンドを入力すると、Cisco 7600 シリーズ ルータに搭載

されたファブリック非対応モジュールの電源がオフになります。

fabric switching-mode allowコマンドは、 低 2 つのファブリック対応モジュールが設定されたCisco

7600 シリーズ ルータに作用します。

無条件に truncated モードを許可するには、fabric switching-mode allow truncated コマンドを入力し

ます。

しきい値が一致した場合に truncated モードを許可するには、no fabric switching-mode allow

truncated コマンドを入力します。

すべてのモジュールでの bus モードの実行を禁止するには、no fabric switching-mode allow bus-mode

コマンドを入力します。

デフォルトの truncated モードしきい値に戻すには、no fabric switching-mode allow truncated

threshold コマンドを入力します。

mod の有効値は、しきい値です。

例 次に、truncated モードを指定する例を示します。

Router(config)# fabric switching-mode allow truncated
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。
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fabric switching-mode force bus-mode
ファブリック対応モジュールを強制的にバス スイッチング モードに設定するには、fabric

switching-mode force bus-modeコマンドを使用します。truncated モードに切り替えるためにモジュー

ルの電源をオフ / オンするには、このコマンドの no 形式を使用します。

fabric switching-mode force bus-mode

no fabric switching-mode force bus-mode

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

このコマンドは次のモジュールに適用されます。

• WS-SVC-FWM-1-K9 ― ファイアウォール サービス モジュール

• WS-SVC-IDS2-BUN-K9 ― IDSM

• WS-SVC-MWAM-1 ― マルチプロセッサ WAN アプリケーション モジュール

• WS-SVC-NAM-1 ― Network Analysis Module（NAM; ネットワーク解析モジュール）1

• WS-SVC-NAM-2 ― NAM 2

• WS-SVC-PSD-1 ― 固定ストレージ デバイス モジュール

• WS-SVC-SSL-1-K9 ― SSL モジュール

• WS-SVC-WLAN-1-K9 ― ワイヤレス LAN サービス モジュール

fabric switching-mode force busmode または no fabric switching-mode force busmode コマンドを入力

すると、ファブリック対応サービス モジュールは即座に電源オフ / オンします。モジュールのモー

ド変更は、電源オフ / オン後に有効になります。

例 次に、ファブリック対応モジュールを強制的にフロースルー スイッチング モードに設定する例を

示します。

Router(config)# fabric switching-mode force bus-mode
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXD5 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show fabric クロスバー ファブリックに関する情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
file verify auto

2-132
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

file verify auto
圧縮された Cisco IOS イメージのチェックサムを検証するには、file verify auto コマンドを使用しま

す。コピー動作後の自動検証をオフにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

file verify auto

no file verify auto

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト 検証は、コピー動作完了後に自動実行されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 回のコピー動作に対するデフォルト動作を上書きするには、copy /noverifyコマンドを入力します。

例 次に、圧縮された Cisco IOS イメージのチェックサムを検証する例を示します。

Router(config)# file verify auto
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

copy /noverify 現在のコピー動作に関する自動イメージ検証をディセーブルにします。

verify フラッシュ メモリ ファイル システム上のファイルのチェックサムを検証

したり、ファイルの MD5 シグニチャを計算します。
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flowcontrol
ポートがポーズ フレームを送信または受信するように設定するには、flowcontrol コマンドを使用

します。

flowcontrol {send | receive} {desired | off | on}

シンタックスの説明

デフォルト フロー制御のデフォルト値は、ポートの速度によって異なります。デフォルト設定は次のとおりで

す。

• ギガビット イーサネット ポートのデフォルトは、受信については off、送信については desired
です。

• ファスト イーサネット ポートのデフォルトは、受信については off、送信については on です。

• 24 ポート 100BASE-FX モジュールおよび 48 ポート 10/100 BASE-TX RJ-45 モジュールのデフォ

ルトは、送受信とも off です。

• 10 ギガビット イーサネット ポートは、ポーズ フレームに応答するように永続的に設定されて

おり、送信についてのデフォルトは off です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン send および desired のキーワードをサポートするのはギガビット イーサネット ポートだけです。

ポーズ フレームは、バッファがいっぱいであるために一定期間フレームの送信を停止するよう送信

元に通知する、特殊なパケットです。

Cisco 7600 シリーズ ルータのギガビット イーサネット ポートはフロー制御を使用して、一定時間、

ポートへのパケットの伝送を禁止します。他のイーサネットはフロー制御を使用して、フロー制御

要求に応答します。

ギガビット イーサネット ポートの受信バッファがいっぱいになると、指定された期間中、パケッ

トの送信を遅らせるようにリモート ポートに要求する「ポーズ」パケットが送信されます。すべて

のイーサネット ポート（1000 Mbps、100 Mbps、および 10 Mbps）は、他のデバイスから「ポーズ」

パケットを受信し、これに応答できます。

send ポートがポーズ フレームを送信するよう指定します。

receive ポートがポーズ フレームを処理するよう指定します。

desired リモート ポートが、on、off、または desired のいずれに設定されていても、

予測可能な結果を取得します。

オフ ローカル ポートがリモート ポートからのポーズ フレームを受信して処理し

たり、リモート ポートへポーズ フレームを送信したりするのを禁止します。

on ローカル ポートがリモート ポートからのポーズ フレームを受信して処理し

たり、リモート ポートへポーズ フレームを送信したりするのをイネーブルに

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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ギガビット イーサネット以外のポートは、受信済みポーズ フレームを無視（disable）するか、ま

たは再度応答（enable）するように設定できます。

receive を使用した場合、on および desired のキーワードの結果は同一になります。

すべての Cisco 7600 シリーズ ルータギガビット イーサネット ポートがリモート デバイスからポー

ズ フレームを受信し、処理できます。

予想可能な結果を取得するには、次の注意事項に従ってください。 

• send on は、リモート ポートが receive on または receive desired に設定されている場合にのみ使

用します。

• send off は、リモート ポートが receive off または receive desired に設定されている場合にのみ

使用します。

• receive on は、リモート ポートが send on または send desired に設定されている場合にのみ使用

します。

• send off は、リモート ポートが receive off または receive desired に設定されている場合にのみ

使用します。

例 次に、いかなるレベルにおいてもリモート ポートによるフロー制御をサポートしないようにローカ

ル ポートを設定する例を示します。

Router(config-if)# flowcontrol receive off
Router(config-if)#

Router(config-if)# flowcontrol send off
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces flowcontrol フロー制御情報を表示します。
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format
クラス A またはクラス C フラッシュ ファイル システムをフォーマットするには、format コマンド

を使用します。

クラス A フラッシュ ファイル システムの場合

format bootflash: [spare spare-number] filesystem1: [[filesystem2:][monlib-filename]]

クラス C フラッシュ ファイル システムの場合

format filesystem1: 

注意 予備に一定数のメモリ セクタを確保しておいてください。セクタの一部に障害が発生した場合で

も、フラッシュ PC カードのほとんどがそのまま使用できます。予備セクタを確保していないと、

セクタの一部に障害が発生した場合、フラッシュ PC カードを再フォーマットしなければなりませ

ん。

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• monlib-filename は、システム ソフトウェアにバンドルされているファイルの名前です。

• spare-number は、ゼロ（0）です。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン bootflash:、slot0:、sup-slot0:、sup-bootflash: キーワードは、Supervisor Engine 2 を搭載した Cisco

7600 シリーズ ルータでサポートされます。

このコマンドを使用して、クラス A またはクラス C フラッシュ ファイル システムをフォーマット

します。

disk0: および disk1: はクラス C ファイル システムです。

bootflash:、slot0:、sup-slot0:、sup-bootflash: はクラス A ファイル システムです。

spare spare-number （任意）フォーマットされたフラッシュ メモリに確保する予備セクタ数を

指定します。有効値は、0 ～ 16 です。

filesystem1: フォーマットするファイル システム。有効値は disk0:、disk1:、bootflash:、

slot0:、sup-slot0:、および sup-bootflash: です。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

filesystem2: （任意）monlib ファイルを含むファイル システム。monlib ファイルは、あ

とにコロンが付く filesystem1 のフォーマットに使用されます。

monlib-filename （任意）filesystem1 引数のフォーマットに使用される ROM モニタ ライブラ

リ ファイル（monlib ファイル）名 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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新しいフラッシュ PC カードを挿入し、イメージをロードするか、またはコンフィギュレーション

ファイルをフラッシュ PC カードにバックアップすることが必要になる場合があります。新しいフ

ラッシュ PC カードを使用する前には、フラッシュ PC カードをフォーマットしなければなりませ

ん。

フラッシュ PC カードのセクタには、障害が発生する可能性があります。format コマンドの任意の

spare 引数を使用して予備セクタ数（0 ～ 16）を指定し、一部のフラッシュ PC カード セクタを「予

備」として確保してください。緊急用に小さい数の予備セクタを確保した場合、ほとんどのフラッ

シュ PC カードをそのまま使用できます。予備セクタに 0 を指定し、セクタの一部に障害が発生し

た場合、フラッシュ PC カードを再フォーマットする必要があり、すべての既存のデータが消去さ

れます。

monlib ファイルは、ROM モニタ ライブラリです。ROM モニタは、このファイルを使用して、フ

ラッシュ ファイル システムのファイルにアクセスします。Cisco IOS システム ソフトウェアには、

monlib ファイルがあります。

HSA（ハイ システム アベイラビリティ）を使用している場合に monlib-filename 引数を指定しない

と、システムは ROM モニタ ライブラリ ファイルをスレーブ イメージ バンドルから取得します。

monlib-filename引数を指定した場合、システムはファイルがスレーブ デバイスにあるとみなします。

コマンド構文では、filesystem1:はフォーマットするデバイスを指定します。filesystem2:は、filesystem1:

のフォーマットに使用される monlib ファイルが格納されたオプションのデバイスを指定します。オ

プションの filesystem2: および monlib-filename 引数を省略した場合は、システム ソフトウェアにバ

ンドルされている monlib ファイルを使用して、filesystem1: をフォーマットします。オプションの

filesystem2: 引数のみを省略した場合は、cd コマンドで指定されたデバイスの monlib ファイルを使

用して、filesystem1: をフォーマットします。オプションの monlib-filename 引数だけを省略した場合

は、filesystem2: の monlib ファイルを使用して、filesystem1: をフォーマットします。両方の引数

（filesystem2: および monlib-filename）を指定した場合は、指定されたデバイスの monlib ファイルを

使用して、filesystem1: をフォーマットします。filesystem1: 独自の monlib ファイルをこの引数に指

定できます。monlib ファイルが見つからない場合、フォーマットが打ち切られます。

disk0: キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

例 次に、スロット 0 に挿入されたコンパクト フラッシュ PC カードをフォーマットする例を示します。

Router# format disk0:
Running config file on this device, proceed? [confirm]y
All sectors will be erased, proceed? [confirm]y
Enter volume id (up to 31 characters): <Return>
Formatting sector 1 (erasing)
Format device disk0 completed

コンソールが EXEC プロンプトに戻ると、新しいコンパクト フラッシュ PC カードのフォーマット

が成功し、使用が可能になります。

関連コマンド コマンド 説明

cd デフォルト ディレクトリまたはファイル システムを変更します。

copy コピー元からコピー先へファイルをコピーします。

delete フラッシュ メモリ デバイスまたは NVRAM（不揮発性 RAM）からファイ

ルを削除します。

show file systems 利用可能なファイル システムを表示します。

undelete フラッシュ ファイル システム上で [deleted] とマークされているファイル

を復元します。
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fsck
フラッシュ ファイル システムの損傷をチェックして、問題を修復するには、fsck コマンドを使用

します。

fsck [/automatic | disk0: | slavedisk0:]

シンタックスの説明

デフォルト disk0: を指定しない場合は、現在のファイル システムがチェックされます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン disk0: または slavedisk0: ファイル システムのみが、Cisco 7600 シリーズ ルータ内で fsck を実行でき

ます。slavedisk0: オプションは、冗長スーパーバイザ エンジン システムの場合のみ表示されます。

このコマンドが有効なのは、クラス C フラッシュ ファイル システム、PCMCIA（パーソナル コン

ピュータ メモリ カード国際協会）ATA フラッシュ ディスクおよびコンパクト フラッシュ ディス

クだけです。

fsck slavedisk0: コマンドの出力は、fsck disk0: コマンドの出力と類似しています。

引数を入力しない場合、現在のファイル システムが使用されます。現在のファイル システムを表

示するには、pwd コマンドを使用します。

disk0: または slavedisk0: オプションを入力した場合、fsck ユーティリティは選択されたファイル シ

ステムに問題があるかどうかをチェックします。問題が検出された場合、問題を修復するかを問い

合わせるプロンプトが表示されます。

/automatic キーワードを入力した場合、自動モードにするか確認するプロンプトが表示されます。

自動モードでは、問題が自動的に修復され、確認のプロンプトが表示されません。

/automatic （任意）自動モードを指定します。詳細については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

disk0: （任意）チェックするファイル システムを指定します。

slavedisk0: （任意）チェックする冗長スーパーバイザ エンジンのファイル システムを

指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-9 に、fsck ユーティリティが実行するチェック内容とアクション内容を示します。

表 2-9 fsck ユーティリティのチェック内容およびアクション内容

チェック内容 アクション内容

ブート セクタおよびパーティション テーブルをチェック

し、エラーをレポートします。

アクションはありません。

初のセクタの 終 2 バイト（それぞれが、0x55 および

0xaa）にシグニチャをつけてメディアを検証します。

アクションはありません。

os_id をチェックして、FAT-12 または FAT-16 のファイル

システムかどうか検出します（有効値は、0、1、4、および 6）。

アクションはありません。

FAT のフィールド番号（正しい値は、1 および 2）をチェッ

クします。

アクションはありません。

次の値をチェックします。

• n_fat_sectors は 1 以上である必要があります。

• n_root_entries は 16 以上である必要があります。

• n_root_sectors は 2 以上である必要があります。

• base_fat_sector、n_sectors_per_cluster、n_heads、
n_sectors_per_track は 0 以外の値です。

アクションはありません。

次のエラーについてファイルおよび FAT をチェックします。

FAT に無効なクラスタ番号がないかチェックします。 クラスタがファイル チェーンの一部である場合、クラスタ

が End of File（EOF）に変更されます。クラスタがファイ

ル チェーンの一部でない場合、クラスタは空リストおよび

未使用のクラスタ チェーンに追加されます。表 2-10 には、

有効なクラスタ番号が示されており、表 2-10 に一覧表示さ

れていない番号は、無効の番号となります。

ファイルのクラスタ チェーンのループをチェックします。 ループが壊れている場合、ループが発生したクラスタで

ファイルが切り捨てられます。

ゼロ以外のサイズ フィールドがないかディレクトリを

チェックします。

ゼロ以外のサイズ フィールドを持つディレクトリが見つ

かると、サイズが 0 にリセットされます。

無効な開始クラスタ ファイル番号がないかチェックしま

す。

ファイルの開始クラスタ番号が無効である場合、ファイル

が削除されます。

不良または空クラスタのファイルがないかチェックしま

す。

ファイルに不良または空クラスタが含まれる場合、ファイ

ルは 後の正常なクラスタ（たとえば、この不良または空

クラスタをポイントするクラスタ）で切り捨てられます。

ファイルのクラスタ チェーンがサイズ フィールドに指定

されたものより長くないかチェックします。

ファイルのクラスタ チェーンがサイズ フィールドで指定

されたものより長い場合、ファイル サイズが再計算され、

ディレクトリ エントリが更新されます。

複数のファイルが同じクラスタを共有していないか（クロ

スリンクされていないか）チェックします。

複数のファイルがクロスリンクされている場合、修復を許

可するようにプロンプトが表示され、ファイルの 1 つが切

り捨てられます。

ファイルのクラスタ チェーンがサイズ フィールドに指定

されたものより短くないかチェックします。

ファイルのクラスタ チェーンがサイズ フィールドで指定

されたものより短い場合、ファイル サイズが再計算され、

ディレクトリ エントリが更新されます。

未使用のクラスタ チェーンがないかチェックします。 未使用のクラスタ チェーンが見つかった場合、新しいファ

イルが作成され、fsck-start cluster という名前でそのファイ

ルにリンクされます。
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例 次に、現在のファイル システムに対してチェックを実行する例を示します。

Router# fsck
 Checking the boot sector and partition table...
 Checking FAT, Files and Directories...
 Files
 1) disk0:/FILE3 and
 2) disk0:/FILE2
 have a common cluster.
 Press 1/2 to truncate or any other character to ignore[confirm] q
 Ignoring this error and continuing with the rest of the check...
 Files
 1) disk0:/FILE5 and
 2) disk0:/FILE4
 have a common cluster.
 Press 1/2 to truncate or any other character to ignore[confirm] 1
 File disk0:/FILE5 truncated.
 Files
 1) disk0:/FILE7 and
 2) disk0:/FILE6
 have a common cluster.
.
.
.
1) disk0:/FILE15 and
 2) disk0:/FILE13
 have a common cluster.
 Press 1/2 to truncate or any other character to ignore[confirm] i
 Ignoring this error and continuing with the rest of the check...
 Reclaiming unused space...
 Created file disk0:/fsck-11 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-20 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-30 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-35 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-40 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-46 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-55 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-62 for an unused cluster chain
 Created file disk0:/fsck-90 for an unused cluster chain
 Updating FAT...
 fsck of disk0: complete
Router# 

表 2-10 有効なクラスタ番号

クラスタ FAT-12 FAT-16

チェーン内にある次のエントリ 2 ～ FEF 2 ～ FFEF

チェーン内の 終エントリ FF8 ～ FFF FFF8 ～ FFFF

有効なクラスタ 0 0

不良クラスタ FF7 FFF7
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hold-queue
インターフェイスの IP 出力キューのサイズを制限するには、hold-queue コマンドを使用します。デ

フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

hold-queue length {in | out}

no hold-queue {in | out}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 入力ホールドキュー制限は 75 パケットです。

• デフォルトの出力ホールドキュー制限は 40 パケットです。

• 非同期インターフェイスのデフォルトは 10 パケットです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM（オプティカル サービス モジュール）ではサポートされません。

デフォルト制限により、誤動作中のインターフェイスによるメモリの過剰消費が防止されます。

キュー サイズには上限が固定されていません。

Cisco IOS ソフトウェアはデフォルトの 10 パケットの制限値を使用して、複数のバックツーバック

ルーティング アップデートをキューに格納できます。これは、非同期インターフェイス専用のデ

フォルトです。他のメディア タイプでは、デフォルト値が異なります。

ホールド キューおよびプライオリティ キューイングに関する注意事項は次のとおりです。

• ホールド キューには、ネットワークから着信し、クライアントへの送信を待機しているパケッ

トが格納されます。非同期インターフェイスでは、キュー サイズを 10 パケット以下に設定す

ることを推奨します。その他の一般的なインターフェイスでは、キュー長を 100 パケット以下

に設定してください。

• 入力ホールド キューは、単一インターフェイスに入力パケットが過剰に着信した場合に、ネッ

トワーク サーバのフラッディングを防止します。システムのインターフェイスに過剰な入力パ

ケットが着信した場合、制限を超える入力パケットはドロップされます。

• プライオリティ出力キューイングを使用する場合、priority-list グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用して、4 つの出力キューの長さを設定できます。ただし、この場合は、

hold-queue コマンドを使用して出力ホールドキューの長さを設定できません。

• 低速リンクの場合は、出力ホールドキュー制限を小さくしてください。このようにすると、リ

ンクの伝送能力を超える速度でパケットが格納されなくなります。

length キュー内の 大パケット数。有効値は 0 ～ 65535 です。

in 入力キューを指定します。

out 出力キューを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• 高速リンクの場合は、出力ホールドキュー制限を大きくしてください。高速リンクは短い間ビ

ジーになる（ホールド キューが必要となる）ことがありますが、能力が回復すると、出力ホー

ルド キューを短時間で空にできます。

• 現在のホールドキュー設定、およびホールドキュー オーバーフローによってドロップされるパ

ケット数を表示するには、EXEC モードで show interfaces コマンドを使用します。

注意 ホールド キューの値を大きくすると、ネットワーク ルーティングおよび応答時間に悪影響が及ぶ

ことがあります。シーケンス / アクノレッジ パケットを含むプロトコルを使用してラウンドトリッ

プ時間を判別する場合は、出力キューのサイズを大きくしないでください。代わりに、パケットを

ドロップし、空き帯域幅に合わせて送信速度を低下させるようホストに通知するように、Cisco 7600
シリーズ ルータをプログラムすることを推奨します。また、ネットワーク内で同じパケットの重

複コピーを作成しないでください。

例 次に、低速シリアル ラインに小さな入力キューを設定する例を示します。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# hold-queue 30 i

関連コマンド コマンド 説明

priority-list プロトコル タイプに基づいてキューイングのプライオリティを確
立します。

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。
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hw-module boot
モジュールの起動オプションを電源管理バス コントロール レジスタを介して指定するには、

hw-module boot コマンドを使用します。

hw-module {module num} {boot [value] {config-register | eobc | {flash image} | rom-monitor}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、CMM だけです。

boot value 引数の有効値は次のとおりです。

0 ― モジュールのコンフィギュレーション レジスタの値を指定します。

1 ― フラッシュ メモリ内の 初のイメージを指定します。

2 ― フラッシュ メモリ内の 2 番めのイメージを指定します。

3 ― モジュールのリセット後、ROM モニタ モードになります。

4 ― EOBC を介したダウンロード イメージを指定します。

例 次に、モジュールのコンフィギュレーション レジスタの値を使用して、スロット 6 にあるモジュー

ルをリロードする例を示します。

Router# hw-module slot 1/6 boot config-register
Router# 

次に、EOBC を介してダウンロードされたイメージを使用して、スロット 3 にあるモジュールをリ

ロードする例を示します。

Router# hw-module slot 1/3 boot eobc
Router# 

module num コマンドを適用するモジュールの番号を指定します。

value （任意）モジュールの起動オプションの定数値。有効値は 0 ～ 15 です。詳

細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

config-register モジュールのコンフィギュレーション レジスタの値を使用して起動しま

す。

eobc EOBC を介してダウンロードしたイメージを使用して起動します。

flash image モジュールの内部フラッシュ メモリ内の、モジュールの起動オプションに

対応するイメージ番号を指定します。有効値は 1 および 2 です。

rom-monitor モジュールのリセット後、ROM モニタ モードになります。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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hw-module fan-tray version
ファンタイプ（高出力または低出力）バージョンを設定するには、hw-module fan-tray version コマ

ンドを使用します。

hw-module fan-tray version [1 | 2]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 高出力のファン トレイを取り付ける前に、hw-module fan-tray version 2 コマンドを入力して、電源

装置の互換性や電力容量など構成上の問題がないかどうか確認します。問題がない場合、ファン ト

レイをバージョン 1 からバージョン 2 へ変更するようにメッセージが表示されます。この時点で古

いファン トレイを取り出し、すぐに新しい高出力のファン トレイを挿入します。

hw-module fan-tray version 2 コマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タに適用されます。このコマンドは Supervisor Engine 720 または Supervisor Engine 32 が搭載された

システムでは必要ありません。

このコマンドは、次のシャーシでサポートされています。

• WS-C6506

• WS-C6509

• WS-C6509-NEB/OSR7609

高出力のファン トレイを搭載する場合は、バージョンを 2 に設定します。

低出力のファン トレイにダウングレードする場合は、バージョンを 1 に設定します。

コマンドを実行すると、ファンの電力消費または冷却能力は変わらずに、バックプレーン IDPROM

が更新されます。新しい値は、次回にファンを搭載した場合から有効になります。

このコマンドを実行すると、コンフィギュレーションがチェックされ、確認用プロンプトが表示さ

れます。コンフィギュレーションが不正な場合（電源装置に互換性がない場合など）は、警告が表

示され、コマンドは失敗します。

例 次に、ファン トレイのファン タイプを低出力に設定する例を示します。

Router # hw-module fan-tray version 1
Router # 

1 | 2 （任意）バージョン番号を指定します。詳細については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

hw-module power-supply power-cycle
電源装置の電源を再投入するには、hw-module power-supply power-cycle コマンドを使用します。

hw-module power-supply {1 | 2} power-cycle

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 冗長電源装置を搭載している場合、いずれか一方の電源装置の電源を再投入すると、その電源装置

のみ電源が再投入されます。両方の電源装置の電源を再投入すると、システムは停止し、10 秒後に

復帰します。

電源装置を 1 台のみ搭載している場合、その電源装置の電源を再投入すると、システムは停止し、

10 秒後に復帰します。

例 次に、電源装置の電源を再投入する例を示します。

Router# hw-module power-supply 2 power-cycle
Power-cycling the power supply may interrupt service.
Proceed with power-cycling? [confirm]
Power-cycling power-supply 1
22:10:23: %C6KPWR-SP-2-PSFAIL: power supply 1 output failed.
22:10:25: %C6KENV-SP-4-PSFANFAILED: the fan in power supply 1 has failed
22:10:33: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
22:10:33: %C6KENV-SP-4-PSFANOK: the fan in power supply 1 is OK
Router#

コマンド 説明

show environment cooling 冷却パラメータに関する情報を表示します。

1 | 2 電源の再投入を行う電源装置を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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hw-module reset
電源をいったんオフにしてから再びオンにすることによりモジュールをリセットするには、

hw-module reset コマンドを使用します。

hw-module {module num} reset 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン num 引数は、モジュール番号を指定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まりま

す。たとえば、13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

例 次に、特定のモジュールをリロードする例を示します。

Router # hw-module module 3 reset
Router # 

module num このコマンドを特定のモジュールに適用します。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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hw-module shutdown
モジュールをシャットダウンするには、hw-module shutdown コマンドを使用します。

hw-module {module num} shutdown 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、SSL サービス モジュールおよび NAM（ネットワーク解析モジュール）でサポー

トされています。

hw-module shutdown コマンドを入力してモジュールをシャットダウンする場合は、no power enable

module コマンドを入力し、そのあとで power enable module コマンドを入力して、モジュールを再

起動（電源を切断して再投入）する必要があります。

例 次に、モジュールをシャットダウンしてから再起動する例を示します。

Router# hw-module module 3 shutdown
Router# no power enable module 3
Router# power enable module 3

module num このコマンドを特定のモジュールに適用します。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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hw-module simulate link-up
指定されたモジュールでソフトリンクをイネーブルにするには、hw-module simulate link-up コマン

ドを使用します。ソフトリンクのディセーブル化の詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

hw-module {module num} simulate link-up 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、イーサネット モジュールのみです。

モジュールでソフトリンクをディセーブルにするには、次の手順のいずれかを実行する必要があり

ます。

• モジュール上のすべてのポートで、shutdown コマンドを入力してから、no shutdown コマンド

を入力します。

• hw-module reset コマンドを入力します。

モジュールにこのコマンドを適用すると、モジュール上のポート LED はグリーンに点灯し、リン

クアップ状態をシミュレートします。このコマンドは、インターフェイスにケーブル接続せずにイ

ンターフェイス コンフィギュレーションをテストする場合に使用できます。

num 引数は、モジュール番号を指定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まりま

す。たとえば、13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

例 次に、モジュールでソフトリンクをイネーブルにする例を示します。

Router# hw-module module 3 simulate link-up
Router# 

関連コマンド

module num このコマンドを特定のモジュールに適用します。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

コマンド 説明

hw-module reset 電源をオフにしてからオンにすることでモジュールをリセットし

ます。
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instance 
1 つまたは一連の VLAN（仮想 LAN）を MST インスタンスにマッピングするには、instance コマ

ンドを使用します。VLAN をデフォルトのインスタンス（CIST）に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

instance instance-id {vlans vlan-range}

no instance instance-id

シンタックスの説明

デフォルト VLAN はどの MST インスタンスにもマッピングされません（すべての VLAN は CIST インスタン

スにマッピングされます）。

コマンド モード MST コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlans vlan-range は、単一の値または範囲として入力できます。

マッピングは増分であり、絶対値ではありません。VLAN の範囲を入力した場合には、この範囲が

既存のインスタンスに追加されるか、既存のインスタンスから削除されます。

マッピングされていない VLAN は、CIST インスタンスにマッピングされます。

例 次に、VLAN の範囲を instance 2 にマッピングする例を示します。

Router(config-mst)# instance 2 vlans 1-100
Router(config-mst)# 

次に、特定の VLAN を instance 5 にマッピングする例を示します。

Router(config-mst)# instance 5 vlans 1100
Router(config-mst)# 

次に、VLAN の範囲を instance 2 から CIST インスタンスに移動する例を示します。

Router(config-mst)# no instance 2 vlans 40-60
Router(config-mst)# 

instance-id 指定された VLAN をマッピングするインスタンス。有効値は 0 ～ 4094 で

す。

vlans vlan-range 指定されたインスタンスにマッピングされる VLAN の番号を指定します。

有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF 次のようにこのコマンドが変更されました。

• インターフェイスは 65 まで設定できます。

• instance-id は 1 ～ 4094 まで指定できます。
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次に、instance 2 にマッピングされているすべての VLAN を再び CIST インスタンスに戻す例を示し

ます。

Router(config-mst)# no instance 2
Router(config-mst)# 

関連コマンド コマンド 説明

name（MST コンフィギュレーション 

サブモード）

MST リージョンの名前を設定します。

revision MST コンフィギュレーション リビジョン番号を設定し

ます。

show MST コンフィギュレーションを確認します。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション サブモードを開始します。
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interface
設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始す

るには、interface コマンドを使用します。

interface type number

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイス タイプは設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表 2-11 は、type の有効値を示します。

type 設定するインターフェイスのタイプ。有効値については、表 2-11 を参照

してください。

number モジュールおよびポート番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA tunnelキーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

表 2-11 有効なタイプ値

キーワード 定義

ethernet イーサネット IEEE 802.3 インターフェイス

fastethernet 100 Mbps イーサネット インターフェイス

gigabitethernet ギガビット イーサネット IEEE 802.3z インターフェイス

tengigabitethernet 10 ギガビット イーサネット IEEE 802.3ae インターフェイス

ge-wan ギガビット イーサネット WAN IEEE 802.3z インターフェイス。Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみでサポートされま

す。

pos Packet over SONET インターフェイス プロセッサのパケット OC-3 イン

ターフェイス。Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみでサポートされます。

atm ATM（非同期転送モード）インターフェイス。Supervisor Engine 2 が搭載

された Cisco 7600 シリーズ ルータのみでサポートされます。

vlan VLAN（仮想 LAN）インターフェイス。interface vlan コマンドを参照して

ください。

port-channel ポートチャネル インターフェイス。interface port-channel コマンドを参照

してください。

null ヌル インターフェイス。指定できる値は 0 です。

tunnel トンネル インターフェイス
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例 次に、モジュール番号が 2、ポート番号が 4 のイーサネット インターフェイスでインターフェイス

コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 2/4
Router(config)# 

関連コマンド

interface port-channel
ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モー

ドに入るには、interface port-channel コマンドを使用します。仮想インターフェイスまたはサブイ

ンターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface port-channel channel-number.[subinterface]

no interface port-channel channel-number.[subinterface]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、IDSM および NAM（ネットワーク解析モジュール）でサポートされていません。

このコマンドがサポートされるのは、EtherChannel、ファスト EtherChannel、ギガビット EtherChannel、

および 10 ギガビット EtherChannel のインターフェイスのみです。

Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、channel-number 引数は 1 ～ 256 の値を取ることができ、

ポート チャネル インターフェイスは 大 128 個です。

コマンド 説明

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。

channel-number このポートチャネル インターフェイスに割り当てられたチャネル番号。有

効値は 1 ～ 256 です。

subinterface （任意）設定するサブインターフェイス番号。有効値は 0 ～ 4294967295 で

す。 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE 次のようにこのコマンドが変更されました。

• Cisco 7600 シリーズ ルータの OSM-2+4GE-WAN+ OSM で、GE-WAN
インターフェイスを使用した、QinQ リンク バンドル上での拡張 QinQ
変換のサポートが追加されました。

• channel-number 引数は 1 ～ 256 の値を取ることができ、ポート チャネ

ル インターフェイスは 大 128 個です。
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Release 12.2(18)SXE より前のリリースでは、channel-number 引数は 1 ～ 256 の値を取ることができ、

ポート チャネル インターフェイスは 大 64 個です。

レイヤ 2 ポートチャネルはダイナミックに、または interface port-channel コマンドを入力して作成

できます。レイヤ 3 ポートチャネルを作成するには、interface port-channel コマンドを入力する必

要があります。レイヤ 3 ポートチャネルをダイナミックに作成することはできません。

1 つのチャネル グループには、ポートチャネルは 1 つだけです。

ポートチャネルのすべてのポートが、同一の DFC を搭載したモジュールに設定されている必要が

あります。別のモジュールにはポートを設定できません。

ファブリック非対応モジュールおよびファブリック対応モジュールを搭載したシステムでは、DFC

を搭載したモジュール ポート以外、すべてのモジュールのポートをバンドルできます。

注意 レイヤ 3 ポートチャネル インターフェイスは、ルーテッド インターフェイスです。物理ファスト

イーサネット インターフェイスでレイヤ 3 アドレスをイネーブルにしないでください。

interface port-channel コマンドを使用する場合、次の注意事項に従ってください。

• ISL（スイッチ間リンク）を設定する場合、SVI（スイッチ仮想インターフェイス）に IP アド

レスを割り当てる必要があります。

• CDP（シスコ検出プロトコル）を使用する場合は、物理ファスト イーサネット インターフェイ

ス上でだけ設定する必要があります。ポートチャネル インターフェイス上で設定することはで

きません。

• スタティック MAC（メディア アクセス制御）アドレスをポートチャネル インターフェイスに

割り当てない場合、MAC アドレスが自動的に割り当てられます。スタティック MAC アドレス

を割り当てたあとに、そのアドレスを削除した場合、MAC アドレスが自動的に割り当てられ

ます。

• QinQ リンク バンドル（ポートチャネル）仮想インターフェイスを作成するには、

interface port-channel および channel-group コマンドを使用します。このバンドルに割り当て

ることができるインターフェイスは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM 上の GE-WAN ポートのみです。

例 次に、チャネル グループ番号 256 でポートチャネル インターフェイスを作成する例を示します。

Router(config)# interface port-channel 256
Creating a switch port Po256. channel-group 256 is L2
Router(config-if)#

（注） show counters interface port-channel および show interface port-channel counters コマンドで表示さ

れるポートチャネル インターフェイス カウンタは、QinQ リンク バンドリングに GE-WAN を使用

するチャネル グループに対してはサポートされません。ただし、（counters キーワードのない）show
interface port-channel {number | number.subif} コマンドはサポートされます。

関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel インターフェイスを EtherChannel グループに割り当

て、設定します。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。
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interface range 
コマンドを複数のポートで同時に実行するには、interface range コマンドを使用します。

interface range {port-range | {macro name}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーションまたはインターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Release 12.2(18)SXE より前のリリースでは、既存の VLAN（仮想 LAN）SVI 上でのみ interface range

vlan コマンドを使用してください。VLAN SVI を表示するには、show running config コマンドを入

力します。表示されない VLAN には、interface range コマンドを使用できません。

Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、interface range vlan コマンドで入力した値は、既存のす

べての VLAN SVI に適用されます。

マクロを使用する前に、define interface-range コマンドで範囲を定義する必要があります。

ポート範囲に対して行われるすべての設定変更は NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されますが、

interface range コマンドで作成されたポート範囲は NVRAM に保存されません。

ポート範囲は次の 2 つの方法で入力できます。

• 大 5 つのポート範囲を指定

• 以前定義したマクロを指定

ポートまたはポート範囲マクロ名のいずれかを指定できます。ポート範囲は、同じポート タイプで

構成される必要があり、範囲内のポートは複数のスロットにまたがることはできません。

1 つのコマンドで 大 5 つのポート範囲を定義できます。それぞれの範囲はカンマで区切ってくだ

さい。

port-range ポート範囲。port-range に指定できる値のリストについては、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

macro name マクロ名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE 次のようにこのコマンドが変更されました。

• Supervisor Engine 720 では、スペースを入れても入れなくても範囲を

入力できます。たとえば、gigabitethernet 7/1 -7 または gigabitethernet
7/1-7 のように範囲を入力できます。

• VLAN の範囲を入力する場合、その範囲内に存在しない SVI（スイッ

チ仮想インターフェイス）はすべて作成されます。
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12.2(18)SXE より前のリリースでは、範囲を定義する場合は、次のように、ハイフン（-）の前後に

スペースを挿入する必要があります。

interface range gigabitethernet 7/1 -7, gigabitethernet9/5 -408

port-range を入力するときは、次のフォーマットを使用します。

card-type {slot}/{first-port} - {last-port}

card-type の有効値は次のとおりです。

• ethernet 

• fastethernet

• gigabitethernet

• loopback

• tengigabitethernet 

• tunnel

• ge-wan（Supervisor Engine 720 が搭載された Release 12.2(17b)SXA 以降のリリースの Cisco 7600
シリーズ ルータでサポートされます。ge-wan キーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された

Release 12.2(17d)SXB 以降のリリースの Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

• pos（Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます）

• atm（Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます）

• vlan vlan-id（有効値は 1 ～ 4094）

• port-channel interface-number（有効値は 1 ～ 256）

同じコマンドでマクロとインターフェイス範囲の両方を指定することはできません。マクロを作成

したあと、CLI（コマンドライン インターフェイス）でさらに範囲を入力することはできません。

すでにインターフェイス範囲を入力している場合は、CLI でマクロを入力することはできません。

port-range に 1 つのインターフェイスを指定することもできます。

例 次に、2 つのポート範囲でコマンドを実行する例を示します。

Router(config)# interface range fastethernet 5/18 -20, ethernet 3/1 -24
Router(config-if-range)#

次のコマンドは、ポート範囲マクロを実行する例を示します。

Router(config)# interface range macro macro1
Router(config-if-range)#

関連コマンド コマンド 説明

define interface-range インターフェイス範囲マクロを作成します。

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN のステータスおよび設定を表示

します。
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interface vlan
ダイナミック SVI（スイッチ仮想インターフェイス）の作成またはアクセスを行うには、interface

vlan コマンドを使用します。SVI を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface vlan vlan-id

no interface vlan vlan-id

シンタックスの説明

デフォルト ファスト EtherChannel は指定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン SVI は、特定の VLAN に対して 初に interface vlan vlan-id コマンドを入力したときに作成されま

す。vlan-id 値は、ISL（スイッチ間リンク）または 802.1Q カプセル化トランク上のデータ フレーム

に関連付けられる VLAN タグ、またはアクセス ポートに設定された VLAN ID に対応します。VLAN

インターフェイスが新たに作成されたときには常にメッセージが表示されるので、正しい VLAN 番

号が入力されたかどうかを確認できます。

no interface vlan vlan-id コマンドを入力して SVI を削除した場合、関連付けられた IDB ペアは強制

的に管理上のダウン ステートに設定され、削除とマークされます。削除されたインターフェイス

は、show interface コマンドでは表示することはできません。

削除されたインターフェイスに interface vlan vlan-id コマンドを入力すると、削除された SVI を元

に戻すことができます。インターフェイスは戻りますが、以前の設定の多くは消えてしまいます。

VLAN 1006 ～ 1014 は、Cisco 7600 シリーズ ルータの内部 VLAN であり、新しい VLAN の作成に使

用できません。

例 次に、interface vlan vlan-id コマンドを入力して新しい VLAN 番号を指定した場合の出力例を示し

ます。 

Router(config)# interface vlan 23
% Creating new VLAN interface.
Router(config)#

vlan-id VLAN（仮想 LAN）の番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD SVI を作成する場合にレイヤ 2 VLAN を作成するように、このコマンドが

変更されました。
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ip access-list hardware permit fragments 
ハードウェアですべての非初期フラグメントを許可するには、ip access-list hardware permit

fragments コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

ip access-list hardware permit fragments

no ip access-list hardware permit fragments

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト レイヤ 4 ポート情報および許可アクションを含む ACE（アクセス コントロール エントリ）によっ

て受信されたフローのすべてのフラグメントが許可されます。他のすべてのフラグメントは、ハー

ドウェアでドロップされます。このアクションは、このコマンド設定にかかわらず、ソフトウェア

で処理されたフローに対しても適用されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン レイヤ 4 ポート情報および許可結果を含む ACE に一致するフロー フラグメントはハードウェアで

許可され、他のすべてのフラグメントはドロップされます。レイヤ 4 ポート情報および許可アク

ションを含む ACE ごとに、エントリが TCAM に追加されます。このアクションにより、大きい

ACL（アクセス コントロール リスト）が TCAM に適応しなくなる可能性があります。その場合は、

ip access-list hardware permit fragments コマンドを使用して、ハードウェアですべての非初期フラ

グメントを許可してください。

（注） ip access-list hardware permit fragments コマンドを入力すると、ハードウェアですべての非初期フ

ラグメントを許可するように設定が変更されます。ip access-list hardware permit fragments コマン

ドの入力前に修正されたハードウェア設定は、変更されません。

（注） no ip access-list hardware permit fragments コマンドを入力すると、ハードウェア設定はデフォルト

設定に戻ります。no ip access-list hardware permit fragments の入力前に修正されたハードウェア設

定は、変更されません。

レイヤ 4 ポート情報および許可結果を含む ACE に一致するフローの初期フラグメントは、ハード

ウェアで許可されます。他のすべての初期フラグメントは、ハードウェアでドロップされます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、すべての非初期フラグメントをハードウェアで許可する例を示します。

Router(config)# ip access-list hardware permit fragments
Router(config)#

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no ip access-list hardware permit fragments
Router(config)#

関連コマンド

ip arp inspection filter vlan
DAI（ダイナミック ARP インスペクション）がイネーブルにされている場合に、スタティック IP

用に設定されたホストからの ARP を許可し、ARP アクセス リストを定義して VLAN（仮想 LAN）

に適用するには、ip arp inspection filter vlan コマンドを使用します。この機能をディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection filter arp-acl-name {vlan vlan-range} [static]

no ip arp inspection filter arp-acl-name {vlan vlan-range} [static]

シンタックスの説明

デフォルト 定義済み ARP ACL は、いずれの VLAN にも適用されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan-range には、スイッチとホストが属する VLAN を指定できます。VLAN ID 番号で識別される単

一の VLAN、ハイフンで区切られた VLAN の範囲、またはカンマで区切られた一連の VLAN を指

定できます。

ダイナミック ARP インスペクションのために VLAN に ARP ACL が適用される場合には、IP から

イーサネットへの MAC（メディア アクセス制御）バインディングのみを含む ARP パケットが ACL

と比較されます。VLAN 内のその他のタイプの着信パケットは、検査されることなくブリッジされ

ます。

コマンド 説明

show ip interface IP 用に設定されたインターフェイスの使用可能性ステータスを表

示します。

arp-acl-name Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）名

vlan-range VLAN 番号または範囲。有効値は 1 ～ 4094 です。

static （任意）ARP ACL 内の暗黙の定義を明示的定義として扱い、ACL 内の以前

のすべての句に一致しないパケットをドロップします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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このコマンドは、着信 ARP パケットを ARP ACL と比較し、ACL によって許可される場合にのみ

パケットを許可することを指定します。

明示的な拒否によりパケットが ACL によって拒否された場合には、パケットはドロップされます。

暗黙の拒否によりパケットが拒否された場合は、ACL が静的に適用されない場合は、パケットは

DHCP バインディングのリストと比較されます。

static キーワードを指定しない場合は、これはパケットを拒否する明示的な拒否が ACL 内に存在せ

ず、パケットが ACL 内のどの句にも一致しない場合は、パケットの許可または拒否は DHCP バイ

ンディングによって決定されることを意味します。

例 次に、DAI のために ARP ACL statc-hosts を VLAN 1 に適用する例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection filter static-hosts vlan 1
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP インスペクションおよび QoS（サービス品質）フィルタリング

に対する ARP ACL を設定し、ARP ACL コンフィギュレーション

サブモードを開始します。

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN に対する DAI のステータスを表示しま

す。
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ip arp inspection limit（インターフェイス コンフィギュレー

ション）
あるインターフェイスでの着信 ARP 要求および応答のレートを制限し、DoS 攻撃（サービス拒絶

攻撃）の際に DAI（ダイナミック ARP インスペクション）によるシステムの全リソースの消費を

抑止するには、ip arp inspection limit コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection limit {rate pps [{burst interval seconds}]} | none

no ip arp inspection limit

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ネットワークは、1 秒間に 15 台の新規ホストが接続するスイッチ ネットワークであると仮定

して、信頼できないインターフェイスでは rate pps は毎秒 15 パケットに設定されます。

• すべての信頼されたインターフェイスでは、レートは制限されません。

• burst interval seconds は 1 秒に設定されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 集約を反映するため、トランク ポートには高いレートを設定する必要があります。着信パケットの

レートがユーザ設定レートを超過すると、インターフェイスは errdisable ステートに移行します。

errdisable タイムアウト機能を使用すると、errdisable ステートのポートを削除できます。このレー

トは信頼されたインターフェイスと信頼されないインターフェイスの両方に適用されます。複数の

DAI 対応 VLAN に対するパケットを処理するために適切なレートをトランクに設定するか、または

none キーワードを使用してレートを無制限にします。

チャネル ポートへの着信 ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバからのパケットの着

信レートの合計と同じです。チャネル ポートに対するレート制限の設定は、必ずチャネル メンバ

への着信 ARP パケットのレートを確認したあとに行ってください。

設定されたレート以上のパケットを、スイッチが設定時間（バースト秒）以上連続して受信すると、

インターフェイスは errdisable ステートに移行します。

rate pps 1 秒間に処理する着信パケット数の上限を指定します。有効値は 1 ～

2048 pps です。

burst interval seconds （任意）モニタされているインターフェイスでの、高レートの ARP パ

ケットの連続時間（秒単位）を指定します。有効値は 1 ～ 15 秒です。

none 処理可能な着信 ARP パケット数のレートには上限がないことを指定

します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、着信 ARP 要求のレートを毎秒 25 パケットに制限する例を示します。

Router# config terminal
Router(config)# interface fa6/3
Router(config-if)# ip arp inspection limit rate 25
Router(config-if)# 

次に、着信 ARP 要求のレートを毎秒 20 パケットに制限し、インターフェイスのモニタ時間を連続

5 秒に設定する例を示します。

Router# config terminal
Router(config)# interface fa6/1
Router(config-if)# ip arp inspection limit rate 20 burst interval 5
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN（仮想 LAN）に対する DAI のステータス

を表示します。
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ip arp inspection log-buffer
ログ バッファに関連付けられたパラメータを設定するには、ip arp inspection log-buffer コマンドを

使用します。パラメータをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection log-buffer {{entries number} | {logs number} {interval seconds}}

no ip arp inspection log-buffer {entries | logs}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ダイナミック ARP インスペクションがイネーブル、拒否、またはドロップに設定されている場

合に、ARP パケットが記録されます。

• entries number は 32 です。

• logs number は毎秒 5 個です。

• interval seconds は 1 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン logs number の値が 0 の場合は、エントリはこのバッファに記録されません。

interval seconds キーワードおよび引数が 0 の場合は、即時に記録されます。

logs number と interval seconds の両方に 0 を入力することはできません。

指定されたフローの、 初にドロップされたパケットは即座に記録されます。同一フローの後続パ

ケットは登録されますが、即座には記録されません。後続パケットは、すべての VLAN（仮想 LAN）

が共有しているログ バッファに登録されます。このバッファからはレート制御に基づいて記録され

ます。

例 次に、45 エントリを保持するようにログ バッファを設定する例を示します。

Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection log-buffer entries 45
Router(config)# 

次に、ロギング レートを 3 秒間に 10 個に設定する例を示します。

Router(config)# ip arp inspection log-buffer logs 10 interval 3
Router(config)# 

entries number ログ バッファのエントリ数を指定します。有効値は 0 ～ 1024 です。

logs number インターバルの間に記録されるエントリ数を指定します。有効値は 0 ～

1024 です。

interval seconds ロギング レートを指定します。有効値は 0 ～ 86400（1 日）です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

ip arp inspection trust
着信 ARP パケットが検査されるインターフェイスのセットを決定する、ポート単位で設定可能な

信頼状態を設定するには、ip arp inspection trust コマンドを使用します。インターフェイスを信頼

できない状態に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection trust 

no ip arp inspection trust

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスを信頼できる状態に設定する例を示します。

Router# config terminal
Router(config)# interface fastEthernet 6/3
Router(config-if)# ip arp inspection trust 
Router(config-if)# 

関連コマンド

コマンド 説明

arp access-list ARP インスペクションおよび QoS（サービス品質）フィルタリング

に対する ARP ACL（アクセス コントロール リスト）を設定し、ARP

ACL コンフィギュレーション サブモードを開始します。

clear ip arp inspection log ログ バッファのステータスをクリアします。

show ip arp inspection log ログ バッファのステータスを表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN（仮想 LAN）に対する DAI（ダイナミッ

ク ARP インスペクション）のステータスを表示します。
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ip arp inspection validate
ARP インスペクションのための特定のチェックを実行するには、ip arp inspection validate コマンド

を使用します。ARP インスペクション チェックをディセーブルにするには、このコマンドの no 形

式を使用します。

ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip]

no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信元 IP アドレスは、すべての ARP 要求および応答で検査され、宛先 IP アドレスは ARP 応答で

のみ検査されます。アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255 およびすべての IP マルチキャスト アド

レスが含まれます。

src-mac の検査は、ARP 要求と応答の両方に対して行われます。dst-mac の検査は ARP 応答に対し

て行われます。

（注） 検査がイネーブルにされている場合は、異なる MAC アドレスを持つパケットは不正と判断され、

ドロップされます。

検査をイネーブルにする場合は、コマンドラインに 1 つ以上のキーワード（src-mac、dst-mac、お

よび ip）を指定します。コマンドを入力すると、以前の設定は上書きされます。コマンドで src-mac

と dst-mac の検査をイネーブルにし、次のコマンドで IP の検査のみをイネーブルにすると、あとの

コマンドの結果として、src-mac と dst-mac の検査はディセーブルにされます。

このコマンドの no 形式では、指定された検査のみがディセーブルにされます。無検査オプション

がイネーブルにされると、検査はディセーブルにされます。

例 次に、送信元 MAC の検査をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip arp inspection validate src-mac 
Router(config)# 

src-mac （任意）イーサネット ヘッダー内の送信元 MAC（メディア アクセス制御）アド

レスと、ARP の本体内の送信元 MAC アドレスを比較検査します。

dst-mac （任意）イーサネット ヘッダー内の宛先 MAC アドレスと、ARP の本体内の宛先

MAC アドレスを比較検査します。

ip （任意）ARP の本体を検査し、不正または予期しない IP アドレスを検出します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
ip arp inspection vlan

2-164
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

関連コマンド

ip arp inspection vlan
VLAN（仮想 LAN）単位で DAI（ダイナミック ARP インスペクション）をイネーブルにするには、

ip arp inspection vlan コマンドを使用します。DAI をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

ip arp inspection vlan vlan-range

no ip arp inspection vlan vlan-range

シンタックスの説明

デフォルト すべての VLAN の ARP インスペクションがディセーブルにされます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan-range には、VLAN ID 番号で識別される単一の VLAN、ハイフンで区切られた VLAN の範囲、

またはカンマで区切られた一連の VLAN を指定できます。

DAI をイネーブルにする VLAN を指定する必要があります。VLAN が作成されていないか、または

プライベート VLAN である場合には、設定された VLAN 上で DAI は機能しません。

例 次に、VLAN 1 で DAI をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip arp inspection vlan 1
Router(config)# 

関連コマンド

コマンド 説明

arp access-list ARP 検査および QoS（サービス品質）フィルタリングに対する ARP

ACL（アクセス コントロール リスト）を設定し、ARP ACL コン

フィギュレーション サブモードを開始します。

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN（仮想 LAN）に対する DAI（ダイナミッ

ク ARP インスペクション）のステータスを表示します。

vlan-range VLAN 番号または範囲。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

arp access-list ARP 検査および QoS（サービス品質）フィルタリングに対する ARP

ACL（アクセス コントロール リスト）を設定し、ARP ACL コン

フィギュレーション サブモードを開始します。

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN に対する DAI のステータスを表示しま

す。
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ip arp inspection vlan logging
記録されるパケットのタイプを制御するには、ip arp inspection vlan logging コマンドを使用します。

ロギング制御をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match {matchlog | none} | dhcp-bindings {permit | all 
| none}} 

no ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match | dhcp-bindings}

シンタックスの説明

デフォルト 拒否またはドロップされたすべてのパケットが記録されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、matchlog キーワードは ACE（アクセス コントロール エントリ）では使用できま

せん。matchlog キーワードを入力した場合には、拒否されたパケットは記録されません。パケット

は、matchlog キーワードを有する ACE に対して一致した場合にのみ記録されます。

 acl-match キーワードと dhcp-bindings キーワードは、相互に結合します。ACL との比較に基づく

ロギングに設定すると、DHCP バインディング設定はディセーブルにされません。いくつかのロギ

ング基準をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。オプションを

指定しない場合は、ARP パケットが拒否された場合にすべてのロギング タイプが記録されるよう

にリセットされます。次の 2 つのオプションを指定できます。

• acl-match ― ACL との比較に基づくロギングは、拒否された場合に記録されるようにリセット

されます。

• dhcp-bindings ― DHCP バインディングに基づくロギングは、拒否された場合に記録されるよ

うにリセットされます。

vlan-range 指定されたインスタンスにマッピングされる VLAN（仮想 LAN）の番号。

番号は、単一の値または範囲として入力できます。有効値は 1 ～ 4094 です。

acl-match ACL（アクセス コントロール リスト）との比較に基づいて、ドロップま

たは許可されるパケットのロギング基準を指定します。

matchlog ACL に一致するパケットのロギングは、ACL の許可および拒否アクセス

制御エントリ内の、matchlog キーワードによって制御されます。

none ACL に一致したパケットを記録しないことを指定します。

dhcp-bindings ドロップまたは許可されたパケットに対するロギング基準を DHCP バイ

ンディングに対する一致に基づいて指定します。

permit DHCP バインディングによって許可された場合に記録することを指定し

ます。

all DHCP バインディングによって許可または拒否された場合に記録するこ

とを指定します。

none DHCP バインディングによって許可または拒否されたパケットのロギン

グすべてを抑止します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、ACL に一致したパケットを記録するように、VLAN 1 に ARP インスペクションを設定する

例を示します。

Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection vlan 1 logging acl-match matchlog 
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP 検査および QoS（サービス品質）フィルタリングに対する ARP

ACL を設定し、ARP ACL コンフィギュレーション サブモードを開

始します。

show ip arp inspection 特定の範囲にある VLAN に対する DAI のステータスを表示しま

す。
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ip auth-proxy max-login-attempts
ファイアウォール インターフェイスでのログイン試行回数を制限するには、ip auth-proxy

max-login-attempts コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ip auth-proxy max-login-attempts 1-maxint

no ip auth-proxy max-login-attempts

シンタックスの説明

デフォルト 1-maxint は 5 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

このコマンドをサポートするのは、ファイアウォール インターフェイスだけです。

大ログイン試行機能は、ウォッチ リスト機能とは独立しています。（ip access-list hardware permit

fragments コマンドを使用して）ウォッチ リストを設定せず 大ログイン試行数を設定した場合、

既存の認証プロキシ動作が発生しますが新しい再試行回数が表示されます。ウォッチ リストを設定

した場合、設定された試行回数に到達すると IP アドレスがウォッチ リストに追加されます。

例 次に、ファイアウォール インターフェイスにログイン試行の制限数を設定する例を示します。

Router(config-if)# ip auth-proxy max-login-attempts 4
Router(config-if)#

関連コマンド

1-maxint ログイン試行の 大回数。有効値は 1 ～ 2147483647 回です。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

clear ip auth-proxy watch-list 1 つまたはすべてのウォッチ リスト エントリを削除します。

ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストをイネーブルにして設定します。

show ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストに関する情報を表示します。
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ip auth-proxy watch-list
認証プロキシのウォッチ リストをイネーブルにして設定するには、ip auth-proxy watch-list コマン

ドを使用します。このコマンドの no 形式の詳細については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

ip auth-proxy watch-list {{add-item ip-addr} | enable | {expiry-time minutes}}

no ip auth-proxy watch-list [{add-item ip-addr} | expiry-time]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• minutes は 30 分です。

• ウォッチ リスト機能はディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

minutes の有効値は 0 から 32 ビットの正の 大整数（0x7FFFFFFF または十進数で 2147483647）で

す。minutes を 0（ゼロ）に設定すると、リスト内のエントリがそのままになります。

このコマンドをサポートするのは、ファイアウォール インターフェイスだけです。

このコマンドの no 形式は、次の場合に使用します。

• no ip auth-proxy watch-list ― ウォッチ リスト機能をディセーブルにします。

• no ip auth-proxy watch-list add-item ip-addr ― ウォッチ リストから IP アドレスを削除します。

• no ip auth-proxy watch-list expiry-time ― デフォルト設定に戻ります。

ウォッチ リストは、ポート 80 に対して開いている TCP 接続の IP アドレスと、何もデータを送信

していない IP アドレスとで構成されています。このタイプの IP アドレスから（ポート 80 への）新

しい接続は許可されず、パケットはドロップされます。

エントリは、expiry-time minutes で指定した時間だけウォッチ リストに残ります。

ウォッチ リストをディセーブルにすると、新しいエントリはウォッチ リストに追加されませんが、

セッションは SERVICE_DENIED ステートになります。2 分後にタイマーがセッションを削除しま

す。

add-item ip-addr ウォッチ リストに IP アドレスを追加します。

enable ウォッチ リストをイネーブルにします。

expiry-time minutes エントリがウォッチ リストにある期間を指定します。有効値については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、認証プロキシ ウォッチ リストをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip auth-proxy watch-list enable
Router(config-if)#

次に、認証プロキシ ウォッチ リストをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip auth-proxy watch-list
Router(config-if)#

次に、ウォッチ リストに IP アドレスを追加する例を示します。

Router(config-if)# ip auth-proxy watch-list add-item 12.0.0.2
Router(config-if)#

次に、エントリがウォッチ リスト内にある期間を設定する例を示します。

Router(config-if)# ip auth-proxy watch-list expiry-time 29
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

clear ip auth-proxy watch-list 1 つまたはすべてのウォッチ リスト エントリを削除しま

す。

ip auth-proxy max-login-attempts ファイアウォール インターフェイスでのログイン試行回

数を制限します。

show ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストに関する情報を表示しま

す。
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ip cef table consistency-check
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）テーブル一貫性チェッカーのタイプおよびパラメー

タをイネーブルにするには、ip cef table consistency-check コマンドを使用します。一貫性チェッカー

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip cef table consistency-check [type {lc-detect | scan-lc | scan-rib | scan-rp}] [count count-number] 
[period seconds]

ip cef table consistency-check [settle-time seconds]

no ip cef table consistency-check [type {lc-detect | scan-lc | scan-rib | scan-rp}] [count count-number] 
[period seconds]

no ip cef table consistency-check [settle-time seconds]

シンタックスの説明

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

type （任意）設定する一貫性チェックのタイプを指定します。

lc-detect （任意）モジュールが不明プレフィクスを検出するように指定します。

scan-lc （任意）モジュールにテーブルのパッシブ スキャン チェックを指定しま

す。

scan-rib （任意）Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）に、RIB を対象にし

たテーブルのパッシブ スキャン チェックを指定します。

scan-rp （任意）RP にテーブルのパッシブ スキャン チェックを指定します。

count count-number （任意）各スキャンでチェックする 大プレフィクス数を指定します。有

効値は 1 ～ 225 です。

period seconds （任意）スキャン間隔を指定します。有効値は 30 ～ 3600 秒です。

settle-time seconds （任意）候補プレフィクスの更新が矛盾しているとして無視される期間を

指定します。有効値は 1 ～ 3600 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン このコマンドは、CEF テーブル一貫性チェッカーおよびパラメータを表 2-12 に示された検出メカ

ニズム タイプに設定します。

例 次に、CEF テーブル一貫性チェッカーをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip cef table consistency-check
Router(config)# 

関連コマンド

表 2-12 検出メカニズム タイプ

+ 動作環境 説明

Lc-detect モジュール モジュール上で動作し、FIB（転送情報ベース）テーブルで不明

であると検出された IP プレフィクスを検索します。IP プレフィ

クスが不明の場合、モジュールはこのアドレスのパケットを転

送できません。Lc-detect は、確認のため RP に IP プレフィクス

を送信します。RP がアドレスに関連するエントリがあることを

検出すれば、矛盾が検出され、システム メッセージが表示され

ます。また、IP プレフィクスが矛盾していることを確認するた

めに RP はモジュールに信号を返します。

Scan-lc モジュール モジュール上で動作し、FIB テーブルを設定可能な時間内で検出

し、RP に次の n 個のプレフィクスを送信します。RP は、完全

一致検索を実行します。RP が不明のプレフィクスを見つけた場

合、RP は矛盾をレポートします。 後に、RP が確認のために

モジュールに信号を返します。

Scan-rp ルート プロセッサ RP 上で動作し（scan-lc の逆）、FIB テーブルを設定可能な時間

内で検出し、次の n 個のプレフィクスをモジュールに送信しま

す。モジュールは、完全一致検索を実行します。不明のプレフィ

クスを見つけた場合、モジュールは矛盾をレポートし、 終的

に確認のため RP に信号を返します。

Scan-rib ルート プロセッサ すべての RP 上で動作し（割り当てられていない場合でも）、RIB

をスキャンし、確実にプレフィクス エントリが RP FIB テーブル

に存在するようにします。

コマンド 説明

clear ip cef inconsistency CEF 一貫性チェッカーの統計情報および記録情報をクリアします。

show ip cef inconsistency IP CEF の不一致を表示します。
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ip dhcp relay information option trust-all 
DHCP リレー エージェント情報オプションの信頼できる送信元として、すべてのインターフェイス

をイネーブルにするには、ip dhcp relay information option trust-all コマンドを使用します。デフォ

ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp relay information option trust-all

no ip dhcp relay information option trust-all

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト DHCP サーバはリレー情報を挿入しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ケーブル アクセス ルータ終端システムで使用します。この機能を使用すると、

DHCP サーバは要求の送信元ユーザ（ケーブル アクセス ルータ）を識別し、この情報に基づいて

適切なアクションを開始できます。

例 次に、ルータ上のすべてのインターフェイスを信頼するように指定する例を示します。

Router(config)# ip dhcp relay information option trust-all
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip dhcp relay information trusted-sources 設定済みの信頼できるインターフェイスをす

べて表示します。
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ip dhcp relay information trust 
DHCP リレー エージェント情報の信頼できる送信元として、特定のインターフェイスをイネーブル

にするには、ip dhcp relay information trust コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp relay information trust

no ip dhcp relay information trust

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ルータのすべてのインターフェイスが信頼されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定のインターフェイスをリレー エージェント情報の信頼できる送信元として設定すると、そのイ

ンターフェイスは DHCP 検出または要求パケットを受信できるようになります。DHCP 検出または

要求パケットには、リレー エージェント情報オプションが格納されます。giaddr がゼロに設定され

ている場合、パケットはドロップされないで、設定済みヘルパー アドレスに転送されます。

例 次に、インターフェイスを信頼するように指定する例を示します。

Router(config)# ip dhcp relay information trust
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip dhcp relay information trusted-sources 設定済みの信頼できるインターフェイスをす

べて表示します。
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ip dhcp route connected
ルートを接続ルートとして指定するには、ip dhcp route connected コマンドを使用します。デフォ

ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp route connected

no ip dhcp route connected

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ルータのすべてのインターフェイスが信頼されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip dhcp route connected コマンドをイネーブルにすると、DHCP はルート データベースをデータベー

ス エージェントからダウンロードし、これらのルートが以前にスタティック ルートとして追加さ

れていても、接続ルートとして追加します。

例 次に、ルートを接続ルートとして指定する例を示します。

Router(config)# ip dhcp route connected
Router(config)# 

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip dhcp snooping 
DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマンドを使用しま

す。DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping 

no ip dhcp snooping 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ワイヤレス クライアントまたはモバイル ノードは、DHCP スヌーピング データベース内に対応す

るエントリがある場合にのみ、信頼できないワイヤレス ネットワークにアクセスします。グローバ

ルに DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマンドを入力し、トンネル

インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping packets コマ

ンドを入力します。DHCP スヌーピングをイネーブルにしたあとで、モバイル ノードで送受信され

る DHCP パケットがスヌーピングされ、DHCP スヌーピング データベースにデータが入力されま

す。

例 次に、DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config) # ip dhcp snooping
Router(config) #

次に、DHCP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config) # no ip dhcp snooping
Router(config) #

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp snooping packets トンネル インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイ

ネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping binding
DHCP バインディングを設定、生成してリブート後に復元するには、 ip dhcp snooping binding コマ

ンドを使用します。バインディング設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

ip dhcp snooping binding mac-address {vlan vlan} ip-address {interface interface interface-num} 
{expiry seconds}

no ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-# ip-address interface interface

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用してバインディングを追加または削除すると、バインディング データベースは

changed にマークされ、書き込みが開始されます。

DHCP スヌーピング データベースに書き込み可能なバインディングの 大数は 512 です。

例 次に、VLAN 1 内のインターフェイス gigabitethernet1/1 に、有効期限 1000 秒の DHCP バインディン

グを設定する例を示します。

Router# ip dhcp snooping binding 0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5 interface gi1/1 
expiry 1000
Router#

関連コマンド

mac-address MAC（メディア アクセス制御）アドレス

vlan vlan VLAN（仮想 LAN）番号を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

ip-address IP アドレス

interface interface インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、および tengigabitethernet です。

interface-number モジュールおよびポート番号

expiry seconds バインディングが無効になるまでの時間を指定します。有効値は 1 ～

4294967295 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング データベースを設定するには、ip dhcp snooping database コマンドを使用しま

す。

ip dhcp snooping database {bootflash:url | ftp:url | rcp:url | scp:url | tftp:url} 

ip dhcp snooping database {timeout timeout | write-delay time}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを入力する前に、インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要

があります。DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマンドを使用します。

例 次に、TFTP を使用してデータベース URL を指定する例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping database tftp://90.90.90.90/snooping-rp2
Router(config)#

次に、DHCP スヌーピング エントリを外部サーバに書き込むまでの時間を指定する例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping database write-delay 15
Router(config)#

関連コマンド

bootflash:url ブートフラッシュを使用したエントリを保存するための、データベース URL

を指定します。

ftp:url FTP を使用したエントリを保存するための、データベース URL を指定します。

rcp:url RCP を使用したエントリを保存するための、データベース URL を指定します。

scp:url SCP を使用したエントリを保存するための、データベース URL を指定します。

tftp:url TFTP を使用したエントリを保存するための、データベース URL を指定しま

す。

timeout timeout タイムアウトによる中断までの時間を指定します。有効値は 0～ 86400秒です。

write-delay time ローカル DHCP スヌーピング データベースにデータが追加されてから、DHCP

スヌーピング エントリを外部サーバに書き込みするまでの時間を指定しま

す。有効値は、15 ～ 86400 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping information option
DHCP のオプション 82 のデータ挿入をイネーブルにするには、ip dhcp snooping information option

コマンドを使用します。DHCP のオプション 82 のデータ挿入をディセーブルにするには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping information option [allow-untrusted]

no ip dhcp snooping information option

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ip dhcp snooping information option ― イネーブル

• ip dhcp snooping information option allow-untrusted ― ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 信頼できないインターフェイスを介してエッジ スイッチに接続された集約スイッチで 

ip dhcp snooping information option allow-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンド

を入力すると、集約スイッチはエッジ スイッチからのオプション 82 の情報を持つパケットを受け

入れます。集約スイッチは、信頼できないスイッチ インターフェイスを介して接続されたホストの

バインディングを学習します。ホストが接続された信頼できない入力インターフェイス上で集約ス

イッチがオプション 82 の情報を持つパケットを受信する一方で、ダイナミック ARP インスペク

ションや IP ソース ガードなどの DHCP セキュリティ機能は集約スイッチ上でイネーブルにしてお

くことができます。集約スイッチに接続されたエッジ スイッチのポートは、信頼できるインター

フェイスとして設定する必要があります。

信頼できないデバイスが接続された集約スイッチでは ip dhcp snooping information option

allow-untrusted コマンドを入力しないでください。このコマンドを入力した場合、信頼できないデ

バイスがオプション 82 の情報をスプーフィングする可能性があります。

例 次に、DHCP のオプション 82 のデータ挿入をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping information option
Router(config)# 

次に、DHCP のオプション 82 のデータ挿入をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping information option
Router(config)# 

allow-untrusted （任意）エッジ スイッチからのオプション 82 の情報を持つ着信 DHCP ス

ヌーピング パケットを受け入れるようにスイッチをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF2 allow-untrusted キーワードがこのコマンドに追加されました。
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次に、エッジ スイッチからのオプション 82 の情報を持つ着信 DHCP スヌーピング パケットを受け

入れるようにスイッチをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping information option allow-trusted
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping limit rate
インターフェイスが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセージの数を設定するには、ip dhcp snooping

limit rate コマンドを使用します。DHCP メッセージ レート制限をディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping limit rate rate

no ip dhcp snooping limit rate

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、レイヤ 2 スイッチポートおよびポートチャネル インターフェイ

スのみです。

一般に、このレート制限は信頼できないインターフェイスに適用されます。信頼されたインター

フェイスに対してレート制限を設定する場合は、信頼されたインターフェイスはスイッチ内のすべ

ての DHCP トラフィックを集約することに留意して、インターフェイスのレート制限を高い値に設

定する必要があります。

例 次に、スイッチが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセージの数を指定する例を示します。

Router(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 150
Router(config)# 

次に、DHCP メッセージ レート制限をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip dhcp snooping limit rate
Router(config)# 

関連コマンド

rate スイッチが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセージの数。有効値は 1 ～

4294967294 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping packets
トンネル インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping

packets コマンドを使用します。DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの

no 形式を使用します。

ip dhcp snooping packets

no ip dhcp snooping packets

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、レイヤ 2 スイッチポートおよびポートチャネル インターフェイ

スのみです。

このコマンドがサポートされるのは、WLSM が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみです。

ワイヤレス クライアントまたはモバイル ノードは、DHCP スヌーピング データベース内に対応す

るエントリがある場合にのみ、信頼できないワイヤレス ネットワークにアクセスします。グローバ

ルに DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマンドを入力し、トンネル

インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping packets コマ

ンドを入力します。DHCP スヌーピングをイネーブルにしたあとで、モバイル ノードで送受信され

る DHCP パケットがスヌーピングされ、DHCP スヌーピング データベースにデータが入力されま

す。

例 次に、DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping packets
Router(config)# 

次に、DHCP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping packets
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping verify mac-address
DHCP パケット内の送信元 MAC（メディア アクセス制御）アドレスと、信頼されないポート上の

クライアントのハードウェア アドレスの一致を検証するには、ip dhcp snooping verify mac-address

コマンドを使用します。検証をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping verify mac-address

no ip dhcp snooping verify mac-address

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 信頼されない DHCP スヌーピング ポートに対しては、クライアントが単一の MAC アドレスから複

数のアドレスを要求していることを確認するために、DHCP スヌーピングはクライアント ハード

ウェア アドレス フィールドの MAC アドレスを検証します。ポートを信頼するために ip dhcp

snooping verify mac-address コマンドを使用するか、またはクライアント ハードウェア アドレス

フィールドの MAC アドレス検証をディセーブルにしてポートを信頼されない状態のままにするた

めに no ip dhcp snooping verify mac-address コマンドを使用できます。

例 次に、DHCP パケット内の送信元 MAC アドレスと、信頼されないポートのクライアント ハード

ウェア アドレスの一致を検証する例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping verify mac-address
Router(config)#

次に、クライアント ハードウェア アドレス フィールドの MAC アドレスの検証をオフにする例を

示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip dhcp snooping vlan
VLAN（仮想 LAN）または VLAN のグループに対して DHCP スヌーピングをイネーブルにするに

は、ip dhcp snooping vlan コマンドを使用します。VLAN または VLAN のグループに対して DHCP

スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping vlan {number | vlanlist}

no ip dhcp snooping vlan {number | vlanlist}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン グローバル スヌーピングおよび VLAN スヌーピングがイネーブルの場合、DHCP スヌーピングは

VLAN でのみイネーブルになります。

VLAN の範囲は、1,3-5,7,9-11 のフォーマットで入力します。

例 次に、VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Router(config)# 

次に、VLAN 上で DHCP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping vlan 10
Router(config)# 

次に、VLAN のグループ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10,4-8,55
Router(config)# 

次に、VLAN のグループ上で DHCP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping vlan 10,4-8,55
Router(config)# 

関連コマンド

number | vlanlist VLAN 番号または VLAN のグループです。有効値は 1 ～ 4094 です。詳細

については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータ

スを表示します。
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ip flow-aggregation cache
フロー集約キャッシュを作成して、集約キャッシュ コンフィギュレーション モードを開始するに

は、ip flow-aggregation cache コマンドを使用します。コマンドを無効にしたり、デフォルト設定に

戻す場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow-aggregation cache {as | destination-prefix | prefix | protocol-port | source-prefix}

no ip flow-aggregation cache {as | destination-prefix | prefix | protocol-port | source-prefix}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• entries num は 4096 エントリです。

• active time は 30 分です。

• inactive time は 15 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン source-prefix 集約モードでは、送信元マスクのみが設定可能です。destination-prefix 集約モードでは、

宛先マスクのみが設定可能です。

フロー集約キャッシュ コンフィギュレーション モードを開始すると、次のコマンドが使用可能に

なります。

• cache {entries num} | {timeout {active time} | {inactive time}}

• default {cache {entries | timeout}} | enabled | {export destination}

• enabled

• export destination ip-addr udp-port-num

as Autonomous System（AS; 自律システム）集約キャッシュ方式を設定します。

destination-prefix 宛先プレフィクス集約キャッシュ方式を設定します。

prefix プレフィクス集約キャッシュ方式を設定します。

protocol-port プロトコル ポート集約キャッシュ方式を設定します。

source-prefix 送信元プレフィクス集約キャッシュ方式を設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、構文の説明を示します。

例 次に、自律システム集約キャッシュ方式をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip flow-aggregation cache as 
Router(config-flow-cache)# enable 
Router(config-flow-cache)# 

関連コマンド

cache NetFlow キャッシュ パラメータを設定します。

entries num フロー キャッシュ内のエントリ数を指定します。有効値は 1024 ～ 524288

です。

timeout フロー キャッシュのタイムアウト パラメータを指定します。

active time アクティブ フローのタイムアウトを指定します。有効値は 1 ～ 60 分です。

inactive time 非アクティブ フローのタイムアウトを指定します。有効値は 10 ～ 600 秒

です。

default コマンドをデフォルトに設定します。

enabled 集約キャッシュをイネーブルにします。

export destination フロー統計情報を送信するホストまたはポートを指定します。

ip-addr 宛先の IP アドレスまたはホスト名

udp-port-num UDP ポート番号。有効値は 1 ～ 65535 です。

コマンド 説明

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示します。
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ip flow-cache entries
NetFlow キャッシュに維持されるエントリ数を変更するには、ip flow-cache entries コマンドを使用

します。デフォルトのエントリ数に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow-cache entries number

no ip flow-cache entries

シンタックスの説明

デフォルト 65536 エントリ

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通常は、NetFlow キャッシュはデフォルトのサイズで十分です。ただし、フロー トラフィック レー

トの必要性に応じて、キャッシュ内に維持するエントリ数を増減できます。多量のフロー トラ

フィックがある環境（インターネット コア ルータなど）では、131072 などの大きな値を設定する

ことを推奨します。フロートラフィックに関する情報を入手するには、show ip cache flow コマンド

を使用してください。

各キャッシュ エントリの記憶容量は、約 64 バイトです。デフォルトのエントリ数を持つキャッシュ

の場合、約 4 MB の DRAM が必要です。フリーフローのキューから新規フローが取り出されるたび

に、フリーフローの数がチェックされます。フリーフローの数が残り少なくなると、NetFlow は、

タイムアウトを短縮し、30 個のフローをエージングしようとします。フリーフローが残り 1 個に

なった場合、NetFlow は、エージに関わらず 30 個のフローを自動的にエージングします。このアク

ションにより、フリーフロー エントリが常に使用可能になります。

注意 シスコでは、NetFlow のキャッシュ エントリ数の変更は推奨していません。この機能を誤って使用

すると、ネットワークに問題を発生させる原因になる可能性があります。NetFlow キャッシュ エン

トリ数をデフォルトに戻すには、no ip flow-cache entries コマンドを使用します。

例 次に、NetFlow キャッシュのエントリ数を 131072 に増やす例を示します。

Router(config)# ip flow-cache entries 131072
Router(config)# exit

関連コマンド

number NetFlow キャッシュに維持するエントリ数。エントリの有効値は 1024 ～

524288 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示します。
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ip flow-export
ハードウェア スイッチングされたフローの NDE（NetFlow データ エクスポート）をグローバルに

イネーブルにするには、ip flow-export コマンドを入力します。ハードウェア スイッチド フローの

NDE をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow-export 

no ip flow-export 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• バージョン 7

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトの NDE バージョンを変更するには、ip flow-export hardware version コマンドを使用し

ます。

例 次に、ハードウェア スイッチングされたフローの NDE をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip flow-export
Router(config)#

次に、ハードウェア スイッチングされたフローの NDE をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip flow-export
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

コマンド 説明

ip flow-export hardware version ハードウェア スイッチド フローの NDE バージョンを指定し

ます。

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関する情報を表示

します。
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ip flow-export destination
NetFlow キャッシュ エントリを特定の宛先にエクスポートするには、ip flow-export destination コマ

ンドを使用します。情報のエクスポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

ip flow-export destination {hostname | ip-address} udp-port 

no ip flow-export destination

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PFC3 および Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、冗長データ ストリームにより完全な NetFlow

データの受信可能性を向上するために、2 つの宛先 IP アドレスを入力できます。

ルータに複数の NetFlow エクスポート宛先を設定するには、ip flow-export destination コマンドを 2

回（宛先ごとに 1 回ずつ）入力します。同じ IP アドレスを 2 回入力しないでください。ただし、同

じ UDP ポート番号を含む 2 つの異なる IP アドレスの入力は、設定可能です。

NetFlow キャッシュ エントリには、多くの情報が含まれます。フロー スイッチングが ip route-cache

flow コマンドでイネーブルにされている場合、ip flow-export destination コマンドを使用して、フ

ローが期限切れになったときにフロー キャッシュ エントリをワークステーションにエクスポート

するようにルータを設定します。この機能は、たとえば統計情報、課金、およびセキュリティなど

に有効です。

ip-address value を入力する場合、次の注意事項に従ってください。

• 現在使用中のインターフェイスの IP アドレスを入力することはできません。未使用インター

フェイスのサブネットのアドレスを使用しなければなりません。

• ループバック インターフェイスのアドレスを使用することはできません。ループバック イン

ターフェイスには内部 VLAN（仮想 LAN）ID または MAC（メディア アクセス制御）アドレス

がありません。

hostname NetFlow 情報をエクスポートするワークステーションの IP ホスト名

ip-address NetFlow 情報をエクスポートするワークステーションの IP アドレス

udp-port UDP（ユーザ データグラム プロトコル）専用のポート番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD ルータに複数の NetFlow エクスポート宛先を設定できるように、このコマ

ンドが変更されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 において 2 つの宛先 IP アドレスを入力できるように

変更されました。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。
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データの送信元 IP アドレスを指定するには、ip flow-export source コマンドを使用します。NetFlow

データを受信するワークステーションで使用されるバージョンを指定するには、ip flow-export

version（Supervisor Engine 2） または ip flow-export version（Supervisor Engine 720） コマンドを使

用します。

NDE の詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Configuring NDE」を参照してください。

例 次に、IP アドレスが 134.22.23.7 であるワークステーション上で、バージョン 1 形式を使用して

NetFlow キャッシュ エントリを UDP ポート 125 にエクスポートする例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip flow-export destination 134.22.23.7 125
Router(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

ip flow-export source NDE データグラムで使用される送信元イン

ターフェイスの IP アドレスを指定します。

ip flow-export version（Supervisor Engine 2） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエク

スポートに使用するバージョンを指定します。

ip flow-export version（Supervisor Engine 720） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエク

スポートに使用するバージョンを指定します。

ip route-cache flow IP ルーティングの NetFlow スイッチングをイ

ネーブルにします。
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ip flow-export hardware version
ハードウェア スイッチングされたフローの NDE（NetFlow データ エクスポート）バージョンを指

定するには、ip flow-export hardware version コマンドを入力します。デフォルト設定に戻すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow-export hardware version [5 | 7]

no ip flow-export hardware version

シンタックスの説明

デフォルト バージョン 7

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、ハードウェア スイッチングされたフローの NDE バージョンを指定する例を示します。

Router(config)# ip flow-export hardware version 5
Router(config)#

関連コマンド

5 エクスポート パケットがバージョン 5 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

7 エクスポート パケットがバージョン 7 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

コマンド 説明

ip flow-export version（Supervisor Engine 2） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクス

ポートに使用するバージョンを指定します。

ip flow-export interface ハードウェア スイッチド フローのインターフェ

イスベースの入力 NDE をイネーブルにします。

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関す

る情報を表示します。
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ip flow-export interface
ハードウェア スイッチングされたフローのインターフェイスベースの入力 NDE（NetFlow データ

エクスポート）をイネーブルにするには、 ip flow-export interface コマンドを入力します。ハード

ウェア スイッチド フローのインターフェイスベースの NDE をディセーブルにするには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ip flow-export interface

no ip flow-export interface

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

特定のインターフェイス上で NDE をイネーブルまたはディセーブルにするには、ip flow-export

interface コマンドと ip flow ingress コマンドを併用します。

例 次に、ハードウェア スイッチングされたフローのインターフェイスベースの NDE をイネーブルに

する例を示します。

Router(config)# ip flow-export interface
Router(config)#

次に、ハードウェア スイッチングされたフローのインターフェイスベースの NDE をディセーブル

にする例を示します。

Router(config)# no ip flow-export interface
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip flow-export version（Supervisor 

Engine 2）

NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートに

使用するバージョンを指定します。

ip flow-export hardware version ハードウェア スイッチド フローの NDE バージョンを指

定します。

show ip flow-export メイン キャッシュ、およびイネーブル化されたその他の

すべてのキャッシュを含めて、データ エクスポートに関

するハードウェア スイッチド フローおよびソフトウェ

ア スイッチド フローの情報を表示します。

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関する情報を

表示します。
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ip flow-export source
NDE（NetFlow データ エクスポート）データグラムで使用される送信元インターフェイス IP アド

レスを指定するには、ip flow-export source コマンドを使用します。送信元アドレスを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow-export source [{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} 
| {vlan vlan-id}]

no ip flow-export source [{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel 
number} | {vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト 送信元インターフェイスは指定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

NDE を設定したあと、エクスポート データを含む UDP データグラムで使用される送信元インター

フェイスを指定できます。ワークステーションの NetFlow Collector は、送信元インターフェイスの

IP アドレスを使用してどのルータが情報を送信したかを判別します。NetFlow Collector は、送信元

インターフェイスの IP アドレスを使用してルータに SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）ク

エリーを実行します。送信元インターフェイスの IP アドレスは変更されることがあるので（たと

えばインターフェイスがフラップする可能性があり、異なるインターフェイスがデータの送信に使

用される場合など）、ループバック送信元インターフェイスを設定することを推奨します。ループ

バック インターフェイスは、常にアップの状態で、ワークステーションの NetFlow Collector から

SNMP クエリーに応答できます。

NDE の詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Configuring NDE」を参照してください。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、 

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、ge-wan、および atm です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、ループバップ送信元インターフェイスの設定例を示します。ループバック インターフェイス

は、4.0.0.1 の IP アドレスを持ち、スロット 5、およびポート 0 のシリアル インターフェイスに使

用されます。

Router# configure terminal
Router(config)# interface loopback0
Router(config-if)# ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 5/0:0
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0
Router(config-if)# no ip mroute-cache
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ip route-cache flow
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip flow-export source loopback0
Router(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

ip flow-export destination NetFlow キャッシュ エントリを特定の宛先に

エクスポートします。

ip flow-export version（Supervisor Engine 2） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエク

スポートに使用するバージョンを指定します。

ip flow-export version（Supervisor Engine 720） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエク

スポートに使用するバージョンを指定します。

ip route-cache flow IP ルーティングの NetFlow スイッチングをイ

ネーブルにします。
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ip flow-export version（Supervisor Engine 2）
NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートに使用するバージョンを指定するには、ip

flow-export version コマンドを使用します。情報のエクスポートをディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip flow-export version {1 | {5 [origin-as | peer-as]} | {6 [origin-as | peer-as]}}

no ip flow-export version

シンタックスの説明

デフォルト バージョン 1

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NDE（NetFlow データ エクスポート）は、外部データ コレクタによる解析が可能なトラフィック統

計情報を提供します。NDE を使用すると、レイヤ 3 スイッチングされたすべてのトラフィックおよ

びルーテッド IP ユニキャスト トラフィックのすべてをモニタできます。Cisco 7600 シリーズ ルー

タでは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）および MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カー

ド）の両方で、フローベースのトラフィック統計情報をキャプチャする NetFlow キャッシュが維持

されます。PFC のキャッシュは、レイヤ 3 スイッチド フローの統計情報をキャプチャします。MSFC

のキャッシュは、ルーテッド フローに関する統計情報をキャプチャします。

（注） NDE は、MSFC マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）でキャプチャされたルーテッド トラ

フィックに関する統計情報を NDE バージョン 1、5、または 6 を使用してエクスポートします。

データグラムに格納されるレコード数は、バージョン 1 の場合、1 ～ 24 です。同様に、バージョン

5 の場合は、1 ～ 30 です。

NDE の詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Configuring NDE」を参照してください。

1 エクスポート パケットがバージョン 1 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

5 エクスポート パケットがバージョン 5 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

origin-as （任意）エクスポート統計情報に、送信元および宛先の元の Autonomous

System（AS; 自律システム）を含めるように指定します。

peer-as （任意）エクスポート統計情報に、送信元および宛先のピア AS を含める

ように指定します。

6 エクスポート パケットがバージョン 6 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、バージョン 5 形式を使用してデータをエクスポートし、ピア AS 情報を含める例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface loopback0
Router(config-if)# ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 5/0:0
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0
Router(config-if)# no ip mroute-cache
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# ip route-cache flow
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip flow-export version 5 peer-as
Router(config)# exit

関連コマンド

ip flow-export version（Supervisor Engine 720）
NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートに使用するバージョンを指定するには、ip

flow-export version コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ip flow-export version {1 | {5 [origin-as | peer-as]} | {9 [bgp-nexthop | origin-as | peer-as]}}

no ip flow-export version

シンタックスの説明

デフォルト NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエクスポートはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド 説明

ip flow-export destination NetFlow キャッシュ エントリを特定の宛先にエクスポートします。

ip flow-export source NDE データグラムで使用される送信元インターフェイスの IP アド

レスを指定します。

ip route-cache flow IP ルーティングの NetFlow スイッチングをイネーブルにします。

1 エクスポート パケットがバージョン 1 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

5 エクスポート パケットがバージョン 5 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

origin-as （任意）エクスポート統計情報に、送信元および宛先の元の Autonomous

System（AS; 自律システム）を含めるように指定します。

peer-as （任意）エクスポート統計情報に、送信元および宛先のピア AS を含める

ように指定します。

9 エクスポート パケットがバージョン 9 形式を使用するように指定します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

bgp-nexthop （任意）エクスポート統計情報に、送信元および宛先の BGP（ボーダー

ゲートウェイ プロトコル）ネクストホップを含めるように指定します。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン NetFlow バージョン 9 は、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポー

トされません。

バージョン 5 および バージョン 9 形式には、送信元 / 宛先 AS アドレスおよび送信元 / 宛先プレフィ

クス マスクが含まれます。また、バージョン 9 には BGP ネクストホップ情報が含まれます。

データグラムに格納されるレコード数は、バージョン 1 の場合、1 ～ 24 です。データグラムに格納

されるレコード数は、バージョン 5 の場合、1 ～ 30 です。

NDE の詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Configuring NDE」を参照してください。

例 次に、バージョン 5 形式を使用してデータをエクスポートする例を示します。

Router(config)# ip flow-export version 5
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF このコマンドは、Supervisor Engine 720 で NetFlow バージョン 9 のエクス

ポート形式をサポートするように変更されました。

コマンド 説明

ip flow-export version（Supervisor Engine 2） NetFlow キャッシュ エントリ内の情報のエク

スポートに使用するバージョンを指定します。

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関す

る情報を表示します。
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ip flow ingress
レイヤ 3 でソフトウェア スイッチド フローの作成をイネーブルにするには、ip flow ingress コマン

ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow ingress

no ip flow ingress

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip flow ingress コマンドは、Supervisor Engine 720 の PFC3B モードおよび PFC3BXL モードでサポー

トされます。

ip flow ingress コマンドは、PFC2 を搭載した Supervisor Engine 2 でのみサポートされます。

Release 12.2(18)SXF 以降のリリースで、NetFlow エントリを作成するには、ip flow ingress コマンド

を入力する必要があります。Release 12.2(18)SXF より前のリリースでは、NetFlow エントリは自動

的に作成されます。

Release 12.2(18)SXF 以降のリリースでマルチキャスト エントリを表示するには、次の注意事項に

従ってください。

• show mls netflow ip コマンドを入力します。

• インターフェイス上で ip flow ingress コマンドを入力します。

• no ip multicast netflow ingress コマンドは入力していないことを確認します。

例 次に、IPv4 ブリッジド フローの着信 NDE（NetFlow データ エクスポート）、および NetFlow エント

リ作成をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip flow ingress 
Router(config-if)# 

次に、IPv4 ブリッジド フローの着信 NDE をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip flow ingress
Router(config-if)# 

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF ダイナミックに NetFlow エントリを作成できるように、このコマンドが変

更されました。
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ip flow layer2-switched
特定の VLAN（仮想 LAN）のスイッチド フロー、ブリッジド フロー、およびレイヤ 2 IP フローの

作成をイネーブルにするには、ip flow layer2-switched コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow {ingress | export} layer2-switched {vlan {num | vlanlist}}

no ip flow {ingress | export} layer2-switched {vlan {num | vlanlist}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ip flow ingress layer2switch はディセーブルです。

• ip flow export layer2switched はイネーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip flow layer2-switched コマンドは、Supervisor Engine 720 の PFC3B モードおよび PFC3BXL モード

でのみサポートされます。

ip flow layer2-switched コマンドは、PFC2 を搭載した Supervisor Engine 2 でのみサポートされます。

Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでこのコマンドを使用するには、有

効な IP アドレスを持った VLAN インターフェイスをあらかじめ用意する必要があります。このガ

イドラインは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータには適用されません。

VLAN は 1 つまたは複数入力できます。次に、有効な VLAN リストの例を示します。

1; 1,2,3; 1-3,7

例 次に、特定の VLAN 上で、レイヤ 2 スイッチド フローの収集をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip flow ingress layer2-switched vlan 2 
Router(config)# 

次に、VLAN の範囲に対して、レイヤ 2 スイッチングされたフローのエクスポートをイネーブルに

する例を示します。

Router(config)# ip flow export layer2-switched vlan 1-3,7 
Router(config)# 

次に、特定の VLAN 上で、レイヤ 2 スイッチド フローの収集をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip flow ingress layer2-switched vlan 2
Router(config# 

ingress スイッチド フロー、ブリッジド フロー、およびレイヤ 2 の IP フローの収

集をイネーブルにします。

export スイッチド フロー、ブリッジド フロー、およびレイヤ 2 の IP フローのエ

クスポートをイネーブルにします。

vlan num | vlanlist VLAN または VLAN の範囲を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。詳細

については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip forward-protocol turbo-flood
スパニングツリー アルゴリズムを使用して UDP（ユーザ データグラム プロトコル）パケットのフ

ラッディングを高速化するには、ip forward-protocol turbo-flood コマンドを使用します。デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip forward-protocol turbo-flood [udp-checksum]

no ip forward-protocol turbo-flood [udp-checksum]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip forward-protocol turbo-flood コマンドを入力すると、発信 UDP パケットのチェックサムは NULL

になります。すべての発信パケットに UDP チェックサムを付加するには、ip forward-protocol

turbo-flood udp-checksum コマンドを入力する必要があります。

例 次に、スパニングツリー アルゴリズムを使用して UDP パケットのフラッディングを高速化する例

を示します。

Router(config)# ip forward-protocol turbo-flood
Router(config)#

次に、スパニングツリー アルゴリズムを使用して UDP パケットのフラッディングを高速化し、す

べての発信パケットに UDP チェックサムを付加する例を示します。

Router(config)# ip forward-protocol turbo-flood udp-checksum
Router(config)#

次に、udp-checksum キーワードおよび ip forward-protocol turbo-flood コマンドをオフにする例を

示します。

Router(config)# no ip forward-protocol turbo-flood udp-checksum
Router(config)#

次に、udp-checksum キーワードなしで ip forward-protocol turbo-flood コマンドを復元する例を示

します。

Router(config)# ip forward-protocol turbo-flood
Router(config)#

関連コマンド

udp-checksum （任意）UDP チェックサムを指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB7 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip forward-protocol ブロードキャスト パケットの転送時にルータが転送するプロトコ

ルおよびポートを指定します。
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ip igmp immediate-leave group-list
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）脱退グループ メッセージの即時処理をイネーブ

ルにするには、ip igmp immediate-leave group-list コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp immediate-leave group-list acl

no ip igmp immediate-leave group-list acl

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーションまたはインターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

ip igmp immediate-leave group-list コマンドを入力する場合、VLAN（仮想 LAN）インターフェイス

コンフィギュレーション モードでのみこのコマンドを入力する必要があります。

acl 引数の有効値は次のとおりです。

• アクセスリスト番号 ― 1 ～ 99

• 拡張範囲アクセスリスト番号 ― 1300 ～ 1999

• 標準 IP アクセス リストの名前

設定できるモードはどちらか一方です。両方を同時に設定することはできません。

acl を入力すると、マルチキャスト グループの即時脱退動作を単純なアクセス リストに制限できま

す。acl で許可されていないマルチキャスト グループの IGMP 脱退グループ メッセージには、標準

照会メカニズム / 脱退遅延が含まれます。

例 次に、IGMP 脱退グループ メッセージの即時処理をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip igmp immediate-leave group-list 3
Router(config)# 

group-list acl グループの ACL（アクセス コントロール リスト）番号を指定します。有

効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip igmp last-member-query-interval
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）の 終メンバ クエリー インターバルを設定する

には、ip igmp last-member-query-interval コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp last-member-query-interval interval 

no ip igmp last-member-query-interval 

シンタックスの説明

デフォルト 1000 ミリ秒（1 秒）です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

マルチキャスト ホストがグループから脱退すると、ホストは IGMP leave メッセージを送信します。

このホストがグループを脱退する 終ホストかを確認するために、leave が確認されてタイマーが

開始したときに、IGMP クエリーが送信されます。タイマーの期限が切れる前にレポートが受信さ

れないと、グループ レコードが削除されます。

interval は、Cisco 7600 シリーズ ルータがグループ固有クエリーの応答を待機する実際の期間です。

100 の倍数でないインターバルを入力すると、100 未満の端数が切り捨てられます。たとえば、999

のインターバルを入力した場合、99 が切り捨てられ、900 ミリ秒になります。

IGMP 高速脱退処理がイネーブルにされている状態で、no igmp snooping last-member-query-interval

コマンドを入力した場合、インターバルは 0 秒にセットされ、高速脱退が常に優先されます。

例 次に、 終メンバ クエリー インターバルを 200 ミリ秒に設定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp last-member-query-interval 200
Router(config-if)#

関連コマンド

interval 終メンバ クエリーのインターバル。有効値は 100 ～ 65535 ミリ秒です

（100 ミリ秒の倍数）。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip igmp immediate-leave group-list IGMP 脱退グループ メッセージの即時処理をイネーブルに

します。

show ip igmp interface IGMP インターフェイス ステータスおよび設定に関する情

報を表示します。
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ip igmp snooping
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングをイネーブルにするには、ip igmp

snooping コマンドを使用します。IGMP スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの

no 形式を使用します。

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• Cisco 7600 シリーズ ルータ上で、IGMP スヌーピングがイネーブルの状態です。

• IGMP スヌーピングはマルチキャスト ルータに設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータの IGMP スヌーピングをイネーブルにする前に、VLAN（仮想 LAN）イ

ンターフェイスにマルチキャスト ルーティングを設定する必要があります。

このコマンドを入力できるのは、VLAN インターフェイス コンフィギュレーション モードに限り

ます。

例 次に、IGMP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping
Router(config-if)#

次に、IGMP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip igmp snooping
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping fast-leave IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理をイネーブルにし

ます。

ip igmp snooping mrouter レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ ポートとし

て設定します。

show ip igmp snooping explicit-tracking IGMPv3 ホストに関する明示的なホスト追跡ステータ

スの情報を表示します。
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ip igmp snooping explicit-tracking
明示的なホスト追跡をイネーブルにするには、ip igmp snooping explicit-tracking コマンドを使用し

ます。明示的なホスト追跡をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping explicit-tracking

no ip igmp snooping explicit-tracking

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

明示的なホスト追跡は、IGMPv3 ホストでのみサポートされます。

明示的なホスト追跡がイネーブル化されていて、Cisco 7600 シリーズ ルータがプロキシレポート

モードで動作している場合、ルータは VLAN（仮想 LAN）インターフェイスの背後にあるホストの

一部を追跡できないことがあります。プロキシレポート モードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータは

チャネルの 初のレポートのみをルータに転送して、同じチャネルの他のすべてのレポートを抑制

します。

IGMPv3 プロキシ レポートの場合、Cisco 7600 シリーズ ルータは非送信請求レポートおよび一般的

なクエリー インターバル内で受信されたレポートに対してプロキシ レポートを実行します。

デフォルトでは、プロキシ レポートは有効です。プロキシ レポートがディセーブルの場合、Cisco

7600 シリーズ ルータはトランスペアレント モードで動作し、レポートを受信したときに IGMP ス

ヌーピング データベースを更新し、この情報を上流のルータに転送します。そのあと、ルータはす

べてのレポート元ホストを明示的に追跡できるようになります。

明示的な追跡をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポートがディセーブルにな

ります。

IGMPv3 は任意のポートでメンバシップ情報の明示的なホスト追跡をサポートします。明示的なホ

スト追跡データベースは、IGMPv3 ホストの高速脱退処理、プロキシ レポート、および統計情報収

集に使用されます。VLAN で明示的なホスト追跡がイネーブルの場合、IGMP スヌーピング ソフト

ウェアはホストから受信された IGMPv3 レポートを処理し、次に示す情報を格納する明示的なホス

ト追跡データベースを構築します。

• ホストに接続されているポート

• ホストからレポートされるチャネル

• ホストからレポートされる各グループのフィルタ モード

• ホストからレポートされる各グループの送信元リスト

• 各グループのルータ フィルタ モード

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• 各グループの送信元を要求するホスト リスト 

例 次に、IGMPv3 の明示的なホスト追跡をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping explicit-tracking
Router(config-if)#

次に、IGMPv3 の明示的なホスト追跡をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip igmp snooping explicit-tracking
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping limit track 明示的な追跡データベースのサイズを制限します。

show ip igmp snooping explicit-tracking IGMPv3 ホストに関する明示的なホスト追跡ステー

タスの情報を表示します。
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ip igmp snooping fast-leave
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）v3 スヌーピング高速脱退処理をイネーブルにす

るには、ip igmp snooping fast-leave コマンドを使用します。高速脱退処理をディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping fast-leave

no ip igmp snooping fast-leave

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• IGMP バージョン 2 ― ディセーブル

• IGMP バージョン 3 ― イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

このコマンドを入力できるのは、VLAN（仮想 LAN）インターフェイス コンフィギュレーション

モードに限ります。

（注） 高速脱退処理はデフォルトでイネーブルです。高速脱退処理をディセーブルにするには、no ip igmp
snooping fast-leave コマンドを入力します。

IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理機能は、特定 VLAN の MAC（メディア アクセス制御）グルー

プの単一レシーバーが存在する場合に使用してください。

例 次に、IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping fast-leave
Router(config-if)#

次に、IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip igmp snooping fast-leave
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

ip igmp snooping flooding
マルチキャスト パケットの定期的フラッディングを設定するには、ip igmp snooping flooding コマ

ンドを使用します。定期的フラッディングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ip igmp snooping flooding [timer seconds]

no ip igmp snooping flooding

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• イネーブルにされた場合には、seconds は 600 秒（10 分）です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドをサポートするのは、送信専用 VLAN（仮想 LAN）のみです。

フラッディングをディセーブルにするには、0 秒を指定します。 大値の 86400 秒を指定すると、

フラッディングは 24 時間ごとに 1 回行われます。

例 次に、フラッディングのインターバルを 24 時間周期で指定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping flooding timer 300
Router(config-if)#

コマンド 説明

ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

ip igmp snooping explicit-tracking 明示的なホスト追跡をイネーブルにします。

show ip igmp interface IGMP インターフェイス ステータスおよび設定に関する情

報を表示します。

show mac-address-table MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。

timer seconds （任意）送信専用エントリのための、24 時間周期の、フラッディングのイ

ンターバルを指定します。有効値は 0 ～ 86400 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip igmp snooping l2-entry-limit
Cisco 7600 シリーズ ルータによって作成可能なレイヤ 2 エントリの 大数を設定するには、ip igmp

snooping l2-entry-limit コマンドを使用します。

ip igmp snooping l2-entry-limit max-entries

シンタックスの説明

デフォルト 15488 個のレイヤ 2 エントリ

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン max-entries を入力する場合、カンマ（,）を入力しないでください。

このコマンドを入力できるのは、VLAN インターフェイス コンフィギュレーション モードに限り

ます。

例 次に、Cisco 7600 シリーズ ルータによって作成可能なレイヤ 2 エントリの 大数を設定する例を示

します。

Router(config-if)# ip igmp snooping l2-entry-limit 25000
Router(config-if)# 

関連コマンド

max-entries Cisco 7600 シリーズ ルータによって作成可能なレイヤ 2 エントリの 大

数。有効値は 1 ～ 100000 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip igmp interface IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）インターフェイ

ス ステータスおよび設定に関する情報を表示します。
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ip igmp snooping last-member-query-interval
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングの 終メンバ クエリー インターバ

ルを設定するには、ip igmp snooping last-member-query-interval コマンドを使用します。デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping last-member-query-interval interval 

no ip igmp snooping last-member-query-interval 

シンタックスの説明

デフォルト 1000 ミリ秒（1 秒）です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト ホストがグループから脱退すると、ホストは IGMP leave メッセージを送信します。

このホストがグループを脱退する 終ホストかを確認するために、leave が確認されてタイマーが

開始したときに、IGMP クエリーが送信されます。タイマーの期限が切れる前にレポートが受信さ

れないと、グループ レコードが削除されます。

interval は、Cisco 7600 シリーズ ルータがグループ固有クエリーの応答を待機する実際の期間です。

100 の倍数でないインターバルを入力すると、100 未満の端数が切り捨てられます。たとえば、999

のインターバルを入力した場合、99 が切り捨てられ、900 ミリ秒になります。

IGMP 高速脱退処理がイネーブルにされている状態で、no igmp snooping last-member-query-interval

コマンドを入力した場合、インターバルは 0 秒にセットされ、高速脱退が常に優先されます。

有効値の範囲は 100 ～ 1000 ミリ秒ですが、1000 の値を入力できません。この値を入力したい場合

は、no ip igmp snooping last-member-query-interval コマンドを入力して、デフォルト値（1000 ミリ

秒）に戻す必要があります。

例 次に、 終メンバ クエリー インターバルを 200 ミリ秒に設定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping last-member-query-interval 200
Router(config-if)#

関連コマンド

interval 終メンバ クエリーのインターバル。有効値は 100 ～ 900 ミリ秒です（100

ミリ秒の倍数）。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping fast-leave IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理をイネーブルにします。

show ip igmp interface IGMP インターフェイス ステータスおよび設定に関する情

報を表示します。
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ip igmp snooping limit track
明示的な追跡データベースのサイズを制限するには、ip igmp snooping limit track コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping limit track max-entries

no ip igmp snooping limit track

シンタックスの説明

デフォルト max-entries は 32000 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 明示的な追跡データベース内の各エントリは送信元 IP、グループ IP、ポート、VLAN（仮想 LAN）、

およびレポータ IP により識別されます。

max-entries を 0 に設定すると、明示的な追跡はディセーブルになります。

明示的な追跡データベースが、設定された max-entries を超過すると、Syslog メッセージが生成され

ます。

max-entries を減少しても、明示的な追跡データベースのサイズは即座には縮小されません。明示的

な追跡データベースは、レポータのタイムアウトにつれて徐々に縮小します。

例 次に、明示的なデータベース内のエントリの 大数を設定する例を示します。

Router(config)# ip igmp snooping limit track 20000
Router(config)#

関連コマンド

max-entries 明示的な追跡データベース内のエントリ数の 大値です。有効値は 0 ～

128000 エントリです。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping explicit-tracking 明示的なホスト追跡をイネーブルにします。

show ip igmp snooping explicit-tracking vlan IGMPv3 ホストに関する明示的なホスト追跡ス

テータスの情報を表示します。
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ip igmp snooping mrouter
レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定するには、ip igmp snooping mrouter コ

マンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping mrouter {interface {interface interface-number} | {port-channel number}} | {learn 
{cgmp | pim-dvmrp}}

no ip igmp snooping mrouter {interface {interface interface-number} | {port-channel number}} | 
{learn {cgmp | pim-dvmrp}}

シンタックスの説明

デフォルト pim-dvmrp

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface の有効値には ge-wan、atm、および pos キーワードが含まれていて、これらは Supervisor

Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされます。

このコマンドを入力できるのは、VLAN（仮想 LAN）インターフェイス コンフィギュレーション

モードに限ります。

ルータとのインターフェイスは、コマンドを入力する VLAN 内になければなりません。インター

フェイスは管理上のアップ状態にあり、ライン プロトコルもアップになっている必要があります。

interface マルチキャスト ルータへのネクスト ホップ インターフェイスを指定しま

す。

interface インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、

および tengigabitethernet です。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

port-channel number ポートチャネル番号を指定します。有効範囲は 1 ～ 256 の範囲の 大 64

個の値です。

learn マルチキャスト ルータの学習方式を指定します。

cgmp マルチキャスト ルータのスヌーピング CGMP パケットを指定します。

pim-dvmrp マルチキャスト ルータのスヌーピング PIM-DVMRP パケットを指定しま

す。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。learn cgmp および learn pim-dvmrp オプションは置き換えら

れました。マルチキャスト ルータ ポートは、デフォルトで PIM または

IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）パケットを介した自動

学習を実行します。
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interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

CGMP 学習方式により、制御トラフィックを減少させることができます。

設定された学習方式は、NVRAM（不揮発性 RAM）に保存されます。

マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポート上でのみサポートされます。

例 次に、マルチキャスト ルータへのネクストホップ インターフェイスを指定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping mrouter interface fastethernet 5/6
Router(config-if)#

次に、マルチキャスト ルータの学習方式を指定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping mrouter learn cgmp
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

ip igmp snooping fast-leave IGMPv3 スヌーピング高速脱退処理をイネーブルにします。

show ip igmp snooping mrouter ダイナミックに学習された、および手動で設定されたマルチ

キャスト ルータ インターフェイスに関する情報を表示しま

す。
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ip igmp snooping querier
VLAN（仮想 LAN）またはサブネットでマルチキャスト ルーティング プロトコルが設定されてい

ない場合に、サブネット内のマルチキャスト サポートをイネーブルにするには、ip igmp snooping

querier コマンドを使用します。マルチキャスト ルーティング プロトコルが設定されていない場合

に、サブネット内のマルチキャスト サポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式

を使用します。

ip igmp snooping querier

no ip igmp snooping querier

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを入力できるのは、VLAN インターフェイス コンフィギュレーション モードに限り

ます。

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングを

イネーブルにし、VLAN 上で PIM をディセーブルにしてください。

グローバル コンフィギュレーション モードで VLAN を設定してください。

VLAN インターフェイスに IP アドレスを設定してください。IGMP スヌーピング クエリアがイネー

ブルの場合、IP アドレスはクエリーの送信元アドレスとして使用されます。VLAN インターフェイ

スに IP アドレスが設定されていないと、IGMP スヌーピング クエリアは起動しません。IP アドレ

スが消去されると、IGMP スヌーピング クエリアは自らをディセーブルにします。IGMP スヌーピ

ング クエリアがイネーブルの場合、IP アドレスが設定されると、IGMP スヌーピング クエリアが

再起動します。

IGMP スヌーピング クエリアは IGMPv2 をサポートします。

IGMP スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IGMP スヌーピング クエリアは次のように動作

します。

• マルチキャスト ルータからの IGMP トラフィックを検出した場合は、起動しません。

• マルチキャスト ルータからの IGMP トラフィックが検出されない場合は、60 秒後に起動しま

す。

• マルチキャスト ルータからの IGMP トラフィックを検出した場合は、自動的にディセーブルに

なります。

IGMP スヌーピングがイネーブルの場合、QoS（サービス品質）は IGMP パケットをサポートしま

せん。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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VLAN 内のすべての Cisco 7600 シリーズ ルータで、IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにで

きます。1 台の Cisco 7600 シリーズ ルータがクエリアとして選定されます。

マルチキャスト ルータが VLAN またはサブネットに存在しない場合に、IGMP スヌーピング クエ

リアをイネーブルにすると、Cisco 7600 シリーズ ルータが VLAN の IGMP クエリアになります。

IGMP スヌーピング クエリア機能がディセーブルにされている場合、IGMP スヌーピングは PIM が

サブネットに設定された場合にのみ機能します。

ip igmp snooping querier コマンドはいつでも入力できますが、IGMP スヌーピング クエリアが起動

するのは、他のマルチキャスト ルータが VLAN またはサブネットに存在しない場合だけです。

サブネットに PIM を設定する代わりにこのコマンドを使用できます。このコマンドは、マルチキャ

スト トラフィックをルーティングする必要がなく、ネットワークのレイヤ 2 インターフェイスで

IGMP スヌーピングのサポートが必要な場合に使用してください。

例 次に、VLAN 上で IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping querier
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show ip igmp snooping mrouter ダイナミックに学習された、および手動で設定されたマルチ

キャスト ルータ インターフェイスに関する情報を表示しま

す。
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ip igmp snooping rate
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング パケットのレート制限を設定する

には、ip igmp snooping rate コマンドを使用します。ソフトウェア レート制限をディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping rate pps

no ip igmp snooping rate

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、ソフトウェア レート制限をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip igmp snooping rate
Router(config)# 

次に、ソフトウェア レート制限をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip igmp snooping rate
Router(config)# 

関連コマンド

pps 着信 IGMP メッセージのレート制限。有効値は 100 ～ 6000 パケット / 秒で
す。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping rate-limit IGMP スヌーピングのレート制限に関する情報を表示しま

す。
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ip igmp snooping report-suppression
IP IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピング レポート抑制をオンにするに

は、ip igmp snooping report-suppression コマンドを使用します。レポート抑制をオフにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping report-suppression

no ip igmp snooping report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 一般クエリーに応答するすべてのホスト レポートに対してレポート抑制をイネーブルにすると、IP

IGMP スヌーピングでは 初のレポートのみ転送されて残りのレポートが抑制されるので、マルチ

キャスト ルータに対する IGMP トラフィックの抑制につながります。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip igmp snooping source-only-learning age-timer
マルチキャスト 送信元のみが接続されて受信者は接続されていないレイヤ 2 セグメントに対し、定

期的にマルチキャスト パケットをフラッディングするには、ip igmp snooping source-only-learning

age-timer コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドのno形式を使用します。

ip igmp snooping source-only-learning age-timer seconds

no ip igmp snooping source-only-learning age-timer

シンタックスの説明

デフォルト seconds は 600 秒（10 分）です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信元専用タイマーには、交互に動作する source_only_age_timer と source_only_delete_timer の 2 つ

があります。ip igmp snooping source-only-learning age-timer コマンドで入力する値により、

source_only_age_timer が設定されます。source_only_delete_timer の値は 5 分（300 秒）に固定されて

おり、変更することはできません。

一方のタイマーが満了すると、もう一方のタイマーが開始されます。常時どちらか一方のタイマー

が動作しています。

エージ タイマーを 0 に設定すると、送信元専用 VLAN（仮想 LAN）のフラッディングが止まります。

（注） エージ タイマーをゼロ以外の値に設定すると、フラッディングが X（設定値）＋ 5 分
（source_only_delete_timer）間隔で発生します。

例 次に、定期的にマルチキャスト パケットをフラッディングする例を示します。

Router(config)# ip igmp snooping source-only-learning age-timer 300
Router(config)# 

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no ip igmp snooping source-only-learning age-timer
Router(config)# 

seconds 送信元専用エントリのエージ タイマーの値（秒単位）。有効値は 0 ～ 86400

秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE2 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip igmp snooping ssm-safe-reporting
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）v2 および IGMPv3 ホストが混在する場合に、

SSM-safe レポートをイネーブルにするには、ip igmp snooping ssm-safe-reporting コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping ssm-safe-reporting

no ip igmp snooping ssm-safe-reporting

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

SSM-safe レポートを設定すると、IGMPv2 ホストが存在する場合でも、IGMPv3 は Cisco 7600 シリー

ズ ルータまたはルータでグループ モードになります。

IGMPv3 レシーバーが混在する状況にレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）を対応させるには、レイヤ 3 SVI

を設定する必要があります。

SSM グループ内で、IGMPv2 ホストが要求されたトラフィックを受信するには、同じ Cisco 7600 シ

リーズ ルータに接続された IGMPv3 ホストが同じグループのトラフィックを受信する必要があり

ます。 終 IGMPv3 ホストがグループを脱退すると、IGMPv2 ホストはそのグループのトラフィッ

ク受信を中止します。

例 次に、SSM-safe レポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping ssm-safe-reporting
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは後方互換されました。
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ip igmp ssm-map
SSM マッピングをイネーブルにして設定するには、ip igmp ssm-map コマンドを使用します。SSM

マッピングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp ssm-map {enable | {query dns} | {static {group-access-list | group-access-list-name} 
source-address}}

no ip igmp ssm-map {enable | {query dns}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

デフォルトでは、ローカルに設定されたスタティック SSM マッピングおよび DNS サーバが照会さ

れます。ローカルに設定されたマッピングは、ダイナミック マッピングより優先されます。DNS

サーバが利用不能な場合は、DNS サーバ ルックアップをディセーブルにできます。DNS ルックアッ

プをディセーブルにするには、no ip igmp ssm-map query dns コマンドを使用します。

DNS サーバが利用不能な場合は、ローカルに設定されたスタティック SSM マッピング データベー

スが照会に使用されます。データベース照会にはグループ アドレスが使用され、送信元リストを受

け取ります。スタティック SSM マッピングが設定されると、マップは即座にルックアップに使用

されます。スタティック SSM マッピング データベースを構築するには、次のコマンドを使用しま

す。

ip igmp ssm-map static acl-1 source-1-ip-address 

ip igmp ssm-map static acl-2 source-2-ip-address

ACL（アクセス コントロール リスト）により、リストされた送信元にマッピングされる、1 つまた

は複数のグループが指定されます。コンテンツ サーバは同一の送信元アドレスで複数のストリーム

を送出できるため、アクセスリストはマルチキャスト宛先アドレスをグループ化するために使用さ

れます。アドレスが連続している場合は、ワイルドカードを使用できます。

複数の送信元を単一のマルチキャスト グループ アドレスにまとめる必要がある場合は、送信元ア

ドレスに関連付けられたすべての ACL にグループを含める必要があります。前述の例では、グルー

プ G に送信元 1 と送信元 2 を加入させる必要がある場合は、グループ アドレスは acl-1 と acl-2 の

両方に含まれる必要があります。

enable 送信元マッピングのために SSM グループをイネーブルにします。

query dns DNS（ドメイン ネーム システム）ルックアップをイネーブルにします。

static 送信元マッピングのための SSM スタティック グループを指定します。

group-access-list 送信元アドレスにマップするためのグループ アクセス リストです。

group-access-list-name 送信元アドレスにマップするためのグループ アクセス リストの名前で

す。

source-address 送信元アドレス

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip igmp ssm-map enable コマンドを使用して SSM マッピングをイネーブルにしたが、グループに対

する送信元マッピング リストが空の場合は、no ip igmp ssm-map query dns コマンドを入力します。

ip igmp ssm-map enable コマンドは、SSM にマップされた送信元エントリのうち、スタティックに

設定されたエントリでのみサポートされます。

例 次に、送信元マッピングのために SSM グループをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip igmp ssm-map enable
Router(config)# 

次に、DNS ルックアップをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip igmp ssm-map query dns 
Router(config)# 

次に、スタティック SSM マッピング データベースを構築する例を示します。

Router(config)# ip igmp ssm-map static acl1 255.255.255.0
Router(config)# ip igmp ssm-map static acl2 255.255.255.0
Router(config)# 

次に、送信元マッピングのために SSM グループをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip igmp ssm-map enable
Router(config)# 

次に、DNS ルックアップをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip igmp ssm-map query dns 
Router(config)# 
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ip local-proxy-arp
ローカル プロキシ ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）機能をイネーブルにするには、

ip local-proxy-arp コマンドを使用します。ローカル プロキシ ARP をディセーブルにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ip local-proxy-arp

no ip local-proxy-arp

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ローカル プロキシ ARP は、ホストが相互に直接通信することを意図的に禁止されているサブネッ

ト上で使用されます。たとえば、プライベート VLAN（仮想 LAN）環境では、ローカル プロキシ

ARP を使用できます。ローカル プロキシ ARP 機能により、MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィー

チャ カード）は通常ルーティングが必要とされないサブネット内部の IP アドレスに関する ARP 要

求に、応答できます。ローカル プロキシ ARP をイネーブルにした場合、MSFC は、通常トラフィッ

クをルーティングしない一般的なサブネット内部の IP アドレスに関する ARP 要求に応答できま

す。このような状況は、同じサブネット上の 2 つのホストが相互に直接 ARP に通信できない場合

にのみ発生します。

ICMP リダイレクトは、ローカル プロキシ ARP がイネーブルのインターフェイスでディセーブル

です。

例 次に、ローカル プロキシ ARP をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip local-proxy-arp
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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ip mroute
マルチキャスト スタティック ルート（mroute）を設定するには、 ip mroute コマンドを使用します。

ルートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip mroute [vrf vrf-name] source-address mask [protocol as-number] {rpf-address | interface-type 
interface-number} [distance]

no ip mroute [vrf vrf-name] source-address mask [protocol as-number] {rpf-address | interface-type 
interface-number} [distance]

シンタックスの説明

デフォルト distance は 0 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、（ユニキャスト ルーティング テーブルが他の位置を指していても）マ

ルチキャスト送信元の位置をスタティックに設定できます。

送信元の範囲が指定された場合には、rpf-address 引数はそれらの送信元にのみ適用されます。

rpf-address が PIM ネイバの場合には、PIM join、graft、および prune メッセージはそこに送られま

す。rpf-address 引数には、直接接続されているシステムのホスト IP アドレスまたはネットワーク /

サブネット番号を指定できます。ルートが指定された場合には、直接接続されているシステムを検

索するために、ユニキャスト ルーティング テーブルからの再帰的ルックアップが行われます。

rpf-address 引数が指定されない場合には、インターフェイス interface-type interface-number 値が受信

インターフェイスとして使用されます。

distance 引数により、ユニキャスト ルート、DVMRP ルート、またはスタティック mroute のいずれ

が RPF ルックアップに使用されるかが決定されます。距離が短くなるほどプライオリティが高くな

ります。スタティック mroute と他の 2 つの RPF 送信元のディスタンスが同一の場合には、スタ

ティック mroute が優先されます。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

source-address マルチキャスト送信元の IP アドレス

mask マルチキャスト送信元の IP アドレスのマスク

protocol （任意）使用しているユニキャスト ルーティング プロトコル

as-number （任意）使用しているルーティング プロトコルの Autonomous System（AS;

自律システム）番号（該当する場合）

rpf-address mroute 用の受信インターフェイス

interface-type 

interface-number
mroute 用のインターフェイスのタイプと番号

distance （任意）アドミニストレーティブ ディスタンスの値。有効値は 0 ～ 255 で

す。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、単一のインターフェイス（この場合はトンネル）からのすべての送信元を設定する例を示し

ます。

Router(config)# ip mroute 224.0.0.0 255.255.255.255 tunnel0
Router(config)# 

次に、172.30.10.13 経由で到達可能なネットワーク番号内の、特定の送信元すべてを設定する例を

示します。

Router(config)# ip mroute 172.16.0.0 255.255.0.0 172.30.10.13
Router(config)# 

次に、指定された宛先へのユニキャスト ルートが削除された場合に、このマルチキャスト スタ

ティック ルートにどのように影響するかを示します。

Router(config)# ip mroute 224.0.0.0 255.255.255.255 serial0 200
Router(config)# 

ip msdp border
PIM sparse（希薄モード）モード リージョンおよび dense（稠密）モード リージョンに隣接するルー

タを MSDP を使用するように設定するには、ip msdp border コマンドを使用します。この動作を抑

止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] border sa-address internet-type internet-number

no ip msdp [vrf vrf-name] border sa-address internet-type internet-number

シンタックスの説明

デフォルト dense（稠密）モード リージョンのアクティブ送信元は MSDP には参加しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM dense（稠密）モード リージョン内でアクティブな送信元のために、MSDP ピアに対してルー

タに source-active メッセージを送信させるには、このコマンドを使用します。

internet-type internet-number を指定すると、この境界外からの source-active メッセージを MSDP ピア

に転送させることができます。インターフェイスの IP アドレスはオリジネータ ID として使用され、

これは MSDP source-active メッセージ内の RP フィールドです。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

sa-address アクティブ送信元 IP アドレスを指定します。

internet-type internet-number IP アドレスが、source-active メッセージ内の Rendezvous Point（RP;

ランデブーポイント）として使用されるインターフェイスのタイ

プと番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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（注） sparse モード ドメイン内の境界ルータを dense（稠密）モード ドメイン内のプロキシレジスタ送信

元に設定し、sparse モード ドメインではこれらの送信元をアドバタイズするために標準 MSDP 手
順を使用することを推奨します。

（注） このコマンドを使用する場合は、ip msdp redistribute コマンドを使用して送信元のアドバタイズを

制限する必要があります。ローカル送信元にのみ適用するために、ip msdp redistribute コマンドを

設定してください。この設定により、dense（稠密）モード ドメイン内の送信元が送信を停止した

あともずっと (S,G) 状態が残る場合があることに留意して下さい。

（注） ip msdp originator-id コマンドは、インターフェイスのタイプおよび RP アドレスとして使用される

番号を識別します。ip msdp border コマンドと ip msdp originator-id コマンドの両方が設定された

場合には、ip msdp originator-id コマンドが優先されます。ip msdp originator-id コマンドから取得

されたアドレスにより、RP のアドレスが決定されます。

例 次に、ローカル ルータは RP ではなく、PIM sparse（希薄）モード リージョンと dense（稠密）モー

ド リージョンの境界であり、イーサネット インターフェイス 0 の IP アドレスを source-active メッ

セージ内の RP アドレスとして使用する例を示します。

Router(config)# ip msdp border sa-address ethernet0
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ip msdp originator-id source-active メッセージを発信する MSDP スピーカーに、

source-active メッセージ内の RP アドレスとしてインターフェイス

の IP アドレスを使用することを許可します。

ip msdp redistribute マルチキャスト ルーティング テーブル内のどの (S,G) エントリが

MSDP ピアに発信される source-active メッセージ内でアドバタイズ

されるかを設定します。
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ip msdp cache-sa-state
ルータで source-active ステートを作成するには、ip msdp cache-sa-state コマンドを使用します。

ip msdp cache-sa-state [vrf vrf-name] 

シンタックスの説明

デフォルト ルータは、受信したすべての MSDP source-active メッセージに対して source-active ステートを作成

します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、少なくとも 1 つの MSDP ピアが設定されると自動的に設定されます。ディセーブ

ルにはできません。

例 次に、MSDP ピアが設定された時に ip msdp cache-sa-state コマンドがイネーブルにされた例を示し

ます。MSDP 設定の他の例については、Release 12.2 の『Cisco IOS IP Configuration Guide』の

「Configuring Multicast Source Discovery Protocol」の章を参照してください。

.

.

.
Router(config)# ip classless
Router(config)# ip msdp peer 224.168.1.2 connect-source Loopback0
Router(config)# ip msdp peer 224.169.1.7
Router(config)# ip msdp mesh-group outside-test 192.168.1.2
Router(config)# ip msdp cache-sa-state
Router(config)# ip msdp originator-id Loopback0
.
.
.

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

clear ip msdp sa-cache MSDP ピアを設定します。

ip msdp filter-sa-request ルータ上に source-active ステートを作成します。

show ip msdp sa-cache MSDP ピアから学習する (S, G) ステートを表示します。
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ip msdp default-peer
送信されたすべての MSDP source-active メッセージを受け入れるデフォルト ピアを定義するには、

ip msdp default-peer コマンドを使用します。デフォルト ピアを削除するには、このコマンドの no

形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] default-peer {peer-address | peer-name} [prefix-list list]

no ipip msdp [vrf vrf-name] default-peer

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの MSDP ピアはありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン MSDP ピアを BGP ピアにはしない場合は、ip msdp default-peer コマンドを使用します。

MSDP ピアが 1 つのみ設定された場合は（ip msdp peer コマンド使用）、デフォルト ピアとして使

用されます。このコマンドでデフォルト ピアを設定する必要はありません。

prefix-list list キーワードと引数を指定しない場合は、設定されたデフォルト ピアから受信したすべ

ての source-active メッセージが受け入れられます。

prefix-list list キーワードおよび引数が指定されると、list 引数に指定されたリストに含まれるプレ

フィクスのピアのみがデフォルト ピアになります。この prefix-list list キーワードおよび引数のため

に、BGP プレフィクス リストを設定する必要があります。

prefix-list list キーワードおよび引数を ip msdp default-peer コマンドで設定する場合は、BGP プレ

フィクス リストを設定してください。

prefix-list list キーワードおよび引数を指定すると、prefix-list list キーワードおよび引数に一致する

RP から送信された source-active メッセージが、設定されたデフォルト ピアから受け入れられます。

prefix-list list キーワードおよび引数を指定し、プレフィクス リストを設定しない場合は、デフォル

ト ピアはすべてのプレフィクスに対して使用されます。

ip msdp default-peer コマンドは、prefix-list キーワード付き、またはキーワードなしで複数入力で

きます。ただし、すべてのコマンドにキーワードが付いているか、またはすべてのコマンドにキー

ワードが付いていない必要があります。

• 複数の ip msdp default-peer コマンドを prefix-list キーワード付きで使用する場合は、複数の RP
プレフィクスに対して、すべてデフォルト ピアを使用します。この構文は一般に、スタブ サ
イト クラウドを接続するサービス プロバイダー クラウドで使用されます。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name MSDP デフォルト ピアの IP アドレスまたは DNS（ドメイン ネーム

システム）名です。

prefix-list list （任意）BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）プレフィクス リ

ストを指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• 複数の ip msdp default-peer コマンドを prefix-list キーワードなしで使用する場合は、すべての

source-active メッセージを受け入れるために単一のアクティブ ピアを使用します。ピアがダウ

ンすると、すべての source-active メッセージを受け入れるために、次に設定されたデフォルト

ピアに移動します。この構文は一般にスタブ サイトで使用されます。

例 次に、router.cisco.com という名前のルータを、ローカル ルータのデフォルト ピアとして設定する

例を示します。

Router(config)# ip msdp peer 224.12.2.3
Router(config)# ip msdp peer 224.13.4.5
Router(config)# ip msdp default-peer router.cisco.com !At a stub site

次に、2 つのデフォルト ピアを設定する例を示します。

Router(config)# ip msdp peer 224.12.2.3
Router(config)# ip msdp peer 224.13.4.5
Router(config)# ip msdp default-peer 224.12.2.3 prefix-list site-c
Router(config)# ip prefix-list site-a permit 224.12.0.0/16
Router(config)# ip msdp default-peer 224.13.4.5 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-a permit 224.13.0.0/16

関連コマンド コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。

ip prefix-list プレフィクス リストにエントリを作成します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
ip msdp description

2-227
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

ip msdp description
MSDP ピアのための設定に説明テキストを追加するには、ip msdp description コマンドを使用しま

す。説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] description {peer-name | peer-address} text

no ip msdp [vrf vrf-name] description {peer-name | peer-address}

シンタックスの説明

デフォルト MSDP ピアには説明は付加されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン MSDP ピアを識別しやすくするために説明を付加します。この説明は、show ip msdp peer コマンド

の出力に表示されます。

例 次に、IP アドレス 224.107.5.4 のルータに、そのルータは顧客 A のルータであるという説明を付加

する例を示します。

Router(config)# ip msdp description 224.107.5.4 router at customer a
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-name | peer-address この説明が適用されるピア名またはアドレス

text MSDP ピアの説明

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip msdp peer MSDP ピアに関する詳細情報を表示します。
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ip msdp filter-sa-request
グループからの新規参加メンバがアクティブになったときに source-active request メッセージを

MSDP ピアに送信するようにルータを設定するには、ip msdp filter-sa-request コマンドを使用しま

す。この動作を抑止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] filter-sa-request {peer-address | peer-name} [list access-list]

no ip msdp [vrf vrf-name] filter-sa-request {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドが設定されない場合は、すべての source-active request メッセージが受け入れられます。

アクセスリストの指定なしでこのコマンドが設定された場合は、すべての source-active request メッ

セージが無視されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、ルータはピアからのすべての source-active request メッセージを受け入れます。ルー

タが受け入れる source-active request メッセージを厳密に制御する場合に、このコマンドを使用しま

す。

アクセスリストが指定されない場合は、すべての source-active request メッセージが無視されます。

アクセスリストが指定された場合は、それらの許可されたグループからの source-active request メッ

セージのみが受け入れられ、その他のメッセージはすべて無視されます。

例 次に、172.16.2.2 の MSDP ピアからの source-active request メッセージをフィルタリングするために

ルータを設定する例を示します。次に、ネットワーク 192.168.22.0 上のアクセスリスト 1 に一致す

る送信元から送信された source-active request メッセージを受け入れ、その他のメッセージをすべて

無視する例を示します。

Router(config)# ip msdp filter sa-request 224.69.2.2 list 1
access-list 1 permit 228.4.22.0 0.0.0.255

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name グループへの新規参加メンバがアクティブになった時に、ローカル

ルータが source-active メッセージを要求する MSDP ピアの IP アドレス

または名前

list access-list （任意）マルチキャスト グループ アドレスを記述する、標準 IP アクセ

スリスト番号または名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。
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ip msdp mesh-group
MSDP ピアをメッシュ グループのメンバに設定するには、ip msdp mesh-group コマンドを使用しま

す。メッシュ グループから MSDP ピアを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] mesh-group mesh-name {peer-address | peer-name}

no ip msdp [vrf vrf-name] mesh-group mesh-name {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト メッシュ グループに属さない MSDP ピアです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン メッシュ グループは MSDP スピーカーのグループであり、相互に完全メッシュ接続されています。

メッシュ グループに受信されたピアからの source-active メッセージは、同一メッシュ グループ内の

他のピアには転送されません。

メッシュ グループは、次の 2 つを実現するために使用できます。

• source-active メッセージのフラッディングの削減

• ピア RPF フラッディングの単純化（MSDP ピア間で BGP［ボーダー ゲートウェイ プロトコル］

またはマルチプロトコル BGP の実行は不要）

例 次に、internal という名前のメッシュ グループのメンバにするために、アドレス 224.1.1.1 の MSDP

ピアを設定する例を示します。

Router(config)# ip msdp mesh-group internal 224.1.1.1
Router(config)# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

mesh-name メッシュ グループの名前

peer-address | peer-name メッシュ グループのメンバになる MSDP ピアの IP アドレスまたは名

前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip msdp originator-id
source-active メッセージを発信する MSDP スピーカーに、source-active メッセージ内の Rendezvous

Point（RP; ランデブー ポイント）としてインターフェイスの IP アドレスの使用を許可するには、ip

msdp originator-id コマンドを使用します。この方法での RP アドレスの使用を抑止するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] originator-id interface-type interface-number

no ip msdp [vrf vrf-name] originator-id interface-type interface-number

シンタックスの説明

デフォルト RP アドレスはオリジネータ ID として使用されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip msdp originator-id コマンドは、source-active メッセージ内で RP アドレスとして使用されるイン

ターフェイスのタイプと番号を識別します。

論理 RP ポイントを設定するには、このコマンドを使用します。RP ポイントと MSDP ボーダ ルー

タのみが source-active メッセージを発信するため、この目的に使用される ID を変更する必要があ

る場合があります。

ip msdp border sa-address コマンドと ip msdp originator-id コマンドの両方が設定された場合には、ip

msdp originator-id コマンドが優先されます。ip msdp originator-id コマンドから得られるアドレス

は、source-active メッセージ内で使用される RP のアドレスを決定します。

例 次に、イーサネット インターフェイス 1 の IP アドレスを source-active メッセージ内の RP アドレス

に設定する例を示します。

Router(config)# ip msdp originator-id ethernet1
Router(config)# 

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type 

interface-number
IP アドレスが source-activeメッセージ内で RP アドレスとして使用される、

ローカル ルータのインターフェイスのタイプと番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp border PIM sparse（希薄）モード リージョンおよび dense（稠密）モード リージョ

ンに隣接するルータを MSDP を使用するように設定します。
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ip msdp peer
MSDP ピアを設定するには、ip msdp peer コマンドを使用します。ピア関係を削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] peer {peer-name | peer-address} [connect-source interface-type 
interface-number] [remote-as as-number]

no ip msdp [vrf vrf-name] peer {peer-name | peer-address}

シンタックスの説明

デフォルト MSDP ピアは設定されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ルータは BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）ネイバとしても設定される必要があります。

interface-type は設定されるルータ上にあります。

この MSDP ピアとともに BGP ピアも使用する場合は、BGP と同一の IP アドレスを MSDP に使用

する必要があります。ただし、MSDP ピア間に BGP パスまたは MBGP パスが存在する場合は、MSDP

ピアとともに BGP またはマルチプロトコル BGP を実行する必要はありません。パスが存在しない

場合は、ip msdp default-peer コマンドを設定する必要があります。

remote-as as-number キーワードと引数は、表示目的にのみ使用されます。

MSDP ピア セッションがあるが、そのピアとの間に BGP ピア セッションがない場合は、ピアは

（実際に存在するのとは別の）他の AS 内に表示されます。この場合、ピアのプレフィクスが他の

AS によって付与された場合には、プレフィクスはピアの AS 番号として表示されます。

例 次に、IP アドレス 224.108.1.2 のルータを、ローカル ルータの MSDP ピアとして設定する例を示し

ます。ネイバは AS 109 に属します。

Router(config)# ip msdp peer 224.108.1.2 connect-source ethernet 0
router bgp 110
network 224.108.0.0
neighbor 224.108.1.2 remote-as 109
neighbor 224.108.1.2 update-source ethernet 0

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-name | peer-address MSDP ピアとなるルータの DNS（ドメイン ネーム システム）名ま

たは IP アドレス

connect-source interface-type 

interface-number
（任意）プライマリ アドレスが、TCP 接続のための送信元 IP アドレ

スになるインターフェイスのタイプと番号を指定します。

remote-as as-number （任意）MSDP ピアの Autonomous System（AS; 自律システム）番号

を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
ip msdp peer

2-232
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、router.cisco.com という名前のルータを、ローカル ルータの MSDP ピアとして設定する例を

示します。

Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com
Router(config)# 

次に、router.cisco.com という名前のルータを、AS 109 内の MSDP ピアとして設定する例を示しま

す。イーサネット インターフェイス 0 のプライマリ アドレスが、TCP 接続のための送信元アドレ

スとして使用されます。

Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com connect-source ethernet0 remote-as 109
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

neighbor remote-as エントリを BGP またはマルチプロトコル BGP ネイバ テーブルに

追加します。
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ip msdp redistribute
マルチキャスト ルーティング テーブル内のどの (S,G) エントリが MSDP ピアに発信される

source-active メッセージでアドバタイズされるかを設定するには、ip msdp redistribute コマンドを

使用します。フィルタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] redistribute [list access-list-name] [asn as-access-list-number] [route-map 
map-name]

no ip msdp [vrf vrf-name] redistribute

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• このコマンドが設定されていない場合は、ルータが RP であるグループに送信する場合には、

ローカル送信元のみがアドバタイズされます。

• このコマンドが設定されず、ip msdp border sa-address コマンドが設定されている場合には、す

べてのローカル送信元がアドバタイズされます。

• ip msdp redistribute コマンドがキーワードなしで設定された場合には、マルチキャスト送信元

はアドバタイズされません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip as-path コマンドで、as-access-list-number 引数を指定する必要があります。

このコマンドは source-active メッセージの発信には影響しますが、転送には影響しません。どの

source-active メッセージが MSDP ピアに転送されるかをフィルタリングするには、ip msdp sa-filter

in または ip msdp sa-filter out コマンドを使用します。

ip msdp redistribute コマンドは、ルータがマルチキャスト ルーティング テーブル内のどの (S,G) ペ

アをアドバタイズするかを制御します。デフォルトでは、ローカル ドメイン内の送信元のみがアド

バタイズされます。ip msdp redistribute コマンドについては、次のガイドラインを参照してくださ

い。

• list access-list-name キーワードと引数のみを指定する場合は、どのローカル送信元がどのグルー

プにアドバタイズされるかをフィルタリングします。アクセスリストで送信元アドレス、送信

元マスク、グループ アドレス、およびグループ マスクを指定します。

• asn as-access-list-number キーワードと引数のみを指定する場合は、Autonomous System（AS; 自
律システム）パス アクセスリストを通過するグループすべてに、すべての送信元がアドバタイ

ズされます。AS パス アクセスリスト番号は、アクセスリストを指定する ip as-path コマンドを

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

list access-list-name （任意）どのローカル送信元がアドバタイズされ、どのグループに送

信されるかを制御する、標準または拡張 IP アクセスリスト番号また

は名前を指定します。

asn as-access-list-number （任意）標準または拡張 IP アクセスリスト番号を指定します。有効値

は 1 ～ 199 です。

route-map map-name （任意）ルート マップ名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
ip msdp redistribute

2-234
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

参照します。asn 0 キーワードを指定すると、すべての AS からの送信元がアドバタイズされま

す。asn 0 キーワードは、dense（稠密）モード ドメインを、MSDP を実行している sparse（希

薄）モード ドメインに接続する場合、または BGP を設定していないルータで MSDP を使用す

る場合に有用です。これらの場合、送信元がローカルがどうかは不明です。

• route-map map-name キーワードと引数のみを指定した場合は、ルート マップの map-name 引数

内の一致基準を満たすすべての送信元がアドバタイズされます。

• 3 つのキーワードすべて（list、asn、および route-map）を指定した場合は、source-active メッ

セージ内にマルチキャスト送信元がアドバタイズされるには、すべての条件が真である必要が

あります。

• キーワードまたは引数を指定せずに ip multicast redistribute コマンドを指定した場合には、マル

チキャスト送信元はアドバタイズされません。

例 次に、マルチキャスト ルーティング テーブル内のどの (S, G) エントリが、MSDP ピアから発信さ

れる source-active メッセージ内にアドバタイズされるかを設定する例を示します。

Router(config)# ip msdp redistribute route-map customer-sources

route-map customer-sources permit
match as-path customer-as

Router(config)# ip as-path access-list ^109$

関連コマンド コマンド 説明

ip as-path BGP AS パス アクセスリストを定義します。

ip msdp border PIM sparse モード リージョンおよび dense モード リージョンに隣接

するルータを MSDP を使用するように設定します。
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ip msdp sa-filter in
指定された MSDP ピアから受信された source-active メッセージに対する着信フィルタ リストを設

定するには、ip msdp sa-filter in コマンドを使用します。フィルタを削除するには、このコマンドの

no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] sa-filter in {peer-address | peer-name} [list access-list-name] [route-map 
map-name]

no ip msdp [vrf vrf-name] sa-filter in {peer-address | peer-name} [list access-list-name] [route-map 
map-name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• このコマンドが設定されない場合は、着信メッセージはフィルタリングされず、ピアからのす

べての source-active メッセージが受け入れられます。

• アクセスリストまたはルート マップを指定せずにこのコマンドが設定された場合は、ピアから

のすべての送信元 / グループ ペアがフィルタリングされます。

• list キーワードと route-map キーワードの両方が指定された場合には、着信 source-active メッ

セージ内の (S,G) ペアが通過するには、すべての条件が真である必要があります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-list-name を指定しない場合は、ピアからのすべての送信元 / グループ ペアがフィルタリング

されます。

指定された MSDP ピアからの source-active メッセージは、ルート マップの map-name 引数内の一致

基準を満たす場合にのみ通過します。

すべての一致基準を満たす場合は、ルート マップからの permit キーワードにより、ルートはフィ

ルタを通過します。ルートをフィルタリングするには、deny キーワードを使用します。

例 次に、router.cisco.com という名前のピアからのすべての source-active メッセージをフィルタリング

する設定の例を示します。

Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com connect-source ethernet 0
Router(config)# ip msdp sa-filter in router.cisco.com
Router(config)# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name フィルタリングされる source-active メッセージの送信元の、MSDP ピ

アの IP アドレスまたは名前

list access-list-name （任意）IP アクセスリストの番号または名前を指定します。

route-map map-name （任意）ルート マップ名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

ip msdp sa-filter out
指定された MSDP ピアに送信される source-active メッセージに対する送信フィルタ リストを設定

するには、ip msdp sa-filter out コマンドを使用します。フィルタを削除するには、このコマンドの

no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] sa-filter out {peer-address | peer-name} [list access-list-name] [route-map 
map-name]

no ip msdp [vrf vrf-name] sa-filter out {peer-address | peer-name} [list access-list-name] [route-map 
map-name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• このコマンドが設定されない場合は、送信メッセージはフィルタリングされず、受信したすべ

ての source-active メッセージがピアに転送されます。

• アクセスリストまたはルート マップを指定せずにこのコマンドが設定された場合は、すべての

送信元 / グループ ペアがフィルタリングされます。

• list キーワードと route-map キーワードの両方が指定された場合には、発信 source-active メッ

セージ内の (S,G) ペアが通過するには、すべての条件が真である必要があります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン access-list-name を指定しない場合は、すべての送信元 / グループ ペアがフィルタリングされます。

指定された MSDP ピアは、source-active メッセージが拡張アクセスリストを通過した場合にのみ通

過します。

list キーワードと route-map キーワードの両方が指定された場合には、発信 source-active メッセージ

内の (S,G) ペアが通過するには、すべての条件が真である必要があります。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。

ip msdp sa-filter out 指定された MSDP ピアに送信される source-active メッセージに対

する発信フィルタ リストを設定します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name source-active メッセージがフィルタリングされる先の、MSDP ピアの

IP アドレスまたは DNS 名

list access-list （任意）拡張 IP アクセスリストの番号または名前を指定します。

route-map map-name （任意）ルート マップ名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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指定された MSDP ピアへの source-active メッセージは、ルート マップの map-name 引数内の一致基

準を満たす場合にのみ通過します。

すべての一致基準を満たす場合は、ルート マップからの permit キーワードによりルートはフィル

タを通過します。ルートをフィルタリングするには、deny キーワードを使用します。

例 次に、アクセスリスト 100 を通過する (S,G) ペアのみを、router.cisco.com という名前のピアへの

source-active メッセージに転送する例を示します。

Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com connect-source ethernet 0
Router(config)# ip msdp sa-filter out router.cisco.com list 100
access-list 100 permit ip 224.69.0.0 0.0.255.255 224.2.0.0 0.0.255.255

関連コマンド コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。

ip msdp sa-filter in 指定された MSDP ピアから受信される source-active メッセージに

対する着信フィルタ リストを設定します。
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ip msdp sa-request
グループからの新規参加メンバがアクティブになった時に source active request メッセージを MSDP

ピアに送信するようにルータを設定するには、ip msdp sa-request コマンドを使用します。この動作

を抑止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] sa-request {peer-address | peer-name}

no ip msdp [vrf vrf-name] sa-request {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト ルータは MSDP ピアに source-active request メッセージを送信しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、新規メンバがグループに接続してマルチキャスト トラフィックの受信を希望した

場合に、ルータは source-active request メッセージを MSDP ピアに送信しません。新規メンバは、い

ずれ到来する source-active メッセージの受信を待機します。

グループの新規メンバに、グループに送信している接続済み PIM-SM ドメイン内の現在アクティブ

なマルチキャスト送信元を学習させるには、このコマンドを使用します。ルータは、新規メンバが

グループに接続した時に、source-active request メッセージを指定された MSDP ピアに送信します。

ピアは、source-active キャッシュ内の情報を送り返します。ピアにキャッシュが設定されていない

場合は、このコマンドは動作しません。

ルータ キャッシュ メッセージを得るには ip msdp cache-sa-state コマンドも使用できます。

例 次に、224.69.1.1 の MSDP ピアに source-active request メッセージを送信するためにルータを設定す

る例を示します。

Router(config)# ip msdp sa-request 224.69.1.1
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name グループへの新規参加メンバがアクティブになった時に、ローカル

ルータが source-active メッセージを要求する MSDP ピアの IP アドレ

スまたは名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp cache-sa-state ルータ上に source-active ステートを作成します。

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。
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ip msdp shutdown
設定済み MSDP ピアを管理シャットダウンするには、ip msdp shutdown コマンドを使用します。ピ

アを再びアップにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] shutdown {peer-address | peer-name}

no ip msdp [vrf vrf-name] shutdown {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト MSDP ピアをシャットダウンするための処理を行いません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、IP アドレス 224.5.7.20 の MSDP ピアをシャットダウンする例を示します。

Router(config)# ip msdp shutdown 224.5.7.20
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name シャットダウンする MSDP ピアの IP アドレスまたは名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。
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ip msdp ttl-threshold
MSDP ピアへの source-active メッセージで送信されるマルチキャスト データ パケットを制限する

には、ip msdp ttl-threshold コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

ip msdp [vrf vrf-name] ttl-threshold {peer-address | peer-name} ttl-value

no ip msdp [vrf vrf-name] ttl-threshold {peer-address | peer-name}

シンタックスの説明

デフォルト ttl-value は 0 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、データがカプセル化された source-active メッセージで送信される、マルチキャス

ト データ パケットを制限します。IP ヘッダーの TTL が ttl-value 引数以上のマルチキャスト パケッ

トのみが、IP アドレスまたは名前で指定された MSDP ピアに送信されます。

このコマンドは、TTL でマルチキャスト データ トラフィックを制限する場合に使用します。たと

えば、内部トラフィックの TTL を 8 に制限できます。トラフィックを外部のグループに送るには、

パケットを 8 より大きい TTL で送信する必要があります。

ttl-value 引数のデフォルト値は 0 であり、すべてのマルチキャスト データ パケットは TTL が 0 に

なるまでピアに転送されます。

例 次に、TTL しきい値を 8 ホップに設定する例を示します。

Router(config)# ip msdp ttl-threshold 224.5.7.20 8
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name ttl-value 引数が適用される MSDP ピアの IP アドレスまたは名前

ttl-value Time-to-live（TTL）値。有効値は 0 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。
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ip multicast cache-headers
ルータが受信した IP マルチキャスト パケット ヘッダーを保存するために循環バッファを割り当て

るには、ip multicast cache-headers コマンドを使用します。バッファを削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

ip multicast [vrf vrf-name] cache-headers [rtp]

no ip multicast [vrf vrf-name] cache-headers

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP マルチキャスト パケット ヘッダーをキャッシュに保存し、次の情報を判定するために表示でき

ます。

• 誰がどのグループに IP マルチキャスト パケットを送信しているか

• パケット間遅延

• 重複した IP マルチキャスト パケット（存在する場合）

• ネットワーク内のマルチキャスト転送ループ（存在する場合）

• グループのサイズ

• UDP ポート番号

• パケット長

（注） このコマンドは、約 32 KB の循環バッファを割り当てます。メモリが少ない場合には、このコマン

ドを設定しないでください。

バッファを表示するには、show ip mpacket コマンドを使用します。

例 次に、IP マルチキャスト パケット ヘッダーを保存するためにバッファを割り当てる例を示します。

Router(config)# ip multicast cache-headers
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rtp （任意）RTP ヘッダーをキャッシュします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip mpacket 循環キャッシュヘッダー バッファの内容を表示します。
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ip multicast helper-map
2 つのブロードキャスト専用インターネットワークの間にあるマルチキャスト対応インターネット

ワークで IP マルチキャスト ルーティングを許可するには、ip multicast helper-map コマンドを使用

します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip multicast helper-map broadcast multicast-address access-list [ttl x]

no ip multicast helper-map broadcast multicast-address access-list

シンタックスの説明 

デフォルト ブロードキャストとマルチキャストの間の変換は行われません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 2 つのブロードキャスト専用インターネットワークの間にマルチキャスト対応ネットワークがある

場合、ファースト ホップ ルータでブロードキャスト トラフィックをマルチキャストに変換し、ラ

スト ホップ ルータでブロードキャストに戻してからブロードキャスト クライアントにパケットを

配信することができます。ただし、送信元 IP アドレスが 0.0.0.0（DHCP リクエストなど）のブロー

ドキャスト パケットは、どのマルチキャスト グループにも変換されません。

転送ブロードキャストをサブネットに送信する場合は、ラスト ホップ ルータの発信インターフェ

イスを x.x.x.255 のブロードキャスト IP アドレスに設定することができます（x.x.x.0 は到達先のサ

ブネット）。そうでない場合、パケットは 255.255.255.255 に変換されます。

TTL が 1 のブロードキャスト パケットは、ip multicast helper-map コマンドに ttl キーワードを付加

しないと変換されません。

例 次に、2 つのブロードキャスト専用インターネットワークの間にあるマルチキャスト対応インター

ネットワークで IP マルチキャスト ルーティングを許可する例を示します。

Router(config-if)# ip multicast helper-map broadcast 224.5.5.5 120 ttl 2
Router(config-if)#

broadcast トラフィックがブロードキャストからマルチキャストへ変換されること

を指定します。このキーワードは、multicast-address 引数とともに使用し

ます。

multicast-address 変換されたトラフィックの転送先の IP マルチキャスト アドレス。この引

数は、broadcast キーワードとともに使用します。

access-list UDP（ユーザ データグラム プロトコル）ポート番号に基づき、どのブロー

ドキャストを変換するかを制御する IP 拡張アクセスリストの番号または

名前

ttl x （任意）TTL が 1 のパケットを変換し、TTL をリセットします。有効値は

1 ～ 50 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

ip multicast mrinfo-filter
マルチキャスト ルータ情報（mrinfo）要求パケットをフィルタリングするには、ip multicast

mrinfo-filter コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式

を使用します。

ip multicast mrinfo-filter access-list

no ip multicast mrinfo-filter access-list

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip multicast mrinfo-filter コマンドは、指定されたアクセスリスト内にリストされたすべての送信元

に対して、mrinfo 要求パケットをフィルタリングします。

例 次に、アクセスリスト番号 4 にリストされたすべての送信元に対して、mrinfo 要求パケットをフィ

ルタリングする例を示します。

Router(config)# ip multicast mrinfo-filter 4
Router(config)#

コマンド 説明

ip directed-broadcast 転送ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換

をイネーブルにします。

ip forward-protocol turbo-flood Spanning-tree Algorithm（STA; スパニング ツリー アルゴリズ

ム）を使用して UDP パケットのフラッディングを高速化し

ます。

access-list フィルタリングする送信元 IP アドレスのアクセスリスト

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip multicast multipath
IP マルチキャスト トラフィックの負荷を複数の等価コスト パスに分散するには、ip multicast

multipath コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ip multicast [vrf vrf-name] multipath

no ip multicast [vrf vrf-name] multipath

シンタックスの説明

デフォルト 複数の等価コスト パスが存在する場合は、マルチキャスト トラフィックはそれらのパスに分散さ

れません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip multicast multipath コマンドを入力し、ネットワーク内に複数の等価コスト パスが存在する場合

には、複数の送信元から同一マルチキャスト グループへのマルチキャスト トラフィックは等価コ

スト パスに負荷分散されますが、同一送信元から複数のマルチキャスト グループへのトラフィッ

クは負荷分散されません。このコマンドは RPF ネイバの選択方法を変更するため、ループの発生を

回避するために、冗長トポロジー内のすべてのルータに対して、等価コスト パスへの IP マルチキャ

スト トラフィックの一貫した負荷分散を行う必要があります。

例 次に、IP マルチキャスト トラフィックの負荷を複数の等価コスト パスに分散する例を示します。

Router(config)# ip multicast multipath
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip rpf 誘発型 RPF 統計情報を表示します。
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ip multicast netflow
インターフェイス上で出力または入力のマルチキャスト NetFlow アカウンティングをイネーブル

にするには、ip multicast netflow コマンドを使用します。マルチキャスト NetFlow アカウンティン

グをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip multicast netflow {egress | ingress}

no ip multicast netflow {egress | ingress}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• マルチキャスト出力 NetFlow アカウンティングはディセーブルです。

• マルチキャスト入力 NetFlow アカウンティングはイネーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン show running-config コマンドの出力には、いつマルチキャスト入力アカウンティングがイネーブル

にされたかは表示されません（マルチキャスト入力 NetFlow アカウンティングがいつディセーブル

にされたかは表示されます）。

発信マルチキャスト ストリームをカウントしたいすべてのインターフェイス上で、マルチキャスト

出力 NetFlow アカウンティングをイネーブルにする必要があります。

マルチキャスト エントリを表示するには、show mls netflow ip コマンドを入力します。

例 次に、入力のイーサネット 1/0 インターフェイスでマルチキャスト入力 NetFlow アカウンティング

をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface ethernet 1/0
Router(config-if)# ip multicast netflow ingress
Router(config-if)# end

関連コマンド

egress マルチキャスト出力 NetFlow アカウンティングを指定します。

ingress マルチキャスト入力 NetFlow アカウンティングを指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF マルチキャスト NetFlow がイネーブルの場合にブリッジド フローを作成

できるように、このコマンドが変更されました。

コマンド 説明

ip multicast netflow rpf-failure RPF チェックに失敗したマルチキャスト データに対する

NetFlow アカウンティングをイネーブルにします。

show ip flow interfaces インターフェイスの NetFlow アカウンティング設定を表示

します。
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ip multicast route-limit
マルチキャスト ルーティング テーブルに追加できるマルチキャスト ルートの数を制限するには、

ip multicast route-limit コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

ip multicast [vrf vrf-name] route-limit limit [threshold]

no ip multicast [vrf vrf-name] route-limit limit [threshold]

シンタックスの説明

デフォルト limit は 2147483647 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip multicast route-limit コマンドはルータに追加できるマルチキャスト ルートの数を制限し、限界

を超過するとエラー メッセージを生成します。threshold 引数を設定すると、しきい値を超過したと

きにしきい値エラー メッセージが生成され、mroute の数が limit 引数で設定された限界に到達する

までメッセージは出力され続けます。

mroute の警告 threshold は mroute の limit 以下である必要があります。

例 次に、cisco という名前の VRF インスタンスに対して mroute の制限を 200,000 に設定し、しきい値

を 20,000 に設定する例を示します。

Router(config)# ip multicast vrf cisco route-limit 200000 20000
Router(config)# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

limit 追加できる mroute の数。有効値は 1 ～ 2147483647 です。

threshold （任意）警告メッセージが出力される mroute の数。有効値は 1 ～ 2147483647

です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip multicast-routing
IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするには、ip multicast-routing コマンドを使用しま

す。IP マルチキャスト ルーティングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

ip multicast-routing [vrf vrf-name] [distributed] 

no ip multicast-routing [vrf vrf-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドはディセーブルにされています。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP マルチキャスト ルーティングがディセーブルにされると、マルチキャスト パケットは転送さま

せん。

例 次に、IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip multicast-routing
Router(config)#

次に、特定の VRF で IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip multicast-routing vrf vrf1
Router(config)#

次に、IP マルチキャスト ルーティングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip multicast-routing
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

distributed （任意）MDS をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip pim インターフェイスの PIM をイネーブルにします。
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ip multicast rpf backoff
PIM バックオフ インターバルを設定するには、ip multicast rpf backoff コマンドを使用します。デ

フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip multicast rpf backoff {{min max} | disable}

no ip multicast rpf backoff

シンタックスの説明

デフォルト 誘発型 RPF チェックがイネーブルの場合、デフォルトは次のとおりです。

• min ― 500 ミリ秒

• max ― 5000 ミリ秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 誘発型 RPF チェックをディセーブルにした場合、PIM は定期的にルーティング テーブルに変化が

ないかポーリングします（ip multicast rpf interval コマンドを使用して設定します）。誘発型 RPF

チェックをイネーブルにした場合、ルーティング テーブルが変更されたときに PIM がルーティン

グ テーブルをポーリングします。min 引数は、初期バックオフ時間を設定します。いったん起動さ

れると、PIM はさらにルーティング テーブルが変更されるのを待ちます。ルーティング テーブル

の変更がそれ以上行われず min 時間が切れると、PIM はルーティング変更をスキャンします。バッ

クオフ時間内にさらにルーティング変更が行われた場合、PIM はバックオフ時間を 2 倍に延長しま

す。max 引数で、2 倍にされたバックオフ時間に対して 大インターバルを設定できます。

次のような場合、このコマンドを使用します。

• ご使用の装置でルート変更が頻繁に行われる場合（たとえばダイヤルイン ルータなど）

• 大 RPF チェック インターバルを減らしたい場合（新たに構築されたルートでより高速な IP
マルチキャストを実現させるため）、または RPF チェック インターバルを増やしたい場合（RPF
チェックによって生じる CPU 負荷を減らすため）

例 次に、PIM バックオフ インターバルをミリ秒単位で設定する例を示します。

Router(config)# ip multicast rpf backoff 100
Router(config)#

関連コマンド

min 初期 RPF 延長待機時間（ミリ秒単位）。有効値は 1 ～ 65535 ミリ秒です。

max 大 RPF 延長待機時間（ミリ秒単位）。有効値は 1 ～ 65535 ミリ秒です。

disable 誘発型 RPF チェックをディセーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip multicast rpf interval RPF 一貫性チェック インターバルを設定します。

show ip rpf events 誘発型 RPF 統計情報を表示します。
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ip multicast rpf interval
RPF 一貫性チェック インターバルを設定するには、ip multicast rpf interval コマンドを使用します。

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip multicast rpf interval interval

no ip multicast rpf interval

シンタックスの説明

デフォルト 10 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip multicast rfp interval コマンドは、インターバル PIM を設定し、ルーティング テーブルの変化が

ないかポーリングします。

例 次に、RPF 一貫性チェック インターバルを秒単位で設定する例を示します。

Router(config)# ip multicast rpf interval 5
Router(config)#

関連コマンド

interval RPF チェック間のインターバル（秒単位）。有効値は 1 ～ 10 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip multicast rpf backoff PIM バックオフ インターバルを設定します。
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ip pim accept-register
PIM register メッセージをフィルタリングするために Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）

ルータの候補を設定するには、ip pim accept-register コマンドを使用します。この機能をディセー

ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] accept-register {list access-list | route-map map-name}

no ip pim [vrf vrf-name] accept-register {list access-list | route-map map-name}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 不正な送信元が RP に登録されるのを防止するには、このコマンドを使用します。不正な送信元が

register メッセージを RP に送信すると、RP は即座に register-stop メッセージを送信します。

例 次に、RP への登録を SSM 範囲内の送信元に制限する例を示します。これらのコマンドは RP にの

み設定する必要があります。

Router(config)# ip pim accept-register list no-ssm-range
Router(config)# ip access-list extended no-ssm-range
 deny ip any 232.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip any any
Router(config)#

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

list access-list 拡張 IP アクセスリストの番号または名前を指定します。

route-map map-name ルートマップ名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip pim accept-rp
指定された Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）および特定のグループのリストへの

join/prune メッセージのみを受け入れるようにルータを設定するには、ip pim accept-rp コマンドを

使用します。チェックを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] accept-rp {rp-address | auto-rp} [access-list] 

no ip pim [vrf vrf-name] accept-rp {rp-address | auto-rp} [access-list] 

シンタックスの説明 

デフォルト ディセーブル ― すべての join/prune メッセージが処理されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドによりルータは、指定された RP アドレスへの (*, G) join メッセージのみを受け入れ

るようになります。さらに、グループ アドレスはアクセスリストで指定された範囲内である必要が

あります。

rp-address 引数がシステムのアドレスの場合は、システムはアクセスリストによって指定されたグ

ループ範囲に対してのみの RP です。グループ アドレスがグループ範囲内ではない場合には、RP は

join/register メッセージを受け入れず、即座に register-stop メッセージを送り返します。

例 次に、アドレス 172.17.1.1 の RP に対するマルチキャスト グループ 224.2.2.2 への join/prune メッセー

ジを受け入れるようにルータを設定する例を示します。

Router(config)# ip pim accept-rp 172.17.1.1 3
access-list 3 permit 224.2.2.2

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rp-address グループ アクセス リストで指定された範囲のグループへの、join メッセー

ジの送信を許可される RP のアドレス

auto-rp Auto-RP キャッシュ内の RP にのみ join/register メッセージが受け入れられ

ることを指定します。

access-list （任意）どのグループがチェックの対象となるかを定義するアクセスリス

トの番号または名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

access-list（IP 標準） 標準 IP アクセス リストを定義します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
ip pim bidir-enable

2-252
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

ip pim bidir-enable
bidir-PIM をイネーブルにするには、ip pim bidir-enable コマンドを使用します。bidir-PIM をディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] bidir-enable

no ip pim [vrf vrf-name] bidir-enable 

シンタックスの説明 

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン bidir-PIM がディセーブルになると、ルータは bidir-PIM をサポートしないルータと同様に動作しま

す。次の条件が適用されます。

• ルータが送信した PIM hello メッセージには双方向モード オプションは含まれません。

• ルータは designated forwarder election メッセージを送信せず、受信した designated forwarder
election メッセージを無視します。

• ip pim rp-address、ip pim send-rp-announce、および ip pim rp-candidate コマンドは、次のよう

に扱われます。

－ bidir-PIM がディセーブルにされている時にこれらのコマンドが設定された場合には、双方

向モードは設定オプションではありません。

－ これらのコマンドが双方向モード オプションとともに設定された場合には、bidir-PIM がイ

ネーブルにされ、その後ディセーブルにされると、これらのコマンドは CLI（コマンドラ

イン インターフェイス）から削除されます。再度 bidir-PIM をイネーブルにした場合には、

これらのコマンドを再度双方向モード オプションとともに入力する必要があります。

•  show ip pim interface コマンドの df オプションはサポートされません。

例 次に、bidir-PIM をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip pim bidir-enable 
Router(config)#

次に、bidir-PIM をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip pim bidir-enable 
Router(config)#

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

ip pim bsr-candidate
BSR（ブートストラップ ルータ）候補であることを通知するようにルータを設定するには、ip pim

bsr-candidate コマンドを使用します。このルータを候補ブートストラップ ルータにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] bsr-candidate interface-type interface-number [hash-mask-length] [priority]

no ip pim [vrf vrf-name] bsr-candidate

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• イネーブルの場合、priority は 0 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを設定すると、ルータは指定されたインターフェイスのアドレスを BSR アドレスと

して、すべての PIM ネイバにブートストラップ メッセージを送信します。各ネイバは BSR アドレ

スを、以前のブートストラップ メッセージから取得したアドレスと比較します（同一インターフェ

イスで受信している必要はありません）。今回のアドレスが同一または上位のアドレスである場合

には、今回のアドレスをキャッシュし、ブートストラップ メッセージを転送します。下位のアドレ

スの場合、ルータはブートストラップ メッセージをドロップします。

ルータは、高いプライオリティ（同一プライオリティの場合は上位の IP アドレス）を持つ別の BSR

候補からブートストラップ メッセージを受信するまで処理を継続します。

コマンド 説明

ip pim rp-address 特定のグループの PIM Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）

のアドレスを設定します。

ip pim rp-candidate ルータが自身を PIM バージョン 2 RP 候補として BSR（ブートスト

ラップ ルータ）にアドバタイズするように設定します。

ip pim send-rp-announce ルータが RP として動作するグループの設定に Auto-RP を使用しま

す。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type 

interface-number
ルータを候補にするために BSR アドレスとして使用されるインターフェ

イスのタイプと番号

hash-mask-length （任意）ハッシュ機能が呼び出される前に、グループ アドレスとの AND

が取られるマスクの長さ（ 大 32 ビット）

priority （任意）BSR プライオリティ。有効値は 0 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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このコマンドは、PIM ドメインのすべての部分と良好な接続を持つバックボーン ルータでのみ使用

してください。PIM ドメインに接続するためにオンデマンドのダイアルアップ リンクを使用するス

タブ ルータは BSR 候補として適切ではありません。

PIM とともに interface-type をイネーブルにする必要があります。

hash-mask-length 引数を設定すると、同一シード ハッシュを持つすべてのグループが、同一

Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）に対応します。たとえば、この値が 24 の場合、グルー

プ アドレスの 初の 24 ビットのみが考慮され、この設定を使用すれば、1 つの RP で複数のグルー

プに対応できます。

priority を設定すると、高いプライオリティを持つ BSR が優先されます。プライオリティ値が同一

の場合には、上位の IP アドレスを持つルータが BSR です。

例 次に、ルータのイーサネット インターフェイス 0 の IP アドレスを、プライオリティ 10 の BSR 候

補に設定する例を示します。

Router(config)# ip pim bsr-candidate ethernet 0 10
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

ip pim bsr border インターフェイスを介した BSR メッセージの送受信を禁止しま

す。

ip pim rp-candidate ルータが自身を PIM バージョン 2 RP 候補として BSR にアドバタイ

ズするように設定します。

ip pim send-rp-discovery ルータを RP マッピング エージェントとして設定します。

show ip pim bsr BSR 情報を表示します。

show ip pim rp キャッシュされているアクティブ RP を関連マルチキャスト ルー

ティング エントリとともに表示します。
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ip pim register-rate-limit
各 (S,G) ルーティング エントリに対して送信される PIM-SM register メッセージの 1 秒あたりの 大

数を制限するには、ip pim register-rate-limit コマンドを使用します。この制限をディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] register-rate-limit rate

no ip pim [vrf vrf-name] register-rate-limit

シンタックスの説明

デフォルト 制限は定義されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、指定されたルータが各 (S,G) エントリに対して許容される register メッセージの数

を制限するために使用します。このコマンドをイネーブルにすると指定されたルータと Rendezvous

Point（RP; ランデブー ポイント）の負荷が限定されますが、制限を超過した register メッセージは

ドロップされます。register メッセージがバースト性のある送信元から送信されると、受信側では

初の 1 秒間にデータ パケットの喪失が発生する可能性があります。

ip pim dense-mode proxy-register コマンドを入力すると、dense（稠密）モード エリアの多数の送信

元から sparse（希薄）モード リージョンにデータが送られる可能性があるため、次に ip pim

register-rate-limit コマンドを入力する必要があります（境界ルータへの登録も必要）。

このコマンドは、sparse モード (S,G) マルチキャスト ルーティング エントリにのみ適用されます。

例 次に、PIM-SM register メッセージを 1 秒間に 2 つまでに制限する設定の例を示します。

Router(config)# ip pim register-rate-limit 2
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rate 1 秒間にルータによって送信される register メッセージの 大数。有効値は

1 ～ 65535 メッセージ / 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip pim インターフェイスの PIM をイネーブルにします。
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ip pim register-source
register メッセージの IP 送信元アドレスを、指定されたルータの Rendezvous Point（RP; ランデブー

ポイント）側のインターフェイス以外のインターフェイスのアドレスに設定するには、ip pim

register-source コマンドを使用します。この設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形

式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] register-source interface-type interface-number

no ip pim [vrf vrf-name] register-source

シンタックスの説明

デフォルト 指定されたルータの RP 側インターフェイスの IP アドレスが、register メッセージの IP 送信元アド

レスとして使用されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、register メッセージの IP 送信元アドレスが、RP がパケットを送信可能な一意に

ルーティングされたアドレスでない場合にのみ必要とされます。このような状況は、送信元アドレ

スがフィルタリングされているために送信元アドレス宛に送信されたパケットが転送されないか、

または送信元アドレスがネットワークに対して一意でない場合に生じます。これらの場合、RP か

ら送信元アドレスに送信された応答は指定されたルータに到達せず、PIM-SM プロトコルは失敗し

ます。

IP 送信元アドレスを設定しない、または設定された送信元アドレスが機能しない場合は、指定され

たルータの RP 側インターフェイスの IP アドレスが register メッセージの IP 送信元アドレスとして

使用されます。PIM-SM ドメイン全体にわたって一意にルーティングされる IP アドレスを持つルー

プバック インターフェイスの使用を推奨します。

例 次に、register メッセージの IP 送信元アドレスを、指定されたルータのループバック 3 インターフェ

イスに設定する例を示します。

Router(config)# ip pim register-source loopback 3
Router(config)#

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF;

VPN ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type interface-number register メッセージの IP 送信元アドレスを識別するインター

フェイス タイプとインターフェイス番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip pim rp-announce-filter
Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）からの受信 Auto-RP announcement メッセージをフィ

ルタリングするには、ip pim rp-announce-filter コマンドを使用します。フィルタを削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] rp-announce-filter rp-list access-list group-list access-list

no ip pim [vrf vrf-name] rp-announce-filter rp-list access-list group-list access-list 

シンタックスの説明 

デフォルト すべての RP アナウンスが受け入れられます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを PIM RP マッピング エージェントに設定します。複数の RP マッピング エージェン

トを使用する場合は、アナウンス エージェントが削除された場合にマッピング状態の不一致が発生

しないように、一貫性のあるフィルタを中間に設定することを推奨します。

例 次に、アクセスリスト 1 の RP から、アクセスリスト 2 に記載のグループ範囲のための RP アナウ

ンスを受け入れるためにルータを設定する例を示します。

Router(config)# ip pim rp-announce-filter rp-list 1 group-list 2
Router(config)# 

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rp-list access-list group-list access-list の組み合わせで指定されるグループ範囲を許容可能

な、RP アドレスの標準アクセスリストの番号または名前を指定します。

group-list access-list RP が対応するマルチキャスト グループを示す標準アクセスリストの番号

または名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

access-list（IP 標準） 標準 IP アクセス リストを定義します。
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ip pim rp-candidate
ルータが自身を PIM バージョン 2 Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）候補として BSR

（ブートストラップ ルータ）にアドバタイズするように設定するには、ip pim rp-candidate コマン

ドを使用します。このルータを RP 候補から外すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] rp-candidate interface-type interface-number [group-list access-list] [bidir]

no ip pim [vrf vrf-name] rp-candidate 

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを設定すると、ルータは自身を RP 候補として BSR にアドバタイズする、PIM バー

ジョン 2 メッセージを送信します。アクセスリストによって許容されたアドレスと、タイプと番号

で識別されたルータにより、RP および RP が担当するアドレスの範囲が決定されます。

このコマンドは、PIM ドメインのすべての部分と良好な接続を持つバックボーン ルータでのみ使用

してください。PIM ドメインに接続するためにオンデマンドのダイアルアップ リンクを使用するス

タブ ルータは RP 候補として適切ではありません。

双方向転送を行い、グループから RP へのマッピングの配信に PIM バージョン 2BSR メカニズムを

使用する場合は、このコマンドに bidir キーワードを付加します。そのほかには次のオプションが

あります。

• グループから RP へのマッピングの配信に Auto-RP を使用する場合は、ip pim send-rp-announce
コマンドに bidir キーワードを付加します。

• グループから RP へのマッピングを Auto-RP または PIM バージョン 2 BSR メカニズムで配信し

ない場合は、ip pim rp-address コマンドに bidir キーワードを付加します。

access-list 名は空白または引用符を含むことはできず、番号付きアクセスリストとの混同を避ける

ために英字で始める必要があります。

bidir キーワードを付加せずにこのコマンドを入力すると、指定されたグループは PIM sparse（希薄）

モードで動作します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type 

interface-number
このインターフェイス タイプおよび番号に関連付けられた IP アドレス

は、RP アドレス候補としてアドバタイズされます。 

group-list access-list （任意）RP アドレスとともにアドバタイズされるグループ プレフィクスを

定義する標準アクセスリストの番号または名前を指定します。

bidir （任意）access-list 引数で指定され、双方向モードで動作するマルチキャス

ト グループを示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、ルータが自身を RP 候補として PIM ドメイン内の BSR にアドバタイズする設定の例を示し

ます。標準アクセス リスト 4 は、イーサネット インターフェイス 2 のアドレスを有する RP に関連

付けられたグループ プレフィクスを指定します。この RP はプレフィクスが 239 のグループを担当

します。

Router(config)# ip pim rp-candidate 192.168.37.33 ethernet 2 group-list 4
access-list 4 permit 239.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

ip pim bsr-candidate BSR 候補であることを通知するようにルータを設定します。

ip pim rp-announce-filter RP からの着信 Auto-RP announcement メッセージをフィルタリング

します。

ip pim send-rp-announce ルータが RP として動作するグループの設定に Auto-RP を使用しま

す。
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ip pim send-rp-announce
ルータが Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）として動作するグループの設定に Auto-RP

を使用するには、ip pim send-rp-announce コマンドを使用します。このルータの RP としての設定

を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] send-rp-announce interface-type interface-number scope ttl-value [group-list 
access-list] [interval seconds] [bidir]

no ip pim [vrf vrf-name] send-rp-announce

シンタックスの説明 

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• Auto-RP はディセーブルにされています。

• イネーブルの場合、seconds は 60 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、RP にするルータで使用します。グループから RP へのマッピングの配信に Auto-RP

を使用している場合は、このコマンドを設定するとルータは、Auto-RP announcement メッセージを

well-known グループ CISCO-RP-ANNOUNCE（224.0.1.39）に送信します。このメッセージは、アク

セスリストで指定される範囲のグループに対してルータが RP 候補であることを通知します。

双方向転送を行い、グループから RP へのマッピングの配信に Auto-RP を使用する場合は、このコ

マンドに bidir キーワードを付加します。そのほかには次のオプションがあります。

• グループから RP へのマッピングの配信に PIM バージョン 2 ブートストラップ ルータ（PIMv2
BSR）を使用する場合は、ip pim rp-candidate コマンドに bidir キーワードを付加します。

• グループから RP へのマッピングを Auto-RP または PIMv2 BSR メカニズムで配信しない場合

は、ip pim rp-address コマンドに bidir キーワードを付加します。

bidir キーワードを付加せずにこのコマンドを入力すると、指定されたグループは PIM-SM モード

で動作します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type 

interface-number
RP アドレスの定義に使用されるインターフェイスのタイプと番号

scope ttl-value Auto-RP アナウンスの数を制限する Time-to-live（TTL）値。有効値は 1 ～

255 です。

group-list access-list （任意）RP アドレスとともにアドバタイズされるグループ プレフィクスを

定義する標準アクセスリストの番号または名前を指定します。

intervalseconds （任意）RP アナウンスのインターバルを秒単位で指定します。有効値は 1

～ 16383 秒です。

bidir （任意）access-list 引数で指定され、双方向モードで動作するマルチキャス

ト グループを示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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access-list 名は空白または引用符を含むことはできず、番号付きアクセスリストとの混同を避ける

ために英字で始める必要があります。

RP アナウンスの総保持時間は、自動的にインターバルの 3 倍に設定されます。

例 次に、RP アナウンスを 大 31 ホップの PIM 対応インターフェイスすべてに送信する例を示しま

す。ルータを RP として識別するために使用される IP アドレスは、イーサネット インターフェイ

ス 0 に対応付けられた IP アドレスです。アクセス リスト 5 に、このルータが RP として機能する

グループが記載されています。

Router(config)# ip pim send-rp-announce ethernet0 scope 31 group-list 5
access-list 5 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

関連コマンド コマンド 説明

access-list （IP 標準） 標準 IP アクセス リストを定義します。

ip pim rp-address 特定のグループの PIM RP（ランデブー ポイント）のアドレスを設

定します。

ip pim rp-candidate ルータが自身を PIM バージョン 2 RP 候補として BSR にアドバタイ

ズするように設定します。
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ip pim send-rp-discovery
ルータを Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）マッピング エージェントとして設定するに

は、ip pim send-rp-discovery コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。  

ip pim [vrf vrf-name] send-rp-discovery [interface-type interface-number] scope ttl-value

no ip pim [vrf vrf-name] send-rp-discovery

シンタックスの説明 

デフォルト ルータは RP マッピング エージェントではありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン RP マッピング エージェントに指定されたルータにこのコマンドを設定します。PIM ドメインをカ

バーするために十分な大きさの TTL を指定します。

Auto-RP が使用される場合は、次のように動作します。

1. RP マッピング エージェントは、RP 候補が送信する先の、well-known グループ アドレス

CISCO-RP-ANNOUNCE（224.0.1.39）を待ち受けます。

2. RP マッピング エージェントは、RP からグループへのマッピングを Auto-RP rendezvous point
discovery メッセージに含めて well-known グループ CISCO-RP-DISCOVERY（224.0.1.40）に送信

します。TTL 値により、メッセージが伝播するホップ数が制限されます。

3. PIM に指定されたルータはこのグループを待ち受け、discovery メッセージにより学習した RP
を使用します。

例 次に、Auto-RP rendezvous-point discovery メッセージを 20 ホップに制限する例を示します。

Router(config)# ip pim send-rp-discovery scope 20
Router(config)# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type 

interface-number
（任意）RP マッピング エージェント アドレスの定義に使用されるイン

ターフェイスのタイプと番号

scope ttl-value ディスカバリ メッセージを指定されたホップ数内に限定する、IP ヘッダー

内の Time-To-Live（TTL）値を指定します。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip pim snooping（グローバル コンフィギュレーション モード）
PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、ip pim snooping コマンドを使用します。

PIM スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim snooping

no ip pim snooping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM スヌーピングは、予約済みの MAC（メディア アクセス制御）アドレス範囲（例：0100.5e00.00xx）

をエイリアスとするグループではサポートされません。

PIM スヌーピングがグローバルにディセーブルの場合、PIM スヌーピングはすべての VLAN（仮想

LAN）でディセーブルです。

例 次に、PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip pim snooping 
Router(config)# 

次に、PIM スヌーピングをグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip pim snooping
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF2 Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。

コマンド 説明

show ip pim snooping IP PIM スヌーピングに関する情報を表示します。
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ip pim snooping（インターフェイス コンフィギュレーション 
モード）

特定のインターフェイスで PIM スヌーピングをイネーブルにするには、ip pim snooping コマンドを

使用します。特定のインターフェイス上で PIM スヌーピングをディセーブルにするには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ip pim snooping 

no ip pim snooping 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM スヌーピングは、予約済みの MAC（メディア アクセス制御）アドレス範囲（例：0100.5e00.00xx）

をエイリアスとするグループではサポートされません。

特定のインターフェイス上で PIM スヌーピングをイネーブルにする前に、PIM スヌーピングをグ

ローバルにイネーブルにする必要があります。PIM スヌーピングがグローバルにディセーブルの場

合、PIM スヌーピングはすべての VLAN（仮想 LAN）でディセーブルです。

PIM スヌーピングをイネーブルにできるのは、VLAN インターフェイス上のみです。

例 次に、特定の VLAN インターフェイス上で PIM スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface vlan 101
Router(config-if)# ip pim snooping
Router(config-f)# 

次に、特定の VLAN インターフェイス上で PIM スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip pim snooping
Router(config-f)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF2 Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。

コマンド 説明

show ip pim snooping IP PIM スヌーピングに関する情報を表示します。
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ip pim snooping dr-flood
指定されたルータへのパケットのフラッディングをイネーブルにするには、ip pim snooping

dr-flood コマンドを使用します。指定されたルータへのパケットのフラッディングをディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim snooping dr-flood 

no ip pim snooping dr-flood 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PIM スヌーピングは、予約済みの MAC（メディア アクセス制御）アドレス範囲（例：0100.5e00.00xx）

をエイリアスとするグループではサポートされません。

代表ルータが接続されていないスイッチでのみ no ip pim snooping dr-flood コマンドを入力します。

代表ルータは自動的に (S,G) O リスト内にプログラムされます。

例 次に、指定されたルータへのパケットのフラッディングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip pim snooping dr-flood
Router(config)# 

次に、指定されたルータへのパケットのフラッディングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip pim snooping dr-flood
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF2 Supervisor Engine 2 および Supervisor Engine 32 をサポートするように、こ

のコマンドが変更されました。

コマンド 説明

show ip pim snooping IP PIM スヌーピングに関する情報を表示します。
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ip pim spt-threshold
PIM リーフ ルータが、指定されたグループに対する 短パス送信元ツリーに接続するように設定す

るには、ip pim spt-threshold コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。 

ip pim [vrf vrf-name] spt-threshold {kbps | infinity} [group-list access-list]

no ip pim [vrf vrf-name] spt-threshold

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドが使用されない場合は、PIM リーフ ルータは新規送信元から 初のパケットが到着し

た直後に 短パス ツリーに接続します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信元がトラフィック レート以上のレート（kbps 値）で送信すると、送信元ツリーを構築するため

に PIM join メッセージがトリガーされます。

group-list access-list は、IP 標準アクセスリストの番号または名前である必要があります。値が 0 か、

または省略された場合には、しきい値はすべてのグループに適用されます。

infinity キーワードを指定すると、指定されたグループへのすべての送信元が共有ツリーを使用しま

す。しきい値が適用されるグループを示すグループ リスト アクセスリストを指定します。

送信元からのトラフィック レートがしきい値トラフィック レート未満に低下すると、リーフ ルー

タは少々時間をおいた後に元の共有ツリーに切り替え、prune メッセージを送信元に送信します。

例 次に、しきい値を 4 kbps に設定する例を示します。トラフィック レートがこのしきい値を超過す

ると、送信元からグループへのトラフィックによりルータは、その送信元への 短パス ツリーに切

り替えます。

Router(config)# ip pim spt-threshold 4
Router(config)# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

kbps トラフィック レート。有効値は 0 ～ 4294967 kbps です。

infinity 指定されたグループに対するすべての送信元が共有ツリーを使用します。

group-list access-list （任意）しきい値が適用されるグループを指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip pim ssm
IP マルチキャスト アドレスの SSM 範囲を定義するには、ip pim ssm コマンドを使用します。アラー

ムをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] ssm {default | range access-list}

no ip pim [vrf vrf-name] ssm

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP マルチキャスト アドレスの SSM 範囲が ip pim ssm コマンドで定義されると、MSDP source-active

メッセージは受け入れられず、または SSM 範囲内から発信されません。

例 次に、アクセスリスト 4 で定義される IP アドレス範囲に対して SSM サービスを設定する例を示し

ます。

access-list 4 permit 224.2.151.141
Router(config)# ip pim ssm range 4

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

default SSM 範囲アクセスリストを 232/8 として定義します。

range access-list SSM 範囲を定義する標準 IP アクセスリストの番号または名前を指定しま

す。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip igmp v3lite インターフェイス上での IGMP v3lite メンバシップ レポートの受け入れと

処理をイネーブルにします。

ip urd 予約済み URD ポート 465 に送信される TCP パケットのインターフェイス

での代行受信と、URD チャネル サブスクリプション レポートの処理をイ

ネーブルにします。
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ip pim state-refresh disable
PIM ルータでの PIM dense-mode refresh-control メッセージの処理と転送をディセーブルにするには、

ip pim state-refresh disable コマンドを使用します。PIM dense-mode refresh-control メッセージの処理

と転送を再度イネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip pim [vrf vrf-name] state-refresh disable

no ip pim [vrf vrf-name] state-refresh disable

シンタックスの説明

デフォルト PIM dense-mode refresh-control メッセージの処理と転送が、PIM dense-mode refresh-control 機能をサ

ポートする Cisco IOS ソフトウェア リリースが実行されている PIM ルータでイネーブルにされてい

ます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを設定すると、PIM hello メッセージによる PIM dense-mode refresh-control 情報が削除

されます。

例 次に、送信元ベースの IP マルチキャスト配信ツリーを下る PIM dense-mode state refresh control メッ

セージの周期的転送をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# ip pim state-refresh disable
Router(config)#

関連コマンド

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip pim state-refresh origination-interval PIM ルータでの PIM dense mode state refresh control

メッセージの発信とメッセージ間隔を設定します。

show ip pim interface PIM 用に設定されたインターフェイスに関する情報

を表示します。

show ip pim neighbor 検出された PIM ネイバのリストを表示します。
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ip rgmp
インターフェイス上で RGMP をイネーブルにするには、ip rgmp コマンドを使用します。RGMP を

ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip rgmp

no ip rgmp

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• レイヤ 2 インターフェイスでイネーブルです（設定不可能）。

• レイヤ 3 インターフェイスでディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の制限事項が MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）の RGMP に適用されます。

• マルチキャスト ルーティングをサポートするように設定されたインターフェイスで RGMP を
イネーブルにできます。

• Cisco 7600 シリーズ ルータ上で IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピン

グをイネーブルにする必要があります。

• Cisco 7600 シリーズ ルータ上で PIM をイネーブルにする必要があります。

• RGMP がサポートするのは、PIM sparse（希薄）モードだけです。RGMP は、PIM dense（稠密）

モードをサポートしません。RGMP は、2 つの AutoRP グループを明示的に dense（稠密）モー

ドでサポートします。これらのグループのトラフィックは抑制されず、すべてのルータ ポート

にフラッディングされます。そのため、PIM sparse（希薄）-dense（稠密） モードを設定する必

要があります。AutoRP グループ以外のグループを dense（稠密）モードに設定すると、これら

のトラフィックは、RGMP 対応ルータ ポートからは正しく転送されません。

• RGMP を使用してマルチキャスト トラフィックを効率的に抑制するには、RGMP 対応 Cisco
7600 シリーズ ルータ上の個別のポートに RGMP 対応ルータを接続してください。

• RGMP は、RGMP 対応ルータを検出したポートから送信されるトラフィックのみを抑制しま

す。ポート上で非 RGMP 対応ルータが検出されると、そのポートはすべてのマルチキャスト ト
ラフィックを受信します。

• RGMP は、ネットワーク上の直接接続された送信元をサポートしません。直接接続された送信

元は、RGMP または PIM によるシグナリングをせずにネットワークにトラフィックを送信しま

す。RGMP 対応ルータは、RGMP を介したグループから受信をあらかじめ要求している場合以

外、トラフィックを受信しません。この制限は、ホストおよびルータのマルチキャスト トラ

フィック送信機能（ping および mtrace コマンド、および UDPTN などのマルチキャスト トラ

フィックを送信するマルチキャスト アプリケーションなど）に適用されます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• RGMP は、ネットワーク上の直接接続されたレシーバーをサポートします。これらのレシー

バーへのトラフィックは、IGMP スヌーピングによって抑制されるか、レシーバーがルータの

場合には、PIM および RGMP によって抑制されます。ルータ上で RGMP がイネーブルになっ

ている場合、ネットワーク上の CGMP はサポートされません。

• ルータ インターフェイス上で RGMP および CGMP の両方ともイネーブルにすることはできま

せん。インターフェイス上で RGMP をイネーブルにすると、CGMP は自動的にディセーブルに

なります。逆の場合も同様です。

例 次に、RGMP をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip rgmp
Router(config-if)#

次に、RGMP をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ip rgmp
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN のステータスおよびコンフィ

ギュレーションを表示します。
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ip route-cache flow
IP ルーティングの NetFlow スイッチングをイネーブルにするには、ip route-cache flow コマンドを

使用します。NetFlow スイッチングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

ip route-cache flow

no ip route-cache flow

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NetFlow スイッチングは、スイッチング機能の一部として一連のトラフィック統計情報をキャプ

チャします。トラフィック統計情報には、ユーザ、プロトコル、ポートおよびネットワーク解析お

よびプランニング、アカウンティング、および課金に使用されるサービス情報のタイプが含まれま

す。NetFlow データをエクスポートするには、グローバル コンフィギュレーション モードで ip

flow-export destination または ip flow-export source コマンドを使用します。

NetFlow スイッチングは、複数の入力 Access Control List（アクセス コントロール リスト）がイン

ターフェイスおよび ATM（非同期転送モード）LANE（LAN エミュレーション）で使用される場

合に、ISL（スイッチ間リンク）/VLAN（仮想 LAN）、ATM、フレームリレーのインターフェイス

以外のすべてのインターフェイス タイプおよびカプセル化の IP および IP カプセル化トラフィック

でサポートされます。

NetFlow スイッチングの詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration

Guide』を参照してください。

（注） NetFlow は、他のスイッチング モードに比べて、メモリおよび CPU リソースを多く消費します。

ルータが必要とするリソースについて十分に理解したうえで、NetFlow をイネーブルにすることを

推奨します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD このコマンドは、ip flow ingress コマンドに後方互換され、置き換えられ

ました。
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例 次に、インターフェイス上で NetFlow スイッチングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface ethernet 0/5/0
Router(config-if)# ip address 17.252.245.2 255.255.255.0
Router(config-if)# ip route-cache flow
Router(config-if)# exit

次に、インターフェイスをデフォルトに戻す例を示します（高速スイッチングがイネーブルで、自

律スイッチングがディセーブルです）。

Router# configure terminal
Router(config)# interface ethernet 0/5/0
Router(config-if)# ip route-cache flow
Router(config-if)# exit

関連コマンド コマンド 説明

ip flow-export destination NetFlow キャッシュ エントリを特定の宛先にエクスポートします。

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリ 356 のサマリーを表示します。
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ip sticky-arp（グローバル コンフィギュレーション）
スティッキ ARP をイネーブルにするには、ip sticky-arp コマンドを使用します。スティッキ ARP

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip sticky-arp

no ip sticky-arp

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Release 12.2(18)SXF より前のリリースでは、スティッキ ARP は PVLAN インターフェイスでのみサ

ポートされました。

ip sticky-arp（インターフェイス コンフィギュレーション） コマンドを入力して、特定のインター

フェイス上のスティッキ ARP をディセーブルにできます。

レイヤ 3 インターフェイス上で学習される ARP エントリは、スティッキ ARP エントリです。show

arp コマンドを使用して、レイヤ 3 インターフェイスの ARP エントリを表示して確認することを推

奨します。

セキュリティ上の理由から、レイヤ 3 インターフェイスのスティッキ ARP エントリはエージング

アウトしません。同じ IP アドレスを使用して新しい装置を接続すると、メッセージが表示され、

ARP エントリは作成されません。

レイヤ 3 インターフェイス上の ARP エントリはエージング アウトしないため、MAC（メディア ア

クセス制御）アドレスが変更された場合は、レイヤ 3 インターフェイス上の ARP エントリを手動

で削除する必要があります。

スタティック エントリとは違って、スティッキ ARP エントリは、reboot および restart コマンドを

入力した場合に、保存および復元されません。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF すべての レイヤ 3 インターフェイスをサポートするように、このコマンド

が変更されました。
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例 次に、スティッキ ARP をイネーブルにする例を示します。

Router(config) ip sticky-arp
Router(config)

次に、スティッキ ARP をディセーブルにする例を示します。

Router(config) no ip sticky-arp
Router(config)

関連コマンド コマンド 説明

arp SMDS ネットワーク上のスタティック ルーティングの

ARP エントリをイネーブルにします。

ip sticky-arp（インターフェイス コン

フィギュレーション）

インターフェイス上でスティッキ ARP をイネーブルに

します。

show arp ARP テーブルを表示します。
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ip sticky-arp（インターフェイス コンフィギュレーション）
インターフェイスでスティッキ ARP をイネーブルにするには、ip sticky-arp コマンドを使用します。

コマンドを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip sticky-arp [ignore]

no ip sticky-arp [ignore]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは任意のレイヤ 3 インターフェイスで使用できます。

ip sticky-arp ignore コマンドを入力して、特定のインターフェイス上で PVLAN のスティッキ ARP

グローバル コンフィギュレーションを上書きすることができます。

例 次に、特定のインターフェイス上でスティッキ ARP をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if) ip sticky-arp
Router(config-if)

次に、インターフェイス上で以前に設定したコマンドを削除する例を示します。

Router(config-if) no ip sticky-arp
Router(config-if)

次に、特定のインターフェイス上でスティッキ ARP をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if) ip sticky-arp ignore
Router(config-if)

関連コマンド

ignore （任意）ip sticky-arp（グローバル コンフィギュレーション） コマンドを上

書きします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

arp SMDS ネットワーク上のスタティック ルーティング

の ARP エントリをイネーブルにします。

ip sticky-arp（グローバル コンフィギュ

レーション）

スティッキ ARP をイネーブルにします。

show arp ARP テーブルを表示します。
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ip unnumbered
インターフェイスに明示的な IP アドレスを割り当てずに、シリアル インターフェイス上での IP 処

理をイネーブルにするには、ip unnumbered コマンドを使用します。インターフェイス上での IP 処

理をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip unnumbered interface-type number

no ip unnumbered interface-type number

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーションまたはイーサネット VLAN（仮想 LAN）サブインター

フェイス

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

interface-type number 引数で指定されたインターフェイスは、イネーブルにされている必要がありま

す（show interfaces コマンド出力に [up] と表示）。

unnumbered インターフェイスおよびサブインターフェイスは、DHCP 経由のピア IP アドレス割り

当ておよび DHCP のオプション 82 をサポートしています。

IP unnumbered を使用する場合には、次の制限が適用されます。

• インターフェイスまたはサブインターフェイス範囲設定経由の設定されたインターフェイス

またはサブインターフェイスの範囲に対しては、IP unnumbered をイネーブルにできません。

• インターフェイスがアドレスを持たないため、インターフェイスがアップしているかどうかを

判断するために ping EXEC コマンドは使用できません。SNMP（簡易ネットワーク管理プロト

コル）を使用すると、インターフェイスのステータスをリモートでモニタできます。

• 実行可能イメージのブートは、unnumbered シリアル インターフェイス経由ではできません。

• unnumbered インターフェイスでは、IP セキュリティ オプションはサポートできません。

例 次に、イーサネット VLAN サブインターフェイスに対して、サブインターフェイス モードで IP

unnumbered 機能をイネーブルにする例を示します。

Router (config)# interface fastethernet1/0.1
Router (config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router (config-subif)# ip unnumbered ethernet 3/0

interface-type number IP アドレスが割り当てられている、他のインターフェイスのタイプと番

号。他の unnumbered インターフェイスは指定できません。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF イーサネットの物理インターフェイスおよび SVI（スイッチ仮想インター

フェイス）をサポートするように、このコマンドが変更されました。
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次に、イーサネットの物理インターフェイスの IP unnumbered 機能をイネーブルにする例を示します。

Router (config)# interface fastethernet 1
Router (config-if)# ip unnumbered loopback 0
Router (config-if)# 

関連コマンド

ipv6 mfib-cef
特定のインターフェイスで送信パケットのために、CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング ）

ベース（割り込みレベル）IPv6 マルチキャスト転送をイネーブルにするには、ipv6 mfib-cef コマン

ドを使用します。CEF ベースの IPv6 マルチキャスト転送をディセーブルにするには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

ipv6 mfib-cef

no ipv6 mfib-cef

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CEF ベース（割り込みレベル）IPv6 マルチキャスト転送は、CEF ベース IPv6 マルチキャスト ルー

ティングをイネーブルにすると、デフォルトでイネーブルになります。

マルチキャスト転送インターフェイス ステータスを表示するには、show ipv6 mfib interface コマン

ドを使用します。

例 次に、CEF ベース IPv6 マルチキャスト転送をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if) ipv6 mfib-cef 
Router(config-if)

次に、CEF ベース IPv6 マルチキャスト転送をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if) no ipv6 mfib-cef 
Router(config-if)

関連コマンド

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping explicit-tracking vlan MLDv2 スヌーピング情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 mfib interface IPv6 マルチキャスト対応インターフェイスおよびその転送ステー

タスに関する情報を表示します。
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ipv6 mfib hardware-switching
IPv6 マルチキャスト パケットのハードウェア スイッチングをグローバルに設定するには、ipv6

mfib hardware-switching コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

ipv6 mfib hardware-switching [connected | {replication-mode ingress}]

no ipv6 mfib hardware-switching [connected | {replication-mode ingress}]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• connected ― イネーブル。ACL-TCAM にサブネット エントリをインストールします。

• replication-mode ― 自動検出。強制的に ingress にできます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ipv6 mfib hardware-switching コマンドを使用して、PIM SSM および PIM Bidir によるサブネット エ

ントリのグローバル単位のインストレーションを禁止できます。

例 次に、グローバル単位でサブネット エントリのインストレーションを禁止する例を示します。

Router(config) ipv6 mfib hardware-switching
Router(config)

次に、ハードウェア レプリケーション モードを ingress にする例を示します。

Router(config) ipv6 mfib hardware-switching replication-mode
Router(config)

関連コマンド

connected （任意）インターフェイスとマスク エントリのダウンロードを許可し

ます。

replication-mode ingress （任意）ハードウェア レプリケーション モードを ingress に設定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show platform software ipv6-multicast プラットフォームのソフトウェア IPv6 マルチキャス

トに関する情報を表示します。
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ipv6 mld snooping
MLDv2 スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、ipv6 mld snooping コマンドを使用し

ます。MLDv2 スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

ipv6 mld snooping

no ipv6 mld snooping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン MLDv2 スヌーピングは、任意のバージョンの PFC3 を搭載した Supervisor Engine 720 でサポートさ

れています。

MLDv2 スヌーピングを使用するには、IPv6 マルチキャスト ルーティングのためのサブネット内に

レイヤ 3 インターフェイスを設定するか、またはサブネット内で MLDv2 スヌーピング クエリアを

イネーブルにします。

例 次に、MLDv2 スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping 
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping MLDv2 スヌーピング情報を表示します。
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ipv6 mld snooping explicit-tracking
明示的なホスト追跡をイネーブルにするには、ipv6 mld snooping explicit-tracking コマンドを使用

します。明示的なホスト追跡をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 mld snooping explicit-tracking

no ipv6 mld snooping explicit-tracking

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

明示的なホスト追跡は、MLDv2 ホストでのみサポートされます。

明示的なホスト追跡がイネーブル化されていて、Cisco 7600 シリーズ ルータがプロキシレポート

モードで動作している場合、ルータは VLAN（仮想 LAN）インターフェイスの背後にあるホストの

一部を追跡できないことがあります。プロキシレポート モードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータは

チャネルの 初のレポートのみをルータに転送して、同じチャネルの他のすべてのレポートを抑制

します。

MLDv2 プロキシ レポートの場合、Cisco 7600 シリーズ ルータは非送信請求レポートおよび一般ク

エリー インターバル内で受信されたレポートに対してプロキシ レポートを実行します。

デフォルトでは、プロキシ レポートは有効です。プロキシ レポートがディセーブルの場合、Cisco

7600 シリーズ ルータはトランスペアレント モードで動作し、レポートを受信したときに MLDv2 ス

ヌーピング データベースを更新し、この情報を上流のルータに転送します。そのあと、ルータはす

べてのレポート元ホストを明示的に追跡できるようになります。

明示的な追跡をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポートがディセーブルにな

ります。

MLDv2 は任意のポートでメンバシップ情報の明示的なホスト追跡をサポートします。明示的なホ

スト追跡データベースは、MLDv2 ホストの高速脱退処理、プロキシ レポート、および統計情報収

集に使用されます。VLAN で明示的なホスト追跡がイネーブルの場合、MLDv2 スヌーピング ソフ

トウェアはホストから受信された MLDv2 レポートを処理し、次に示す情報を格納する明示的なホ

スト追跡データベースを構築します。

• ホストに接続されているポート

• ホストからレポートされるチャネル

• ホストからレポートされる各グループのフィルタ モード

• ホストからレポートされる各グループの送信元リスト

• 各グループのルータ フィルタ モード

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• 各グループの送信元を要求するホスト リスト 

例 次に、明示的なホスト追跡をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping explicit-tracking
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping limit MLDv2 制限を設定します。

show ipv6 mld snooping explicit-tracking MLDv2 スヌーピング情報を表示します。
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ipv6 mld snooping last-member-query-interval
MLDv2 スヌーピングの 終メンバ クエリー インターバルを設定するには、ipv6 mld snooping

last-member-query-interval コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

ipv6 mld snooping last-member-query-interval interval 

no ipv6 mld snooping last-member-query-interval 

シンタックスの説明

デフォルト 1000 ミリ秒（1 秒）です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト ホストがグループから脱退すると、ホストは MLDv2 leave メッセージを送信しま

す。このホストがグループを脱退する 終ホストかを確認するために、leave が確認されてタイマー

が開始したときに、MLDv2 クエリーが送信されます。タイマーの期限が切れる前にレポートが受

信されないと、グループ レコードが削除されます。

interval は、Cisco 7600 シリーズ ルータがグループ固有クエリーの応答を待機する実際の期間です。

100 の倍数でないインターバルを入力すると、100 未満の端数が切り捨てられます。たとえば、999

のインターバルを入力した場合、99 が切り捨てられ、900 ミリ秒になります。

MLDv2 高速脱退処理がイネーブルにされている状態で、

no ipv6 mld snooping last-member-query-interval コマンドを入力した場合、インターバルは 0 秒に

セットされ、高速脱退が常に優先されます。

有効値の範囲は 100 ～ 1000 ミリ秒ですが、1000 の値を入力できません。この値を入力したい場合

は、no ipv6 mld snooping last-member-query-interval コマンドを入力して、デフォルト値（1000 ミ

リ秒）に戻す必要があります。

例 次に、 終メンバ クエリー インターバルを 200 ミリ秒に設定する例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping last-member-query-interval 200
Router(config-if)#

関連コマンド

interval 終メンバ クエリーのインターバル。有効値は 100 ～ 900 ミリ秒です（100

ミリ秒の倍数）。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping MLDv2 スヌーピング情報を表示します。
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ipv6 mld snooping limit 
MLDv2 制限を設定するには、ipv6 mld snooping limit コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

ipv6 mld snooping limit {{l2-entry-limit max-entries} | {rate pps} | {track max-entries}}

no ipv6 mld snooping limit {l2-entry-limit | rate | track}

シンタックスの説明

デフォルト max-entries は 32000 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

明示的な追跡データベース内の各エントリは送信元 IP、グループ IP、ポート、VLAN（仮想 LAN）、

およびレポータ IP により識別されます。

max-entries を 0 に設定すると、明示的な追跡はディセーブルにされます。

明示的な追跡データベースが、設定された max-entries を超過すると、Syslog メッセージが生成され

ます。

max-entries を減少しても、明示的な追跡データベースのサイズは即座には縮小されません。明示的

な追跡データベースは、レポータのタイムアウトにつれて徐々に縮小します。

例 次に、MLD スヌーピングによって作成可能なレイヤ 2 エントリの 大数を設定する例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping limit l2-entry-limit 20000
Router(config)#

次に、着信 MLDv2 スヌーピング パケットのレート制限を設定する例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping limit rate 200
Router(config)# 

次に、明示的なデータベース内のエントリの 大数を設定する例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping limit track 20000
Router(config)#

l2-entry-limit max-entries MLD スヌーピングで作成可能なレイヤ 2 エントリの 大数を指定

します。有効値は 1 ～ 100000 エントリです。

rate pps 着信 MLDv2 メッセージのレート制限を指定します。有効値は 100

～ 6000 パケット / 秒です。

track max-entries 明示的な追跡データベース内のエントリ数の 大値を指定します。

有効値は 0 ～ 128000 エントリです。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、ソフトウェア レート制限をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ipv6 mld snooping limit rate
Router(config)# 

関連コマンド

ipv6 mld snooping mrouter
レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定するには、ipv6 mld snooping mrouter コ

マンドを使用します。

ipv6 mld snooping mrouter {interface type slot/port}

シンタックスの説明

デフォルト 設定されません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト ルータへのスタティック接続を設定するには、mac-address-table static コマンドを

使用します。

例 次に、レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定する例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping mrouter interface fastethernet 5/6 
Router(config-if)#

関連コマンド

コマンド 説明

ipv6 mld snooping explicit-tracking 明示的なホスト追跡をイネーブルにします。

show ip igmp snooping explicit-tracking IGMPv3 ホストに関する明示的なホスト追跡ス

テータスの情報を表示します。

show ip igmp snooping rate-limit IGMP スヌーピングのレート制限に関する情報を

表示します。

interface type インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、または tengigabitethernet です。

slot/ports モジュールおよびポート番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping MLDv2 スヌーピング情報を表示します。
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ipv6 mld snooping querier
MLDv2 スヌーピング クエリアをイネーブルにするには、ipv6 mld snooping querier コマンドを使用

します。MLDv2 スヌーピング クエリアをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用

します。

ipv6 mld snooping querier 

no ipv6 mld snooping querier

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN（仮想 LAN）インターフェイスに IPv6 アドレスを設定してください。MLDv2 スヌーピング

クエリアがイネーブルの場合、IPv6 アドレスはクエリーの送信元アドレスとして使用されます。

VLAN インターフェイスに IPv6 アドレスが設定されていないと、MLDv2 スヌーピング クエリアは

起動しません。IPv6 アドレスがクリアされると、MLDv2 スヌーピング クエリアは自身をディセー

ブルにします。MLDv2 スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IPv6 アドレスが設定されると、

MLDv2 スヌーピング クエリアが再起動します。

MLDv2 スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IPv6 マルチキャスト ルータからの MLDv2 ト

ラフィックを検出すると、MLDv2 スヌーピング クエリアは起動しません。

MLDv2 スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IPv6 マルチキャスト ルータからの MLDv2 ト

ラフィックを検出すると、MLDv2 スヌーピング クエリアは 60 秒後に起動します。

MLDv2 スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IPv6 マルチキャスト ルータからの MLDv2 ト

ラフィックを検出すると、MLDv2 スヌーピング クエリアは自身をディセーブルにします。

MLDv2 スヌーピング クエリアをサポートする VLAN 内のすべての Cisco 7600 シリーズ ルータで、

MLDv2 スヌーピング クエリアをイネーブルにできます。1 台のスイッチがクエリアとして選定さ

れます。

例 次に、VLAN 200 で MLDv2 スヌーピング クエリアをイネーブルにする例を示します。

Router# interface vlan 200 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping querier 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping MLDv2 スヌーピング情報を表示します。
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ipv6 mld snooping report-suppression
VLAN（仮想 LAN）のレポート抑制をイネーブルにするには、ipv6 mld snooping report-suppression

コマンドを使用します。VLAN のレポート抑制をディセーブルにするには、このコマンドの no 形

式を使用します。

ipv6 mld snooping report-suppression

no ipv6 mld snooping report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン レポート抑制をイネーブルにする前に、明示的な追跡をイネーブルにする必要があります。

このコマンドをサポートするのは、VLAN インターフェイスだけです。

例 次に、明示的なホスト追跡をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping report-suppression
Router(config-if)# 

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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ip verify unicast reverse-path 
ユニキャスト RPF をイネーブルにするには、ip verify unicast reverse-path コマンドを使用します。

ユニキャスト RPF をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip verify unicast reverse-path [allow-self-ping] [list]

no ip verify unicast reverse-path [allow-self-ping] [list]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータを通過する変形または偽造（スプーフィング）された IP 送信元アドレ

スによって発生する問題を減少させるには、ip verify unicast reverse-path コマンドを使用します。

変形または偽造された送信元アドレスは、送信元 IP アドレス スプーフィングに基づく DoS 攻撃

（サービス拒絶攻撃）である可能性があります。

（注） ユニキャスト RPF は入力機能であり、接続の上流にある Cisco 7600 シリーズ ルータの入力インター

フェイスのみに適用されます。

ip verify unicast reverse-path コマンドに ACL（アクセス コントロール リスト）を指定しない場合、

Cisco 7600 シリーズ ルータは偽造および変造されたパケットをただちにドロップし、ACL ロギング

が行われません。Cisco 7600 シリーズ ルータおよびインターフェイス ユニキャスト RPF カウンタ

が更新されます。

ip verify unicast reverse-path コマンドによって使用される ACL エントリのロギング オプションを

指定してユニキャスト RPF イベントを記録できます。ロギング オプションを使用して、送信元ア

ドレス、時間などの攻撃情報を収集できます。

（注） ユニキャスト RPF では、すべての等価コスト「 善」リターン パスが有効であると考えられます。

ユニキャスト RPF は、複数のリターン パスが存在し、各パスがルーティング コスト（ホップ数、

ウェイトなど）において他と同等であり、ルートが FIB（転送情報ベース）にある場合に動作しま

す。ユニキャスト RPF は、EIGRP 変数が使用され、送信元 IP アドレスに戻る異なる候補パスが存

在する場合にも機能します。

allow-self-ping （任意）Cisco 7600 シリーズ ルータの self-ping を許可します。

list （任意）アクセス リスト番号。標準または拡張 IP アクセス リスト番号の

場合の有効値は 1 ～ 199 で、標準または拡張 IP 拡張アクセス リスト番号

の有効値は 1300 ～ 2699 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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ユニキャスト RPF を内部ネットワーク インターフェイスで使用しないでください。内部インター

フェイスでは、ルーティングが非対称であり、パケット送信元へのルートが複数存在することがあ

ります。ユニキャストRPFを適用するのは、対称性が存在する場合、または設定される場合だけです。

サービスプロバイダー ネットワークのエッジにあるルータは、ネットワークのコアにあるルータよ

り、対称形の逆パスを持つ可能性が高くなります。サービスプロバイダー ネットワークのコアにあ

るルータでは、ルータからの 善転送パスが、ルータに戻るパケットに選択される保証はありませ

ん。

ユニキャスト RPF を非対称ルーティングの可能性がある場所に適用することは推奨しません。ユニ

キャスト RPF はネットワークのエッジにのみ設定してください。サービスプロバイダー ネットワー

クの場合、ユニキャスト RPF はネットワークの CE（カスタマー エッジ）に設定する必要があります。

例 次に、シリアル インターフェイス上でユニキャスト RPF をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip verify unicast reverse-path
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

ip cef ルート プロセッサ カード上の CEF（シスコ エクスプレス フォワーディン

グ）をイネーブルにします。
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ip verify unicast source reachable-via
RPF チェックをイネーブルにし、設定するには、ip verify unicast source reachable-via コマンドを使

用します。RPF をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip verify unicast source reachable-via {rx | any} [allow-default] [allow-self-ping] [list]

no ip verify unicast source reachable-via 

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ユニキャスト RPF は、次に示す 3 つの基本モードを提供します。 

• exists-only モード ― 送信元アドレスが FIB（転送情報ベース）に存在し、「本物の」インター

フェイスから到達可能であることだけが必要とされます。これは、ip verify unicast source
reachable-via any allow-default コマンドに対しても同様です。exists-only モードでは、逆引きで

取得され、到達可能である送信元アドレスが FIB テーブルにあることが必須です。送信元アド

レスは、設定されたインターフェイスから到達可能である必要があります。

• 任意のモード ― 送信元が、任意のパスで到達可能である必要があります。たとえば、送信元

には宛先別ロード バランシングがあります。

• Rx mode ― 送信元アドレスは、到達したインターフェイスに到達可能である必要があります。

たとえば、送信元はロード バランシングなしで到達可能である必要があります。

（注） ユニキャスト RPF は入力機能であり、接続の上流にあるルータの入力インターフェイスのみに適

用されます。

ユニキャスト RPF を内部ネットワーク インターフェイスで使用しないでください。内部インター

フェイスでは、ルーティングが非対称であり、パケット送信元へのルートが複数存在することがあ

ります。ユニキャストRPFを適用するのは、対称性が存在する場合、または設定される場合だけです。

rx 送信元アドレスが、パケットの着信先インターフェイスに到達可能かを

チェックします。

any 任意のパスで、送信元アドレスが到達可能かチェックします。

allow-default （任意）デフォルトのルートが送信元アドレスに一致するかチェックします。

allow-self-ping （任意）ルータの self-ping を許可します。

list （任意）アクセス リスト番号。標準 IP アクセス リスト番号の場合の有効値

は 1 ～ 199 で、標準 IP 拡張アクセス リスト番号の有効値は 1300 ～ 2699 で

す。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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例 次に、ユニキャスト RPF exist-only チェック モードをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via any 
Router(config-if)# 

関連コマンド

ip wccp group-listen
WCCP の IP マルチキャスト パケットの受信をイネーブルにするには、ip wccp group-listen コマン

ド モードを使用します。WCCP の IP マルチキャスト パケットの受信をディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip wccp {web-cache | {service-number | service-name}} group-listen

no ip wccp {web-cache | {service-number | service-name}} group-listen

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） 正しく動作させるためには、ip wccp group-listen コマンドに加えて、ip pim mode コマンドを入力

する必要があります。

コマンド 説明

ip cef ルート プロセッサ カード上の CEF をイネーブルにします。

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。

web-cache パケットを Web キャッシュ サービスに送信するようにルータに指

示します。

service-number WCCP サービス番号。有効値は 0 ～ 99 です。

service-name WCCP サービス名。有効値は web-cache です。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD1 Supervisor Engine 720 をサポートするように、このコマンドが変更されま

した。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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service-number には、提供された標準キーワード定義の 1 つ、またはダイナミックに定義される

キャッシュ エンジン定義を表す番号、のいずれかを使用できます。サービスがイネーブルになる

と、Cisco 7600 シリーズ ルータはサービス グループの確立に参加できます。

Cisco 7600 シリーズ ルータが IP マルチキャストの使用時にサービス グループのメンバとなる場合

は、次の設定が必要です。

• WCCP サービス グループが使用する IP マルチキャスト アドレスを設定する必要があります。

• IP マルチキャスト アドレスを受信するインターフェイス上で、ip wccp {web-cache | 
service-number} group-listen コマンドを設定する必要があります。

例 次に、224.1.1.100 のマルチキャストアドレスを持つ Web キャッシュのマルチキャスト パケットを

イネーブルにする例を示します。

router# configure terminal
router(config)# ip wccp web-cache group-address 244.1.1.100
router(config)# interface ethernet 0
router(config-if)# ip wccp web-cache group-listen

関連コマンド コマンド 説明

ip wccp キャッシュ エンジン サービス グループのサポートをイネーブルま

たはディセーブルにするようにルータに指示します。

ip wccp redirect WCCP を使用する発信または着信インターフェイスでのパケット

リダイレクションをイネーブルにします。
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ip wccp redirect 
WCCP を使用する発信または着信インターフェイスでパケット リダイレクションをイネーブルに

するには、ip wccp redirect コマンドを使用します。WCCP リダイレクションをディセーブルにする

には、このコマンドの no 形式を使用します。

ip wccp {web-cache | service-number} redirect {in | out}

no ip wccp {web-cache | service-number} redirect {in | out}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip wccp redirect in コマンドを使用して、着信ネットワーク トラフィックを受信するインターフェ

イスで WCCP リダイレクションを設定できます。このコマンドがインターフェイスに適用される

と、このインターフェイスに着信するすべてのパケットが、指定した WCCP サービスで定義された

基準と比較されます。パケットが基準と一致した場合、リダイレクトされます。

ip wccp redirect out コマンドを使用して、発信インターフェイスで WCCP リダイレクション チェッ

クを設定できます。

（注） このコマンドは、ip wccp redirect exclude in コマンドに影響を及ぼすことがあります。インターフェ

イスに ip wccp redirect exclude in コマンドが設定されていて ip wccp redirect in コマンドを設定し

た場合、ip wccp redirect exclude in コマンドが上書きされます。反対に、ip wccp redirect exclude in
コマンドを設定する場合では、ip wccp redirect in コマンドが上書きされます。

web-cache Web キャッシュ サービスをイネーブルにします。

service-number ルータが制御するキャッシュ エンジン サービス グループの ID 番号。有

効値は 0 ～ 99 です。シスコのキャッシュ エンジンがキャッシュ クラスタ

で使用されている場合、reverse proxy サービスは 99 の値で表示されます。

redirect 発信または着信インターフェイスでのパケット リダイレクション チェッ

クをイネーブルにします。

in 着信インターフェイスでのパケット リダイレクションを指定します。

out 発信インターフェイスでのパケット リダイレクションを指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD1 Supervisor Engine 720 をサポートするように、このコマンドが変更されま

した。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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Release 12.0 からの変更履歴リストなどの WCCP コンフィギュレーション コマンドの詳細について

は、『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』の「Cisco IOS System Management Command」にあ

る「WCCP Commands」を参照してください。

例 次に、インターフェイス Ethernet 0 のリバース プロキシ パケットに対してリダイレクションの

チェックを行いシスコ キャッシュ エンジンへリダイレクトするようにセッションを設定する例を

示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip wccp 99
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip wccp 99 redirect out

次に、インターフェイス 0/1 に着信する HTTP トラフィックをシスコ キャッシュ エンジンへリダイ

レクトするようにセッションを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip wccp web-cache
Router(config)# interface ethernet 0/1
Router(config-if)# ip wccp web-cache redirect in

関連コマンド コマンド 説明

show ip interface IP 用に設定されたインターフェイスの使用可能性ステータスを表

示します。

show ip wccp WCCP 統計情報を表示します。
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ip wccp web-cache accelerated
WCCP バージョン 1 のハードウェア アクセラレーションをイネーブルにするには、ip wccp

web-cache accelerated コマンドを使用します。ハードウェア アクセラレーションをディセーブルに

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip wccp web-cache accelerated {[group-address groupaddress] [redirect-list access-list] [group-list 
access-list] [password password]}

no ip wccp web-cache accelerated

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、キャッシュ エンジン ソフトウェア リリース ACNS 4.2.1 よりあとのソフトウェア

リリースでサポートされます。

group-address groupaddress オプションでは、リダイレクトされたメッセージを受信するキャッシュ

エンジンを判別するためにルータで使用されるマルチキャスト アドレスが必要です。このオプショ

ンは、このグループ アドレスで受信された [Here I Am] メッセージに対する [I See You] 応答を結合

するために、指定したマルチキャスト IP アドレスを使用するようにルータに指示します。さらに、

この応答はグループ アドレスに送信されます。デフォルトでは group-address が設定されていない

ので、すべての [Here I Am] メッセージはユニキャスト応答とともに応答されます。

group-address 

groupaddress
（任意）WCCP サービス グループとの通信用に指定したマルチキャスト IP

アドレスを使用するようにルータに指示します。詳細については、「使用

上のガイドライン」を参照してください。

redirect-list access-list （任意）このサービス グループにリダイレクトされたトラフィックを制御

するアクセス リストを使用するようにルータに指示します。詳細について

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

group-list access-list （任意）サービス グループに参加可能なキャッシュ エンジンを判別するア

クセス リストを使用するようにルータに指示します。詳細については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

password password （任意）指定のサービス名で指定されるサービス グループから受信した

メッセージに対して、MD5 認証を適用するようにルータに指示する文字

列を指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD1 Supervisor Engine 720 をサポートするように、このコマンドが変更されま

した。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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redirect-list access-list オプションは、アクセス リストを使用して、指定のサービス名で指定された

サービス グループのキャッシュ エンジンにリダイレクトされるトラフィックを制御するように

ルータに指示します。access-list 引数は、標準または拡張アクセスリスト番号を示す 1 ～ 99 の番号

を指定するか、名前付きの標準または拡張アクセス リストの名前を指定します。アクセス リスト

そのものは、リダイレクトが許可されたトラフィックを指定します。デフォルトでは、redirect-list

が設定されていません（すべてのトラフィックがリダイレクトされます）。

group-list access-list オプションは、アクセス リストを使用して、指定されたサービス グループに参

加可能なキャッシュ エンジンを制御するようにルータに指示します。access-list 引数は、標準アク

セスリスト番号を示す 1 ～ 99 の番号を指定するか、名前付きの標準アクセス リストの名前を指定

します。アクセス リストは、サービス グループへの参加が許可されたキャッシュ エンジンを指定

します。デフォルトでは group-list が設定されていないので、すべてのキャッシュ エンジンがサー

ビス グループに参加できます。

パスワードは 大で 7 文字です。パスワードを指定すると、認証で受け入れらないメッセージはド

ロップされます。パスワード名は HMAC MD5 値と組み合わせたもので、ルータとキャッシュ エン

ジン間の接続でのセキュリティを確立します。

例 次に、WCCP バージョン 1 用のハードウェア アクセラレーションをイネーブルにする例を示しま

す。

Router(config)# ip wccp web-cache accelerated
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ip wccp version ルータ上で設定する WCCP のバージョンを指定します。
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l2protocol-tunnel
インターフェイス上でプロトコル トンネリングをイネーブルにし、トンネリングするプロトコルの

タイプを指定するには、l2protocol-tunnel コマンドを使用します。プロトコル トンネリングをディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

l2protocol-tunnel [{cdp | stp | vtp}]

no l2protocol-tunnel [{cdp | stp | vtp}]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチの 802.1Q トンネル ポート上で、PortFast BPDU（ブ

リッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入

力する必要があります。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# spanning-tree portfast

（注） PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルにされています。

特定のプロトコルを指定しない場合、すべてのプロトコルがトンネリングされます。

プロトコル トンネリングは、VLAN（仮想 LAN）およびトランク インターフェイス上に設定でき

ます。

LAN ポートをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、キーワードを指定しないで

switchport コマンドを一度入力する必要があります。そのあとで、キーワードとともにさらに

switchport コマンドを入力します。この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドを

まだ入力していない場合のみ、必要となります。

cdp （任意）CDP（シスコ検出プロトコル）トンネリングをイネーブルにします。

stp （任意）STP（スパニングツリー プロトコル）トンネリングをイネーブル

にします。

vtp （任意）VTP（VLAN トランキング プロトコル）トンネリングをイネーブ

ルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイス上でトンネリング プロトコルをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Router(config-if)# 

次に、インターフェイス上でトンネリング プロトコルをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no l2protocol-tunnel
Protocol tunneling disabled on interface fastEthernet 4/1
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show l2protocol-tunnel 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイス上でトン

ネリングされるプロトコルを表示します。

switchport レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチング特性を変更

します。
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l2protocol-tunnel cos
すべての入口レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに対してグローバルに CoS（サービス クラ

ス）値を指定するには、l2protocol-tunnel cos コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

l2protocol-tunnel cos cos-value

no l2protocol-tunnel cos

シンタックスの説明

デフォルト cos-value は 5 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン cos-value は、サービス プロバイダー ネットワークを介して PDU（プロトコル データ ユニット）を

トンネリングする前に、ユーザがレイヤ 2 プロトコル トンネル ポート上で PDU に割り当てる CoS

値です。

すべての入口レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに対して、グローバルに CoS 値を指定でき

ます。CoS 値がすべての入口トンネリング ポートに適用されるので、Cisco 7600 シリーズ ルータに

よって送出されたカプセル化 PDU の CoS 値はすべて同じになります。

すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチの 802.1Q トンネル ポート上で、PortFast BPDU（ブ

リッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入

力する必要があります。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# spanning-tree portfast

（注） PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルにされています。

例 次に、すべての入口レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに CoS 値を指定する例を示します。

Router(config)# l2protocol-tunnel cos 6
Router(config)# 

関連コマンド

cos-value CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show l2protocol-tunnel 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイス上でトン

ネリングされるプロトコルを表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
l2protocol-tunnel drop-threshold

2-299
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

l2protocol-tunnel drop-threshold
特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、ドロップされる前に処理されるパケット

の 大数を指定するには、l2protocol-tunnel drop-threshold コマンドを使用します。すべてのしきい

値を 0 にリセットし、ドロップしきい値をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

l2protocol-tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp] packets

no l2protocol-tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチの 802.1Q トンネル ポート上で、PortFast BPDU（ブ

リッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入

力する必要があります。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# spanning-tree portfast

（注） PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルにされています。

プロトコルを指定しない場合、しきい値がすべてのプロトコルに適用されます。

スイッチ ポートに対してのみプロトコル トンネリングを設定できます。LAN ポートをレイヤ 2 イ

ンターフェイスとして設定するには、キーワードを指定しないで switchport コマンドを一度入力す

る必要があります。そのあとで、キーワードとともにさらに switchport コマンドを入力します。こ

の処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していない場合のみ必要とな

ります。

ドロップしきい値の設定についての詳細は、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software 

Configuration Guide』の「Configuring IEEE 802.1Q Tunneling and Layer 2 Protocol Tunneling」を参照し

てください。

cdp （任意）CDP（シスコ検出プロトコル）パケットを指定します。

stp （任意）STP（スパニングツリー プロトコル）パケットを指定します。

vtp （任意）VTP（VLAN トランキング プロトコル）パケットを指定します。

packets 大パケット数。有効値は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、ドロップしきい値を設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold 3000
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

l2protocol-tunnel インターフェイスのプロトコル トンネリングをイネー

ブルにし、トンネリングするプロトコル タイプを指定

します。

l2protocol-tunnel cos すべての入口レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポート

上でグローバルに CoS（サービス クラス）値を指定し

ます。

l2protocol-tunnel global drop-threshold レート制限をソフトウェア レベルでイネーブルにしま

す。

l2protocol-tunnel shutdown-threshold 特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対

し、1 秒間に処理できる 大のパケット数を指定しま

す。

show l2protocol-tunnel 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェ

イス上でトンネリングされるプロトコルを表示します。

switchport レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチング

特性を変更します。
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l2protocol-tunnel global drop-threshold
レート制限をソフトウェア レベルでイネーブルにするには、l2protocol-tunnel global drop-threshold

コマンドを使用します。Cisco 7600 シリーズ ルータのソフトウェア レート リミッタをディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

l2protocol-tunnel global drop-threshold threshold

no l2protocol-tunnel global drop-threshold

シンタックスの説明

デフォルト グローバルしきい値は設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

レイヤ 2 プロトコル トンネル対応ポートに着信する 3 つの PDU（標準 BPDU［ブリッジ プロトコ

ル データ ユニット］、CDP［シスコ検出プロトコル］、VTP［VLAN トランキング プロトコル］パ

ケット）がすべて制限されます。レート制限は、レイヤ 2 プロトコル トンネリングの入力方向で発

生します。着信 PDU のレートが設定済みの threshold を超えると、過剰な PDU はドロップされます。

例 次に、レート制限をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# l2protocol-tunnel global drop-threshold 3000
Router(config)# 

関連コマンド

threshold 過剰な PDU（プロトコル データ ユニット）をドロップするまでの着信可

能な PDU の 大レート。有効値は 100 ～ 20000 PDU です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

l2protocol-tunnel インターフェイスのプロトコル トンネリングをイネーブ

ルにし、トンネリングするプロトコル タイプを指定しま

す。

l2protocol-tunnel cos すべての入口レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポート上

でグローバルに CoS（サービス クラス）値を指定します。

l2protocol-tunnel drop-threshold 特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、

ドロップされるまでに処理できる 大のパケット数を指

定します。

l2protocol-tunnel shutdown-threshold 特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、

1 秒間に処理できる 大のパケット数を指定します。

show l2protocol-tunnel 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイ

ス上でトンネリングされるプロトコルを表示します。
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l2protocol-tunnel shutdown-threshold
特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、1 秒間に処理される 大のパケット数を

指定するには、l2protocol-tunnel shutdown-threshold コマンドを使用します。すべてのしきい値を 0

にリセットし、シャットダウンしきい値をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

l2protocol-tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] packets

no l2protocol-tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] packets

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン packets の数を超過した場合、ポートは errdisable ステートになります。

すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチの 802.1Q トンネル ポート上で、PortFast BPDU（ブ

リッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブルにするには、次のコマンドを入

力する必要があります。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# spanning-tree portfast

（注） PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルにされています。

プロトコルを指定しない場合、packets 値がすべてのプロトコルに適用されます。

スイッチ ポートに対してのみプロトコル トンネリングを設定できます。LAN ポートをレイヤ 2 イ

ンターフェイスとして設定するには、キーワードを指定しないで switchport コマンドを一度入力す

る必要があります。そのあとで、キーワードとともにさらに switchport コマンドを入力します。こ

の処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していない場合のみ必要とな

ります。

ドロップしきい値の設定についての詳細は、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software 

Configuration Guide』の「Configuring IEEE 802.1Q Tunneling and Layer 2 Protocol Tunneling」を参照し

てください。

cdp （任意）CDP（シスコ検出プロトコル）トンネリングを指定します。

stp （任意）STP（スパニングツリー プロトコル）トンネリングを指定します。

vtp （任意）VTP（VLAN トランキング プロトコル）トンネリングを指定します。

packets シャットダウンしきい値。有効値は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイス上で 1 秒間に処理される CDP パケットの 大数を指定する例を示します。

Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 200
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

l2protocol-tunnel インターフェイスのプロトコル トンネリングをイネーブルにし、ト

ンネリングするプロトコル タイプを指定します。

show l2protocol-tunnel 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイス上でトン

ネリングされるプロトコルを表示します。

switchport レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチング特性を変更

します。
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l2 vfi manual
レイヤ 2 VFI を作成し、レイヤ 2 VFI 手動コンフィギュレーション サブモードを開始するには、l2

vfi manual コマンドを使用します。レイヤ 2 VFI を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

l2 vfi name manual

no l2 vfi name manual

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VFI は、データ プレーン（ソフトウェアベースまたはハードウェアベース）が 1 つまたは複数の

VC（仮想回線）にパケットを転送するために使用されるデータ構造の集合です。VFI は、コント

ロール プレーンとデータ プレーンの両方によって入力および更新され、コントロール プレーンと

データ プレーン間のデータ構造インターフェイスとしても機能します。

レイヤ 2 VFI 手動コンフィギュレーション サブモードにおいては、次のパラメータが設定できま

す。

• VPLS ドメインの VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ID

• このドメイン内の他の PE ルータのアドレス

• ピアごとのトンネル シグナリングおよびカプセル化メカニズムのタイプ

レイヤ 2 VFI 手動コンフィギュレーション サブモードにおいては、次のコマンドが使用できます。

• [no] vpn id vpn-id ― RFC 2685 形式の VPN ID を設定します。設定から VPN ID を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

• [no] neighbor remote-router-id {encapsulation {l2tpv3 | mpls} | {pw-class pw-name} | 

no-split-horizon} ― ピアごとにトンネル シグナリングおよびカプセル化メカニズムのタイプを

指定します。neighbor コマンドを参照してください。

例 次に、レイヤ 2 VFI を作成し、レイヤ 2 VFI 手動コンフィギュレーション サブモードを開始して

VPN ID を設定する例を示します。

Router(config)# l2 vfi vfitest1 manual
Router(config-vfi)# vpn id 303

name 新規または既存のレイヤ 2 VFI の名前

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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lacp max-bundle 
このポート チャネルでバンドル可能な LACP ポートの 大数を定義するには、lacp max-bundle コ

マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

lacp max-bundle max-bundles

no lacp max-bundle

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• バンドルされるポートは 大 8 ポート

• バンドルされるポートは 大 8 ポート、ポート チャネルあたりのホットスタンバイ ポートは 8
ポート。この設定は、LACP バンドルの両側のポート チャネルが同一構成の場合に適用されま

す。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、このポート チャネルにバンドルされる 大ポート数を設定する例を示します。

Router(config-if)# lacp max-bundle 4
Router(config-if)# 

関連コマンド

max-bundles このポート チャネルでバンドル可能なポートの 大数。有効値は 1 ～ 8 で

す。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show lacp LACP 情報を表示します。
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lacp port-priority
物理インターフェイスのプライオリティを設定するには、lacp port-priority コマンドを使用します。

lacp port-priority priority

シンタックスの説明

デフォルト 32768

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータの各ポートにポート プライオリティを割り当てる必要があります。ポー

ト プライオリティは自動的には、lacp port-priority コマンドを入力して指定できます。ポート プラ

イオリティとともにポート番号を使用して、ポート ID を形成します。ハードウェアの制限により

すべての互換ポートを集約できない場合は、ポート プライオリティを使用してスタンバイ モード

にする必要があるポートを決定します。

このコマンドはグローバル コンフィギュレーション コマンドですが、priority をサポートするのは、

LACP 対応物理インターフェイスがあるポートチャネルだけです。

このコマンドは、LACP 対応インターフェイスでサポートされます。

プライオリティを設定する場合、値が大きいほど、プライオリティは低くなります。

例 次に、インターフェイスのプライオリティを設定する例を示します。

Router(config-if)# lacp port-priority 23748
Router(config-if)#

関連コマンド

priority 物理インターフェイスのプライオリティ。有効値は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

channel-group EtherChannel インターフェイスを EtherChannel グループに割り当

て、設定します。

channel-protocol インターフェイスで使用されるチャネル管理用プロトコルを設定

します。

lacp system-priority システムのプライオリティを設定します。

show lacp LACP 情報を表示します。
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lacp rate
LACP パケットがインターフェイスに入力されるレートを設定するには、lacp rate コマンドを使用

します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

lacp rate {normal | fast}

no lacp rate

シンタックスの説明

デフォルト 90 秒

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、LACP 対応インターフェイスでサポートされます。

例 次に、LACP パケットの入力を 1 秒レートで指定する例を示します。

Router(config-if)# lacp rate fast
Router(config-if)#

関連コマンド

normal LACP パケットの入力を 30 秒レートの標準レートで指定します。

fast リンク確立後の LACP パケットの入力を 1 秒レートの高速レートで指定

します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF2 このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。

コマンド 説明

show lacp LACP 情報を表示します。
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lacp system-priority
システム プライオリティを設定するには、lacp system-priority コマンドを使用します。

lacp system-priority priority

シンタックスの説明

デフォルト 32768

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LACP が稼働する Cisco 7600 シリーズ ルータごとに、システム プライオリティを割り当てる必要が

あります。システム プライオリティは自動的に指定したり、lacp system-priority コマンドを入力し

て指定できます。システム プライオリティとともに Cisco 7600 シリーズ ルータ MAC（メディア ア

クセス制御）アドレスを使用して、システム ID を形成します。他のシステムとのネゴシエーショ

ン時も同様です。

このコマンドはグローバル コンフィギュレーション コマンドですが、priority は、LACP 対応物理

インターフェイスがあるポートチャネルでサポートされます。

プライオリティを設定する場合、値が大きいほど、プライオリティは低くなります。

lacp system-priority コマンドを入力することもできます。コマンドを入力すると、デフォルトのグ

ローバル コンフィギュレーション モードになります。

例 次に、システム プライオリティを設定する例を示します。

Router(config)# lacp system-priority 23748
Router(config)#

関連コマンド

priority システムのプライオリティ。有効値は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

channel-group EtherChannel インターフェイスを EtherChannel グループに割り当

て、設定します。

channel-protocol インターフェイスで使用されるチャネル管理用プロトコルを設定

します。

lacp port-priority 物理インターフェイスのプライオリティを設定します。

show lacp LACP 情報を表示します。
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line
設定する回線を識別し、ライン コンフィギュレーション コレクション モードを開始するには、line

コマンドを使用します。

line {{first-line-number [ending-line-number]} | {console first-line-number} | {vty {first-line-number 
[ending-line-number]}}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンソール ポートは DCE です。

console または vty を指定しない場合、first-line-number および ending-line-number は相対回線番号で

はなく絶対回線番号です。

line コマンドを使用すると、単一の回線または連続した回線の範囲を処理できます。回線番号は必

須であり、指定しないとエラー メッセージが出力されます。

オプションの回線タイプ（console または vty）を付加して line コマンドを入力すると、回線番号は

相対回線番号として扱われます。たとえば、line 7（TTY 回線）の回線パラメータを設定するには、

line tty 7 コマンドを入力します。

回線タイプを指定せずに line コマンドを使用することもできます。この場合、回線番号は絶対回線

番号として扱われます。たとえば、任意のタイプの line 5 の回線パラメータを設定するには、line 5

コマンドを入力します。

絶対回線番号は連続的に増加し、大規模なシステムでは管理が困難になります。相対回線番号は設

定に使用される簡略表記です。内部的には、Cisco IOS ソフトウェアは絶対回線番号を使用します。

相対回線番号はどこでも使用できるわけではありませんが、絶対回線番号はどこでも使用できま

す。

first-line-number 回線タイプが指定された時に設定する端末回線の相対番号（または

連続グループ内の 初のライン）。有効値は 0 ～ 1510 です。

ending-line-number （任意）設定する連続グループ内の 後の回線の相対番号。有効値

は 101 ～ 1510 です。

console first-line-number コンソール端末回線を指定します。有効値は 0 です。

vty リモート コンソール アクセスのための仮想端末回線を指定しま

す。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE このコマンドは Supervisor Engine 720 でのみ、利用可能な回線数を 15 から

1510 に増やすために変更されました。
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絶対回線番号と相対回線番号の一覧表を表示するには、show users all コマンドを入力します。左端

には絶対回線番号、次に回線タイプ、その次に相対回線番号が表示されます。相対回線番号は必ず

0 から始まり、回線のタイプを定義します。たとえば、2 番めの仮想端末回線を VTY 1 として扱う

と、絶対回線番号を使用して line 143 として扱うより容易です。

ルータをローカルで設定する端末はコンソール ポートに接続されます。コンソール ポートの回線

パラメータを設定するには、line console 0 コマンドを入力します。コンソールの相対回線番号は 0

である必要があります。

ライン コンソール コンフィギュレーション モードに入ると、送受信速度を設定できます。有効値

は 0 ～ 9600 です。デフォルト速度は 9600 です。

仮想端末回線は、ルータへのリモート アクセスを可能にするために使用されます。仮想端末回線

は、AUX ポートまたはコンソール ポートには関連付けられません。ルータはデフォルトでは 5 つ

の仮想端末回線を有します。ただし、『Cisco IOS Terminal Services Configuration Guide』の「Configuring

Protocol Translation and Virtual Asynchronous Devices」の章に記載のように、追加の仮想端末回線を

作成できます。

コンソール ポートまたは仮想端末回線を設定すると、通信パラメータの設定、自動速度選択接続の

指定、および使用中の端末の動作パラメータの設定などができます。

例 次に、仮想端末回線 0 ～ 4 の設定を開始する例を示します。

Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)#

次に、 大 100 本の仮想端末回線を no login コマンド付きで作成および設定する例を示します。

Router(config)# line vty 0 99
Router(config-line)# no login
Router(config-line)#

次に、仮想端末回線番号 5 以上の仮想端末回線を削除する例を示します。仮想端末回線 0 ～ 4 のみ

が残ります。

Router(config-line)# no line vty 5
Router(config)#

次に、コンソール ポートの送受信速度を設定する例を示します。

Router(config)# line console 0
Router(config-line)# speed 9600
Router(config-line)#

関連コマンド コマンド 説明

show line 端末回線のパラメータを表示します。

show users ルータのアクティブ ラインに関する情報を表示します。
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link debounce
インターフェイス上のデバウンス タイマーをイネーブルにするには、link debounce コマンドを使

用します。このタイマーをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

link debounce [time time]

no link debounce

シンタックスの説明

デフォルト 表 2-13 にデバウンス タイマーのデフォルト値の一覧を示します。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

time time （任意）拡張デバウンス タイマーを指定します。有効値は 100 ～ 5000 ミリ

秒です。

表 2-13 ポート デバウンス タイマー遅延時間

ポート タイプ
デバウンス タイマーが
ディセーブルの場合

デバウンス タイマーが
イネーブルの場合

10BASE-FL ポート 300 ミリ秒 3100 ミリ秒

10/100BASE-TX ポート 300 ミリ秒 3100 ミリ秒

100BASE-FX ポート 300 ミリ秒 3100 ミリ秒

10/100/1000BASE-TX ポート 300 ミリ秒 3100 ミリ秒

1000BASE-TX ポート 300 ミリ秒 3100 ミリ秒

ファイバ ギガビット ポート 10 ミリ秒 100 ミリ秒

WS-X6501-10GEX4 および WS-X6502-10GE を

除く 10 ギガビット ポート

10 ミリ秒 100 ミリ秒

WS-X6501-10GEX4 および WS-X6502-10GE の

10 ギガビット ポート

1000 ミリ秒 3100 ミリ秒

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のモジュールのサポートを解除するように、このコマンドが変更されま

した。

• WS-X6501-10GEX4

• WS-X6502-10GE

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン time time キーワードおよび引数をサポートするのは、ギガビット イーサネットおよび 10 ギガビッ

ト イーサネット インターフェイスのみです。

Release 12.2(17a)SX より前のリリースでは、link debounce コマンドを次のモジュールでサポートし

ません。

• WS-X6501-10GEX4

• WS-X6502-10GE

デバウンス タイマーは、ファームウェアがソフトウェアにリンクダウンを通知するまで待機する時

間を設定します。ファームウェアによってリンクアップがただちに通知されるので、デバウンス タ

イマーはリンクアップには適用されません。

デフォルトのデバウンス時間は、引数のない link debounce コマンドを入力した場合に適用されま

す。たとえば、link debounce time 100 コマンドを入力すると、引数なしで link debounce コマンド

を入力する場合と等しく、コンフィギュレーションに次のリンク デバウンス エントリが表示され

ます。

interface GigabitEthernet1/1
 no ip address
 link debounce

show interfaces debounce コマンドを入力して、インターフェイスのデバウンス コンフィギュレー

ションを表示します。

例 次に、ギガビット イーサネット ファイバ インターフェイスにデバウンス タイマーを設定する例を

示します。

Router (config-if)# link debounce time 100
Router (config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces debounce デバウンス タイマーのステータスと設定を表示します。
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load-interval
インターフェイスの平均負荷の計算に用いられる時間長を指定するには、 load-interval コマンドを

使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

load-interval seconds 

no load-interval

シンタックスの説明

デフォルト 300 秒（5 分）

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

フレームリレー DLCI コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、負荷データは 5 分（300 秒）ごとに収集されます。この負荷データを使用すると

負荷統計情報が計算できます。統計情報には、入力レート（ビットおよびパケット / 秒）、出力レー

ト（ビットおよびパケット / 秒）、負荷、信頼性などが含まれます。負荷データは加重平均を用いて

計算されます。加重平均では、新しい負荷データが古いデータよりも重み付けされます。

5 分間を通した平均値ではなく、短時間のトラフックの急増がわかる負荷計算を行う場合は、負荷

平均の計算時間の長さを短くします。たとえば、負荷インターバルを 30 秒に設定すれば、直近の

30 秒間の加重平均負荷を知ることができます。

load-interval コマンドを入力すると、計算のインターバルをデフォルトの 5 分（300 秒）から短く

したり長くしたりできます。デフォルトより短い時間にすると、 show interface または show

frame-relay pvc コマンドによって表示された入出力統計情報には、より長期間の平均的負荷ではな

く、より 近の状態が示されます。

load-interval コマンドを入力して、バックアップ インターフェイスがアクティブになる可能性を調

整できます。たとえば、バックアップのダイアル インターフェイスはアクティブ インターフェイ

ス上の負荷の急増によりトリガーされる可能性があります。

例 次に、30 秒間の平均を計算するようにシリアル インターフェイス 0 の負荷インターバルを設定す

る例を示します。

Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# load-interval 30

次に、DLCI 100 のフレームリレー PVC に対し、60 秒の負荷インターバルを設定する例を示します。

Router(config)# interface serial 1/1 
Router(config-if# encapsulation frame-relay ietf 
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 100 
Router(config-fr-dlci)# load-interval 60 

seconds 負荷統計情報の計算に使用される時間長。有効値は 30 ～ 600 秒（30 秒刻

み）です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

CSCeh26026
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関連コマンド

logging event link-status（グローバル コンフィギュレーション）
システム初期化中にリンクステータス イベント メッセージングを設定したりデフォルト設定を変

更するには、logging event link-status コマンドを使用します。リンクステータス イベント メッセー

ジングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging event link-status {default | boot}

no logging event link-status {default | boot}

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイス ステート変更メッセージは送信されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム初期化中にリンクステータス メッセージングをイネーブルにする場合に、logging event

link-status boot コマンドを入力する必要はありません。logging event link-status default コマンドは、

システム初期化中でもシステム メッセージ ロギングを実行します。

logging event link-status default および no logging event link-status boot コマンドの両方を入力する場

合、インターフェイス ステート変更イベントは、システム初期化後に Cisco 7600 シリーズ ルータ

内のモジュールがすべてオンラインになったあとで記録されます。logging event link-status default

および no logging event link-status boot コマンドは、システムの実行コンフィギュレーションに保存

されます。

logging event link-status default および no logging event link-status boot コマンドが実行コンフィギュ

レーション内にあり、システム初期化中にインターフェイス ステート変更メッセージを表示させた

い場合、logging event link-status boot コマンドを入力します。

コマンド 説明

show frame-relay pvc フレームリレー インターフェイスの PVC（相手先固定接続）に関

する統計情報を表示します。

default システム内のすべてのインターフェイスで、インターフェイス ステート変更

イベントのシステム ロギングをイネーブルにします。

boot システム初期化中にシステム内のすべてのインターフェイスで、インター

フェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、システム内のすべてのインターフェイスで、インターフェイス ステート変更イベントのシス

テム ロギングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# logging event link-status default
Router(config)# 

次に、システム初期化中にすべてのインターフェイスで、インターフェイス ステート変更イベント

のシステム ロギングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# logging event link-status boot
Router(config)# 

次に、すべてのインターフェイスで、インターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギン

グをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no logging event link-status default
Router(config)# 

次に、システム初期化中にインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをディ

セーブルにする例を示します。

Router(config)# no logging event link-status boot
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。
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logging event link-status（インターフェイス コンフィギュ

レーション）
インターフェイス上でリンクステータス イベント メッセージングをイネーブルにするには、

logging event link-status コマンドを使用します。リンクステータス イベント メッセージングをディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging event link-status

no logging event link-status 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト インターフェイス ステート変更メッセージは送信されません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 特定のインターフェイスでインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをイネー

ブルにするには、logging event link-status コマンドを入力します。

システム内のすべてのインターフェイスでインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロ

ギングをイネーブルにするには、logging event link-status コマンドを入力します。

例 次に、インターフェイス上で、インターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをイ

ネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# logging event link-status
Router(config-if)# 

次に、インターフェイス上で、インターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをディ

セーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no logging event link-status default
Router(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。
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logging event subif-link-status 
サブインターフェイス上でリンクステータス イベント メッセージングをイネーブルにするには

logging event subif-link-status コマンドを使用します。サブインターフェイスでリンクステータス イ

ベント メッセージングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging event subif-link-status

no logging event subif-link-status 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト サブインターフェイス ステート変更メッセージは送信されません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のサブインターフェイスでサポートされています。

• フレームリレー サブインターフェイス

• OSM-GE-WAN サブインターフェイス

• SIP サブインターフェイス

• LAN サブインターフェイス

特定のサブインターフェイスでインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをイ

ネーブルにするには、logging event subif-link-status コマンドを入力します。

特定のインターフェイスでインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギングをイネー

ブルにするには、logging event link-status コマンドを入力します。

システム内のすべてのインターフェイスでインターフェイス ステート変更イベントのシステム ロ

ギングをイネーブルにするには、logging event link-status コマンドを入力します。

例 次に、サブインターフェイス上で、インターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギング

をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# logging event subif-link-status
Router(config-if)# 

次に、サブインターフェイス上で、インターフェイス ステート変更イベントのシステム ロギング

をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no logging event subif-link-status
Router(config-if)# 

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF2 次のサポートを追加するように、このコマンドが変更されました。

• Supervisor Engine 720

• SPA-2GE インターフェイス搭載の SIP-400
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関連コマンド

logging ip access-list cache（グローバル コンフィギュレー

ション モード）
OAL パラメータを設定するには、logging ip access-list cache コマンドを使用します。デフォルト設

定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging ip access-list cache {{entries entries} | {interval seconds} | {rate-limit pps} | 
{threshold packets}}

no logging ip access-list cache [entries | interval | rate-limit | threshold]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• entries ― 8000 エントリ

• seconds ― 300 秒（5 分）

• rate-limit pps ― 0（レート制限はオフで）すべてのパケットが記録されます。

• threshold packets ― 0（レート制限はオフで）この数のパケットが一致するまでシステム ログ

がトリガーされません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

OAL がサポートされるのは IPv4 ユニキャスト トラフィックのみです。

同じシャーシに OAL キャプチャと VACL キャプチャを設定できません。OAL キャプチャと VACL

キャプチャには互換性がありません。OAL を設定した場合、SPAN（スイッチド ポート アナライ

ザ）を使用してトラフィックをキャプチャします。

コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN のステータスおよびコンフィ

ギュレーションを表示します。

entries entries ソフトウェアでキャッシュされるログ エントリの 大数を指定します。有

効値は 0 ～ 1048576 エントリです。

interval seconds エントリが Syslog に送信されるまでの 大時間間隔を指定します。有効値

は 5 ～ 86400 秒です。

rate-limit pps ソフトウェアで秒あたりに記録されるパケット数を指定します。有効値は

10 ～ 1000000 pps です。

threshold packets エントリが Syslog に送信されるまでに一致するパケット数を指定します。

有効値は 1 ～ 1000000 パケットです。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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エントリが update-interval seconds コマンドで指定した期間、非アクティブの場合、エントリが

キャッシュから削除されます。

キーワードなしで no logging ip access-list cache コマンドを入力した場合、すべてのパラメータがデ

フォルト値に戻ります。

OAL がログ拒否パケットに設定されている場合、ICMP 到達不可能レート制限を 0 に設定する必要

があります。

例 次に、ソフトウェア内にキャッシュされるログ エントリの 大数を指定する例を示します。

Router(config)# logging ip access-list cache entries 200
Router(config)#

次に、エントリがシステム ログに送信されるまでの 大時間間隔を指定する例を示します。

Router(config)# logging ip access-list cache interval 350
Router(config)#

次に、秒あたりにソフトウェア内に記録されるパケット数を指定する例を示します。

Router(config)# logging ip access-list cache rate-limit 100
Router(config)#

次に、エントリがシステム ログに送信されるまでに一致するパケット数を指定する例を示します。

Router(config)# logging ip access-list cache threshold 125
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

clear logging ip access-list cache OAL キャッシュからのエントリをすべて削除して

それらを Syslog に送信します。

logging ip access-list cache（インターフェイス 

コンフィギュレーション モード）

方向に応じてインターフェイスでの OAL ロギン

グ キャッシュをイネーブルにします。

show logging ip access-list ロギング IP アクセス リストに関する情報を表示

します。
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logging ip access-list cache（インターフェイス コンフィギュ

レーション モード）
方向に応じてインターフェイスでの OAL ロギング キャッシュをイネーブルにするには、logging ip

access-list cache コマンドを使用します。OAL をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式

を使用します。

logging ip access-list cache [in | out]

no logging ip access-list cache

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

このコマンドは、適用される ACL（アクセス コントロール リスト）の log キーワードが一致する

トラフィックでサポートされます。OAL がログ拒否パケットに設定されている場合、ICMP 到達不

可能レート制限を 0 に設定する必要があります。

PFC3A が搭載されているシステムでは、トンネル インターフェイスの出力方向のサポートには対

応していません。

OAL がサポートされるのは IPv4 ユニキャスト トラフィックのみです。

同じシャーシに OAL キャプチャと VACL キャプチャを設定できません。OAL キャプチャと VACL

キャプチャには互換性がありません。OAL を設定した場合、SPAN（スイッチド ポート アナライ

ザ）を使用してトラフィックをキャプチャします。

エントリが update-interval seconds コマンドで指定した期間、非アクティブの場合、エントリが

キャッシュから削除されます。

キーワードなしで no logging ip access-list cache コマンドを入力した場合、すべてのパラメータがデ

フォルト値に戻ります。

例 次に、入力パケットで OAL をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# logging ip access-list cache in
Router(config-if)#

次に、出力パケットで OAL をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# logging ip access-list cache out
Router(config-if)#

in （任意）入力パケットで OAL をイネーブルにします。

out （任意）出力パケットで OAL をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド コマンド 説明

clear logging ip access-list cache OAL キャッシュからのエントリをすべて削除して

それらを Syslog に送信します。

logging ip access-list cache（グローバル コン

フィギュレーション モード）

OAL パラメータを設定します。

show logging ip access-list ロギング IP アクセス リストに関する情報を表示

します。
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mac access-list extended
拡張 MAC（メディア アクセス制御）アクセス リストを定義するためのサブコマンドにアクセスす

るには、mac access-list extended コマンドを使用します。MAC アクセス リストを削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mac access-list extended name

no mac access-list extended name 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト ACL はありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ACL 名を入力する場合は、次の命名規則に従ってください。

• 大 31 文字で、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ダッシュ文字（-）、アンダースコア（_）、ピリオド文

字（.）を含むことができます。

• 英文字で始まり、すべてのタイプのすべての ACL で一意である必要があります。

• 大文字と小文字を区別します。

• 番号は使用できません。

• キーワードは使用できません。避けるべきキーワードは、all、default-action、map、help、お

よび editbuffer です。

IPX、DECnet、AppleTalk、VINES、または XNS トラフィックをフィルタリングする名前付き ACL

を、MAC アドレスに基づいて設定できます（MAC ACL による IPX フィルタリングは、PFC3 が搭

載された場合にのみサポートされます）。

PFC3 が搭載されたシステムで、EtherType 0x8137 との一致を調べる MAC アクセス リストを使用し

てすべての IPX トラフィックを分類する場合は、ipx-arpa または ipx-non-arpa プロトコルを使用し

ます。

mac access-list extended name コマンドを入力すると、MAC アクセス リストのエントリを作成また

は削除するには、次のサブセットが使用されます。

[no] {permit | deny} {{src-mac mask | any} {dest-mac mask} | any} [protocol [vlan vlan] [cos value]]} 

vlan vlan および cos value キーワードおよび引数は、Release 12.2(17b)SXA 以降の PFC3BXL または

PFC3B モードでサポートされます。

vlan vlan および cos value キーワードおよび引数は、MAC VACL でサポートされます。

name エントリが属する ACL（アクセス コントロール リスト）名 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA 次のようにこのコマンドが変更されました。

• vlan vlan および cos value キーワードと引数が追加されました。

• 有効なプロトコル名のリストに ip キーワードが追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-14 に、mac access-list extended サブコマンドの構文を示します。

有効なプロトコル名は次のとおりです。

• 0x0 ～ 0xFFFF ― 任意の EtherType（16 進形式）

• aarp ― EtherType：AppleTalk ARP

• amber ― EtherType：DEC-Amber

• appletalk ― EtherType：AppleTalk/EtherTalk

• dec-spanning ― EtherType：DEC-Spanning-Tree

• decnet-iv ― EtherType：DECnet Phase IV

• diagnostic ― EtherType：DEC-Diagnostic

• dsm ― EtherType：DEC-DSM

• etype-6000 ― EtherType：0x6000

• etype-8042 ― EtherType：0x8042

• ip ― EtherType：0x0800

• ipx-arpa ― IPX arpa

• ipx-non-arpa ― IPX non arpa

• lat ― EtherType：DEC-LAT

• lavc-sca ― EtherType：DEC-LAVC-SCA

• mop-console ― EtherType：DEC-MOP Remote Console

• mop-dump ― EtherType：DEC-MOP Dump

• msdos ― EtherType：DEC-MSDOS

• mumps ― EtherType：DEC-MUMPS

• netbios ― EtherType：DEC-NETBIOS

• vines-echo ― EtherType：VINES Echo

• vines-ip ― EtherType：VINES IP

• xns-idp ― EtherType：XNS IDP

表 2-14 mac access-list extended サブコマンド

サブコマンド 説明

no （任意）アクセス リストからステートメントを削除します。

permit 条件が一致した場合にアクセスを許可します。 

deny 条件が一致した場合にアクセスを禁止します。

src-mac mask 次の形式の送信元 MAC アドレス

source-mac-address source-mac-address-mask

any 任意のプロトコル タイプを指定します。

dest-mac mask （任意）次の形式の宛先 MAC アドレス

dest-mac-address dest-mac-address-mask

protocol （任意）プロトコル名または番号。有効値のリストについては、以下を参

照してください。

vlan vlan （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 0 ～ 4095 です。

cos value （任意）CoS（サービス クラス）値を指定します。有効値は 0 ～ 7 です。
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src-mac mask または dest-mac mask 値を入力した場合は、次の注意事項および制限事項に注意してく

ださい。

• MAC アドレスは、0030.9629.9f84 などのドット付き 16 進表記で 3 つの 4 バイト値として入力

します。

• MAC アドレス マスクは、ドット付き 16 進表記で 3 つの 4 バイト値として入力します。1 ビッ

トをワイルドカードとして使用します。たとえば、アドレスを完全に一致させるには、

0000.0000.0000 を使用します（0.0.0 として入力できます）。

• 省略可能な protocol については、EtherType またはキーワードのいずれかを入力できます。

• protocol なしのエントリはどのプロトコルとも一致します。

• アクセス リスト エントリは入力順にスキャンされます。 初に一致したエントリが使用され

ます。パフォーマンスを高めるには、アクセス リストの 初のあたりに、 も一般に使用され

るエントリを置きます。

• リストの 後に明示的な permit any any エントリを含めなかった場合、アクセス リストの 後

には暗示的な deny any any エントリが存在します。

• すべての新しいエントリは既存のリストの 後に置かれます。リストの中間にエントリを追加

することはできません。

変形した、無効な、または故意に壊された EtherType 0x800 IP フレームは、IP トラフィックとして

認識されないため、IP ACL によりフィルタリングされません。

mac access-list extended コマンドで ip キーワードを指定して作成された ACE（アクセス コントロー

ル エントリ）によりフィルタリングされるのは、変形した、無効な、または故意に壊された EtherType

0x800 IP フレームのみであり、他の IP トラフィックはフィルタリングしません。

例 次に、0000.4700.0001 から 0000.4700.0009 へのトラフィックを拒否して、その他のトラフィックを

すべて許可する mac_layer という名前の MAC アクセス リストを作成する例を示します。

Router(config)# mac access-list extended mac_layer 
Router(config-ext-macl)# deny 0000.4700.0001 0.0.0 0000.4700.0009 0.0.0 dsm 
Router(config-ext-macl)# permit any any 

関連コマンド コマンド 説明

show mac-address-table MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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mac-address-table aging-time
レイヤ 2 テーブルのエントリのエージング タイムを設定するには、mac-address-table aging-time コ

マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table aging-time seconds [routed-mac | vlan vlan-id] 

no mac-address-table aging-time seconds [routed-mac | vlan vlan-id] 

シンタックスの説明

デフォルト 300 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN を入力しない場合、変更はすべてのルーテッド ポート VLAN に適用されます。

エージングをディセーブルにするには、0 秒を入力します。

ルーテッド MAC（RM）ビットがセットされたトラフィックのための MAC アドレス エージング タ

イムを設定するには、routed-mac キーワードを入力します。

例 次に、エージング タイムを設定する例を示します。

Router(config)# mac-address-table aging-time 400
Router(config)#

次に、RM エージング タイムを変更する例を示します。

Router(config)# mac-address-table aging-time 500 routed-mac
Router(config)#

次に、エージングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# mac-address-table aging-time 0
Router(config)

関連コマンド

seconds エージング タイム。有効値は、0 および 10 ～ 1000000 秒です。

routed-mac （任意）ルーテッド MAC（メディア アクセス制御）のエージング インター

バルを指定します。

vlan vlan-id （任意）変更されたエージング タイムを適用させる VLAN（仮想 LAN）を

指定します。有効値は、1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 のみに対して routed-mac キーワードが追加されまし

た。

コマンド 説明

show mac-address-table MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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mac-address-table learning
MAC（メディア アクセス制御）アドレス学習をイネーブルにするには、mac-address-table learning

コマンドを使用します。学習をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

[default] mac-address-table learning {{vlan vlan-id} | {interface interface slot/port}} [module num]

no mac-address-table learning {{vlan vlan-id} | {interface interface slot/port}} [module num]

シンタックスの説明

デフォルト モジュール内のポート上に VLAN を設定すると、Cisco 7600 シリーズ ルータ内のすべてのスーパー

バイザ エンジンと DFC は、指定された VLAN 上のすべての MAC アドレスの学習をイネーブルに

されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン スーパーバイザ エンジンまたは DFC のみを指定するには、module num キーワードと引数を使用し

ます。

vlan vlan-id キーワードと引数はスイッチポート VLAN にのみ使用できます。vlan vlan-id キーワー

ドと引数はルーテッド インターフェイスの学習の設定には使用できません。

interface interface slot/port キーワードと引数はルーテッド インターフェイス、スーパーバイザ エン

ジン、および DFC にのみ使用できます。interface interface slot/port キーワードと引数は、スイッチ

ポート インターフェイスまたは非 DFC モジュールの学習の設定には使用できません。

例 次に、すべてのモジュールのスイッチポート インターフェイスで MAC アドレス学習をイネーブル

にする例を示します。

Router (config)# mac-address-table learning vlan 100 
Router (config)# 

次に、特定のモジュールのスイッチポート インターフェイスで MAC アドレス学習をイネーブルに

する例を示します。

Router (config)# mac-address-table learning vlan 100 module 4
Router (config)# 

default （任意）デフォルト設定に戻します。

vlan vlan-id すべての MAC アドレスの VLAN（仮想 LAN）ごとの学習を、VLAN に適

用することを指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

interface すべての MAC アドレスのインターフェイスごとの学習を指定します。

interface slot/port インターフェイス タイプ、スロット番号、およびポート番号

module num （任意）モジュール番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、すべてのモジュールのスイッチポート インターフェイスで MAC アドレス学習をディセーブ

ルにする例を示します。

Router (config)# no mac-address-table learning vlan 100
Router (config)# 

次に、すべてのモジュールのルーテッド インターフェイスで MAC アドレス学習をイネーブルにす

る例を示します。

Router (config)# mac-address-table learning vlan 100 
Router (config)# 

次に、特定のモジュールのルーテッド インターフェイスで MAC アドレス学習をイネーブルにする

例を示します。

Router (config)# mac-address-table learning interface FastEthernet 3/48 module 4
Router (config)# 

次に、すべてのモジュールの特定のルーテッド インターフェイスで MAC アドレス学習をディセー

ブルにする例を示します。

Router (config)# no mac-address-table learning interface FastEthernet 3/48
Router (config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mac-address-table learning MAC アドレス学習ステートを表示します。
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mac-address-table limit
MAC（メディア アクセス制御）制限をイネーブルにするには、mac-address-table limit コマンドを

使用します。MAC 制限をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table limit [maximum num] [action {warning | limit | shutdown}] [notification {syslog 
| trap | both}]

mac-address-table limit [{vlan vlan} | {interface type mod/port}] [maximum num] [action {warning | 
limit | shutdown}] [flood]

no mac-address-table limit [vlan vlan] [maximum | action]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• maximum num ― 500（MAC アドレス エントリ数）

• action ― warning

• notification ― syslog

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

maximum num （任意）許可された EARL ごとに VLAN（仮想 LAN）単位で MAC エン

トリの 大数を指定します。MAC アドレス エントリ数の有効値は 5 ～

32000 です。

action （任意）アクションに違反した場合に実行するアクション タイプを指定

します。

warning アクションに違反した場合に、Syslog メッセージを送信し、それ以上の

アクションを行わないように指定します。

limit アクションに違反した場合に、Syslog メッセージを送信するか、または

MAC 制限によって対応するトラップを生成するように指定します。

shutdown アクションに違反した場合に、Syslog メッセージを送信するか、または

VLAN をブロック ステートに移行するように指定します。

notification （任意）アクションに違反した場合に送信される通知タイプを指定しま

す。

syslog アクションに違反した場合に、Syslog メッセージを送信します。

trap アクションに違反した場合に、トラップ通知を送信します。

both アクションに違反した場合に、Syslog メッセージおよびトラップ通知を

送信します。

vlan vlan （任意）VLAN ごとに MAC 制限をイネーブルにします。

interface type mod/port （任意）ポートごとに MAC 制限をイネーブルにします。

flood （任意）VLAN 上で不明ユニキャストのフラッディングをイネーブルに

します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

MAC 制限をグローバルにイネーブルにするには、次の構文を使用します。

mac-address-table limit [maximum num] [action {warning | limit | shutdown}] [notification {syslog 
| trap | both}]

VLAN 単位の MAC 制限をイネーブルにするには、次の構文を使用します。

mac-address-table limit [vlan vlan] [maximum num] [action {warning | limit | shutdown}] [flood]

ポート単位の MAC 制限をイネーブルにするには、次の構文を使用します。

mac-address-table limit [interface type mod/port] [maximum num] [action {warning | limit | 
shutdown}] [flood]

VLAN 単位の MAC 制限をイネーブルにする場合、VLAN 単位の MAC 制限は、MAC 制限をグロー

バルにイネーブルにする mac-address-table limit コマンドに優先します。

MAC エントリの 大数は、VLAN 単位および EARL 単位です。

大数、アクション、または通知を指定しない場合は、デフォルト設定が使用されます。

VLAN 単位の MAC 制限をイネーブルにする場合、指定された VLAN でのみ MAC 制限はイネーブ

ルになります。

flood キーワードをサポートするのは、VLAN インターフェイスのみです。

flood アクションが発生するのは、limit アクションが設定されていて、このアクションに違反した

場合のみです。

shutdown ステートの場合、VLAN は CLI（コマンドライン インターフェイス）を通して再びイネー

ブルにしないかぎり、ブロック ステートのままです。

例 次に、MAC 制限をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mac-address-table limit
Router(config)#

次に、VLAN 単位の MAC 制限をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mac-address-table limit vlan 501 maximum 50 action shutdown
Router(config)#

関連コマンド

12.2(18)SXD1 このコマンドは、vlan vlan キーワードおよび引数を追加して、VLAN 単位

の MAC 制限をサポートするように変更されました。.

12.2(18)SXE このコマンドは、interface type mod/port キーワードおよび引数を追加して、

VLAN 単位の MAC 制限をサポートするように変更されました。

リリース 変更内容

コマンド 説明

show mac-address-table limit MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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mac-address-table notification mac-move
MAC（メディア アクセス制御）移動通知をイネーブルにするには、mac-address-table notification

mac-move コマンドを使用します。MAC 移動通知をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

mac-address-table notification mac-move

no mac-address-table notification mac-move

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン MAC アドレスまたはホストが異なるスイッチ ポート間で移動する場合は、常に MAC 移動通知に

よって Syslog メッセージが生成されます。

新しい MAC アドレスが CAM（連想メモリ）に追加されたり、CAM から MAC アドレスが削除さ

れた場合は、MAC 移動通知によって通知が生成されません。

MAC 移動通知がサポートされるのは、スイッチ ポートのみです。

例 次に、MAC 移動通知をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mac-address-table notification mac-move
Router(config)#

次に、MAC 移動通知をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mac-address-table notification mac-move
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mac-address-table notification mac-move MAC アドレス テーブルに関する情報を表示し

ます。
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mac-address-table notification threshold
CAM（連想メモリ）テーブル使用率モニタ通知をイネーブルにするには、mac-address-table

notification threshold コマンドを使用します。CAM テーブル使用率モニタ通知をディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table notification threshold {limit percentage} {interval time}

no mac-address-table notification threshold

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• percentage は 50% です。

• time は 120 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CAM テーブル使用率モニタをイネーブルにすると、CAM テーブル内の有効エントリ数がカウント

され、CAM 使用率が指定されたしきい値以上になるとメッセージが表示されます。

例 次に、CAM テーブル使用率モニタ通知をイネーブルにして、デフォルト設定を使用する例を示し

ます。

Router(config)# mac-address-table notification threshold
Router(config)#

次に、CAM テーブル使用率モニタ通知をイネーブルにして、しきい値とインターバルを設定する

例を示します。

Router(config)# mac-address-table notification threshold limit 20 interval 200
Router(config)#

次に、CAM テーブル使用率モニタ通知をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mac-address-table notification threshold
Router(config)#

関連コマンド

limit percentage CAM 使用率を指定します。有効値は 1 ～ 100% です。

interval time 通知の間隔を指定します。有効値は 120 秒以上です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mac-address-table notification threshold MAC アドレス テーブルに関する情報を表示し

ます。
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mac-address-table static
スタティック エントリを MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルに追加したり、IGMP

（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングがアドレスに対してディセーブルになる

ようにスタティック MAC アドレスを設定するには、mac-address-table static コマンドを使用しま

す。このコマンドの no 形式の詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

mac-address-table static mac-address vlan vlan-id {interface type | drop [disable-snooping]} [dlci dlci 
| pvc vpi/vci] [auto-learn | disable-snooping] [protocol {ip | ipv6 | ipx | assigned}]

no mac-address-table static mac-addr {vlan vlan-id} {interface type} [disable-snooping] [dlci dlci | 
pvc vpi/vci]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

mac-addr MAC アドレス テーブルに追加するアドレス

vlan vlan-id 変更されたエージング タイムを適用させる VLAN（仮想 LAN）を指定しま

す。有効値は、1 ～ 4094 です。

interface type インターフェイス タイプおよびモジュール / ポート番号を指定します。

drop 指定された VLAN 内で設定された MAC アドレスに送受信されるトラ

フィックのすべてをドロップします。

disable-snooping （任意）マルチキャスト MAC アドレスの IGMP スヌーピングをディセーブ

ルにします。

dlci dlci （任意）DLCI からこの MAC アドレスへのマッピングを指定します。有効

値は 16 ～ 1007 です。

pvc vpi/vci （任意）PVC からこの MAC アドレスへのマッピングを指定します。

auto-learn （任意）新規ポートにエントリを更新させます。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

protocol （任意）エントリに関連付けられたプロトコルを指定します。

ip IP プロトコルを指定します。

ipv6 IPv6 プロトコルを指定します。

ipx IPX プロトコルを指定します。

assigned DECnet、Banyan VINES、および AppleTalk などの割り当てられたプロトコ

ルのバケット アカウントを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX マルチキャスト MAC アドレスに、mac-address-table static mac-addr {vlan

vlan-id} drop コマンドを適用できなくなりました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン このコマンドの no 形式は、次の場合に使用します。

• 指定されたエントリ情報の組み合わせによってプロファイルされたエントリを削除する場合

• 指定されたアドレスに対して IGMP スヌーピングをディセーブルにする場合

• MAC アドレスからフレーム リレー DLCI または ATM（非同期転送モード）PVC（相手先固定

接続）へのマッピングを削除する場合

dlci dlci キーワードと引数は、指定されたインターフェイスでフレーム リレー カプセル化がイネー

ブルにされている場合にのみ有効です。

pvc vpi/vci キーワードと引数は、ATM インターフェイスでのみサポートされます。

pvc vpi/vci を指定する場合は、スラッシュで区切って VPI と VCI の両方を指定する必要があります。

導入されたスタティック MAC アドレスは、ポートに関連付けられます。同じ MAC アドレスが異

なるポート上にある場合、auto-learn キーワードを入力すると、エントリが新しいポートに更新さ

れます。

指定する出力インターフェイスは、SVI ではなく、レイヤ 2 IDB である必要があります。

ipx キーワードはサポートされていません。

1 つの入力コマンドで入力できるインターフェイス数は 大 15 個ですが、コマンドを繰り返すこと

によりさらに多くのインターフェイスを入力できます。

プロトコル タイプを入力しない場合、4 つのプロトコル タイプのそれぞれについてエントリが自動

的に作成されます。

このコマンドの no 形式を入力しても、システム MAC アドレスは削除されません。

MAC アドレスを削除する場合は、interface type の入力は省略できます。ユニキャスト エントリの

場合、エントリは自動的に削除されます。マルチキャスト エントリの場合、インターフェイスを指

定しないとエントリ全体が削除されます。インターフェイスを指定することにより、削除する選択

ポートを指定できます。

mac-address-table static mac-addr {vlan vlan-id} {interface type} disable-snooping コマンドは、指定さ

れたスタティック MAC エントリ /VLAN ペアのスヌーピングだけをディセーブルにします。スヌー

ピングを再びイネーブルにするには、まず MAC アドレスを削除し、次に mac-address-table static

mac-addr {vlan vlan-id} {interface type} コマンドを disable-snooping キーワードを入力せずに使用し

て、再インストールします。

mac-address-table static mac-addr {vlan vlan-id} drop コマンドは、マルチキャスト MAC アドレスに

適用できません。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720 に対してのみ次のように変更され

ました。

• IPv6 マルチキャスト MAC エントリのサポートが追加されました。

• dlci dlci と pvc vpi/vci のキーワードと引数が、MAC アドレスからフ

レーム リレー DLCI または ATM PVC へのマップのために追加されま

した。

リリース 変更内容
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ATM およびフレーム リレー インターフェイスに対する次のコマンドの動作は、Cisco IOS Release

12.2(18)SXE 以降のリリースでは、マルチポイント ブリッジングおよびその他の機能をサポートす

るために変更されました。以前のリリースでは、VLAN ID とインターフェイスのみを指定する必要

がありました。

Router(config)# mac-address-table static 000C.0203.0405 vlan 101 interface ATM6/1 
Router(config)# 

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは次のように、フレーム リレー インターフェイス

に対しては dlci dlci キーワードと引数、ATM インターフェイスに対しては pvc vpi/vci キーワードと

引数も指定する必要があります。

Router(config)# mac-address-table static 000C.0203.0405 vlan 101 interface ATM6/1 
pvc6/101 
Router(config)# 

（注） フレーム リレー インターフェイスに対して dlci dlci キーワードと引数を省略すると、MAC アドレ

スは、インターフェイス上の指定された VLAN のために設定された 初の DLCI 回路にマッピング

されます。ATM インターフェイスに対して pvc vpi/vci キーワードと引数を省略すると、MAC アド

レスは、インターフェイス上の指定された VLAN のために設定された 初の PVC 回路にマッピン

グされます。MAC アドレスの正しい設定を保証するために、常に dlci dlci および pvc vpi/vci のキー

ワードと引数を、対応するインターフェイスに使用することを推奨します。

例 次に、MAC アドレス テーブルにスタティック エントリを追加する例を示します。

Router(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 100 interface 
fastethernet5/7 
Router(config)# 

次に、指定されたアドレスに対して IGMP スヌーピングをディセーブルにしてスタティック MAC

アドレスを設定する例を示します。

Router(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 100 interface 
fastethernet5/7 disable-snooping
Router(config)# 

次に、ATM PVC 回路とフレーム リレー DLCI 回路のために、MAC アドレス テーブルにスタティッ

ク エントリを追加する例を示します。

Router(config)# mac-address-table static 0C01.0203.0405 vlan 101 interface ATM6/1 pvc 
6/101 
Router(config)# mac-address-table static 0C01.0203.0406 vlan 202 interface POS4/2 dlci 
200 
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mac-address-table MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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mac-address-table synchronize
PFC（ポリシー フィーチャ カード）およびすべての DFC にわたってレイヤ 2 MAC（メディア アク

セス制御）アドレス テーブル エントリの同期をとるには、mac-address-table synchronize コマンド

を使用します。MAC アドレス テーブルの同期をディセーブルにしたり、アクティビティ タイマー

をリセットしたりするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac-address-table synchronize [activity-time seconds]

no mac-address-table synchronize [activity-time seconds]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• activity-time は 160 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 通常のレイヤ 2 エージング タイム内（または、この機能が分散型 EtherChannel でのみ使用される場

合は、分散型 EtherChannel の VLAN 用に使用されるエージング タイム内）に少なくとも 2 つのア

クティビティ タイムが存在するように、アクティビティ タイムを設定することを推奨します。エー

ジング タイム内に少なくとも 2 つのアクティビティ タイムが存在しない場合は、エラー メッセー

ジが表示されます。

例 次に、アクティビティ タイマーのインターバルを指定する例を示します。

Router(config)# mac-address-table synchronize activity-time 320
Router(config)# 

関連コマンド

activity-time seconds （任意）アクティビティ タイマーのインターバルを指定します。有効値

は 160、320、および 640 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mac-address-table synchronize statistics MAC アドレス テーブルに関する情報を表示し

ます。
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mac-address-table unicast-flood
ユニキャスト フラッディング保護をイネーブルにするには、mac-address-table unicast-flood コマン

ドを使用します。ユニキャスト フラッディング保護をディセーブルにするには、このコマンドの

no 形式を使用します。

mac-address-table unicast-flood {limit kfps} {vlan vlan-id} {filter timeout | alert | shutdown}

no mac-address-table unicast-flood {limit kfps} {vlan vlan}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

ユニキャスト フラッディング保護を次のように設定することを推奨します。

• limit kfps 引数を 10 Kfps に設定します。

• filter timeout 引数を 5 分に設定します。

shutdown キーワードは、非トランク ポートでのみサポートされます。

alertを指定した場合に不明なユニキャスト フラッディングがしきい値を超えたことを検知すると、

システム メッセージが表示され、このあとのアクションが中断されます。

shutdown を指定した場合に不明なユニキャスト フラッディングがしきい値を超えたことを検知す

ると、システム メッセージが表示されます。システム メッセージが表示されると、ポートは

errdisable モードになります。

limit kfps ユニキャスト フラッディングを送信元 MAC（メディア アクセス制御）ア

ドレス単位および VLAN（仮想 LAN）単位に制限します。有効値は 1 ～

4000 Kfps です。

vlan vlan-id フラッディング制限を適用させる VLAN を指定します。有効値は、1 ～

4094 です。

filter timeout ユニキャスト フラッディングをフィルタリングする長さを指定します。有

効値は 1 ～ 34560 分です。

alert ユニキャスト フラッディングのフレームがフラッディング レート制限を

超過した場合にアラートを送信するように指定します。

shutdown ユニキャスト フラッディングのフレームがフラッディング レート制限を

超過した場合にフラッドを生成する入力ポートをシャットダウンするよ

うに指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、フラッディング レート制限を 3000 fps に設定し、レート制限を超過した場合にシステム メッ

セージを表示する例を示します。

Router(config)# mac-address-table unicast-flood limit 3 vlan 125 alert
Router(config)#

関連コマンド

mac packet-classify
レイヤ 3 パケットをレイヤ 2 パケットとして分類するには、mac packet-classify コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac packet-classify

no mac packet-classify

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

マルチレイヤ MAC（メディア アクセス制御）ACL（アクセス コントロール リスト）QoS（サービ

ス品質）フィルタリング用に設定できるインターフェイス タイプは、次のとおりです。

• レイヤ 3 アドレスを持たない VLAN（仮想 LAN）インターフェイス

• EoMPLS をサポートするように設定された物理 LAN ポート

• EoMPLS をサポートするように設定された論理 LAN サブインターフェイス

マルチレイヤ MAC ACL QoS フィルタリング用に設定されたインターフェイス上で、MAC ACL に

よって許可または拒否された入力トラフィックは、出力インターフェイスで MAC レイヤ トラ

フィックとして処理されます。マルチレイヤ MAC ACL QoS フィルタリング用に設定されたイン

ターフェイス上で、MAC ACL によって許可または拒否されたトラフィックには、出力 IP ACL を

適用できません。

マイクロフロー ポリシングは、mac packet-classify コマンドがイネーブルであるインターフェイス

上では機能しません。

mac packet-classify コマンドにより、レイヤ 3 パケットがレイヤ 2 パケットとして分類され、IP 分

類がディセーブルになります。

コマンド 説明

show mac-address-table unicast-flood MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mac packet-classify

2-338
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

トラフィックは、802.1Q CoS（サービス クラス）、トランク VLAN、EtherType、および MAC アド

レスに基づいて、分類されます。

例 次に、着信および発信レイヤ 3 パケットをレイヤ 2 パケットとして分類する例を示します。

Router(config-if)# mac packet-classify
Router(config-if)# 

次に、着信および発信レイヤ 3 パケットのレイヤ 2 パケットとしての分類をディセーブルにする例

を示します。

Router(config-if)# no mac packet-classify
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

mac packet-classify use vlan MAC ACL 内で VLAN ベースの QoS フィルタリングをイ

ネーブルにします。
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mac packet-classify use vlan
MAC（メディア アクセス制御）ACL（アクセス コントロール リスト）内で VLAN（仮想 LAN）

ベースの QoS（サービス品質）フィルタリングをイネーブルにするには、mac packet-classify use

vlan コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac packet-classify use vlan

no mac packet-classify use vlan

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

レイヤ 2 SAP（サービス アクセス ポイント）符号化パケット（IS-IS および IPX など）に QoS を適

用する場合は、no mac packet-classify use vlan コマンドを使用して、レイヤ 2 キー内の VLAN フィー

ルドをディセーブルにする必要があります。

VLAN フィールドがイネーブルの場合、QoS は非 ARPA レイヤ 2 パケット（IS-IS および IPX など）

のポリシングを許可しません。

例 次に、MAC ACL 内で VLAN ベースの QoS フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mac packet-classify use vlan
Router(config)

次に、MAC ACL 内で VLAN ベースの QoS フィルタリングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mac packet-classify use vlan
Router(config)

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

コマンド 説明

mac packet-classify レイヤ 3 パケットをレイヤ 2 パケットとして分類します。
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match
VLAN（仮想 LAN）アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL（アクセス コントロール

リスト）を選択することにより一致句を指定するには、match サブコマンドを使用します。一致句

は、トラフィック フィルタリングの IP、IPX、または MAC（メディア アクセス制御）ACL を指定

します。一致句を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match {ip address {acl-number | acl-name}} | {ipx address {acl-number | acl-name} | {mac address 
acl-name}}

no match {ip address {acl-number | acl-name}} | {ipx address {acl-number | acl-name} | {mac address 
acl-name}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード VLAN アクセスマップ サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン match ipx address および match mac address コマンドは、WAN インターフェイス上の VACL では

サポートされません。

VACL で使用される IPX ACL が指定できるのは、IPX プロトコル タイプ、送信元ネットワーク、宛

先ネットワークおよび宛先ホスト アドレスのみです。

MAC シーケンスは、IP または IPX パケットに作用しません。IP パケットおよび IPX パケットは、

IP および IPX 一致句によってアクセス制御が行われる必要があります。

VACL をセカンダリ VLAN で設定できません。セカンダリ VLAN は、プライマリ VLAN によって

設定されたすべての機能を継承します。

ip address acl-number VLAN アクセス マップ シーケンスの IP ACL を 1 つまたは複数選択

します。有効値は 1 ～ 199 および 1300 ～ 2699 です。

ip address acl-name 名前ごとに IP ACL を選択します。

ipx address acl-number VLAN アクセス マップ シーケンスの IPX ACL を 1 つまたは複数選

択します。有効値は 800 ～ 999 です。

ipx address acl-name 名前ごとに IPX ACL を選択します。

mac address acl-name VLAN アクセス マップ シーケンスの MAC ACL を 1 つまたは複数

選択します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 に対してのみ、protocol ip と protocol ipv6 のキーワー

ドのサポートが追加されました。
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次のサブコマンドは、CLI（コマンドライン インターフェイス）ヘルプに表示されますが、PFC（ポ

リシー フィーチャ カード）QoS（サービス品質）にはサポートされません。

• match cos

• match any

• match class-map

• match destination-address

• match input-interface

• match qos-group

• match source-address 

設定に関する注意事項および制限については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software

Configuration Guide』を参照してください。

match コマンドの詳細については、『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』を参照してください。

例 次に、VLAN アクセス マップの一致句を定義する例を示します。

Router(config)# vlan access-map ganymede 10
Router(config-access-map)# match ip address 13 
Router(config-access-map)#

関連コマンド コマンド 説明

action パケット アクション句を設定します。

port access-map ポート アクセス マップを作成したり、ポート アクセス マップ コ

マンド モードを開始します。

show vlan access-map VLAN アクセス マップの内容を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス マップを作成したり、VLAN アクセス マップ コマ

ンド モードを開始します。
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match protocol
指定されたプロトコルごとのクラス マップのための一致基準を設定するには、match protocol コマ

ンドを使用します。クラス マップからプロトコルごとの一致基準を削除するには、このコマンドの

no 形式を使用します。

match protocol {ip | ipv6}

no match protocol {ip | ipv6} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード クラスマップ サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン match protocol クラス マップ サブコマンドは、NBAR を設定して入力および出力ポートのすべての

トラフィックを送信し、MSFC2 をソフトウェアで処理されるようにします。

CBWFQ（クラスベース FWQ）に対しては、プロトコル、ACL（アクセス コントロール リスト）、

入力インターフェイス、QoS（サービス品質）ラベル、および EXP フィールド値を含む一致基準に

基づいてトラフィック クラスを定義します。クラスに対する一致基準を満たすパケットが、そのク

ラスのトラフィックを構成します。

match protocol コマンドではプロトコルの名前を指定し、この一致基準を満たすパケットが、クラ

ス マップで指定されたクラスに属するかどうかを判定されます。

match protocol コマンドを使用するには、先に class-map コマンドを入力して、一致基準を確立す

るためにクラスの名前を指定する必要があります。

クラス マップ内で複数のコマンドを指定すると、 後に入力したコマンドのみが適用されます。

後のコマンドは、それ以前に入力したコマンドを上書きします。

このコマンドは、NBAR 機能が対応しているプロトコルと比較するために使用できます。現在

NBAR がサポートしているプロトコルのリストについては、『Cisco IOS Quality of Service Solutions

Configuration Guide』の「Classification」を参照してください。

例 次に、ip という名前のクラス マップを指定し、IP を一致基準として設定する例を示します。

Router(config)# class-map ip
Router(config-cmap)# match protocol ip

ip IP パケットの一致基準を指定します。

ipv6 IPv6 パケットの一致基準を指定します。

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

maxconns（実サーバ コンフィギュレーション サブモード）

2-343
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

maxconns（実サーバ コンフィギュレーション サブモード）
実サーバへのアクティブ接続数を制限するには、maxconns コマンドを使用します。 大接続数を

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

maxconns number-conns

no maxconns

シンタックスの説明

デフォルト 0

コマンド モード 実サーバ コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン number-conns 値を指定しない場合、デフォルト値は 0 です。つまり、実サーバへの 大接続数がモ

ニタされません。

例 次に、実サーバへの 大アクティブ接続数を制限する例を示します。

Router(config-if)# maxconns 49672
Router(config-if)# 

次に、デフォルト値に戻す例を示します。

Router(config-if)# no maxconns
Router(config-if)# 

関連コマンド

number-conns 任意の時点における実サーバのアクティブ接続 大数。有効値は 0 ～

4294967295 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

faildetect numconns サーバの障害を示す条件を指定します。

inservice（実サーバ） Cisco IOS SLB 機能が使用する実サーバをイネーブルにします。

reassign 別の実サーバへの接続を試みるまでに許容される、新規接続の未応

答 SYN の 大数を定義します。

retry 障害のあるサーバに接続を試みるまでの待機時間を定義します。
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maximum-paths
IP ルーティング プロトコルがサポートできる 大パラレル ルート数を制御するには、

maximum-paths コマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

maximum-paths maximum

no maximum-paths

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）には 1 つのパスがあります。

• その他のすべての IP ルーティング プロトコルには、4 つのパスがあります。

コマンド モード ルーティング プロトコル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、宛先に 大 2 つのパスを許可する例を示します。

Router(config-router)# maximum-paths 2
Router(config-router)

maximum IP ルーティング プロトコルがルーティング テーブルにインストールする

大パラレル ルート数。有効値は、1 ～ 8 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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mdix auto
Media-Dependent Interface crossover（MDIX; メディア依存型インターフェイス クロスオーバー）の

自動検出をイネーブルにするには、mdix auto コマンドを使用します。MDIX の自動検出をオフに

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

mdix auto

no mdix auto

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のモジュールでのみサポートされています。

• WS-X6524-100FX-MM

• WS-X6548-RJ-45

• WS-X6548-RJ-21

例 次に、MDIX の自動検出をイネーブルにする例を示します。

Router# mdix auto
Router# 

次に、MDIX の自動検出をディセーブルにする例を示します。

Router# no mdix auto
Router# 

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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mdt data
MDT グループに対してマルチキャスト グループ アドレス範囲を設定するには、mdt data コマンド

を使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mdt data group-address-range wildcard-bits [threshold threshold-value] [list access-list]

no mdt data group-address-range wildcard-bits [threshold threshold-value] [list access-list]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード VRF コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン データ MDT グループには、VPN ごとに 大 256 個のマルチキャスト グループを含むことができま

す。データ MDT グループの作成に使用されるマルチキャスト グループは、設定された IP アドレ

スのプールから動的に選択されます。

このコマンドは、トンネル ヘッダーのための代替マルチキャスト宛先アドレスの範囲を設定しま

す。宛先アドレスはトラフィック プロファイルに依存して選択されます（送信元と宛先が指定され

たアクセスリストに一致し、トラフィックのレートが帯域幅しきい値を超過）。

例 次に、データ MDT グループのためにマルチキャスト アドレス範囲を設定する例を示します。

Router(config-vrf)# mdt data 232.0.1.0 0.0.0.255 threshold 500 list 101
Router(config-vrf)# 

関連コマンド

group-address-range マルチキャスト グループ アドレス範囲。有効値は 224.0.0.1 ～

239.255.255.255 です。

wildcard-bits マルチキャスト グループ アドレス範囲に適用されるワイルドカー

ド。

threshold threshold-value （任意）帯域幅しきい値を定義します。有効値は 1 ～ 4294967 です。

list access-list （任意）IP アクセスリストの番号または名前を定義します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mdt default VRF インスタンスのためのデフォルト DMT グループを設定します。
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mdt default
VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）のためのデフォルト MDT グループを設定するには、

VRF コンフィギュレーション モードで mdt default コマンドを使用します。この機能をディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mdt default group-address

no mdt default group-address

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード VRF コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルト MDT グループは、同一 VPN に属するすべての PE（プロバイダー エッジ）ルータで同

一グループが設定される必要があります。

group-address はコミュニティの識別子として機能し、同一グループ アドレスを設定された PE ルー

タはグループのメンバとなり、互いにパケットを送受信できます。

デフォルト MDT のためのプロトコルとして SSM を使用する場合は、送信元 IP アドレスは、BGP

（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）セッションの送信元に使用されるアドレスです。

このコマンドにより、トンネル インターフェイスが作成されます。デフォルトでは、トンネル ヘッ

ダーの宛先アドレスは、 group-address 引数です。

例 次に、VRF インスタンスのためのデフォルト MDT グループを設定する例を示します。

Router(config-vrf)# mdt default 232.0.0.1
Router(config-vrf)#

関連コマンド

group-address デフォルト MDT グループの IP アドレス

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mdt data データ MDT グループに対してマルチキャスト グループ アドレス範囲を

設定します。
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mdt log-reuse
データ MDT の再利用の記録をイネーブルにするには、mdt log-reuse コマンドを VRF コンフィギュ

レーション モードで使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を

使用します。

mdt log-reuse

no mdt log-reuse

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード VRF コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mdt log-reuse コマンドは、データ MDT が再利用されると Syslog メッセージを生成します。

例 次に、MDT ログ再利用機能をイネーブルにする例を示します。

Router(config-vrf)# mdt log-resue
Router(config-vrf)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mdt data データ MDT グループに対してマルチキャスト グループ アドレス範囲を

設定します。

mdt default VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）のためのデフォルト DMT

グループを設定します。
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media-type
デュアルモード アップリンク ポートに使用するコネクタを選択するには、media-type コマンドを

使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

media-type {rj45 | sfp}

シンタックスの説明

デフォルト sfp

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

Supervisor Engine 720 ポート 1 には、SFP コネクタが装備されています。

Supervisor Engine 720 ポート 2 には、RJ-45 コネクタおよび SFP コネクタが装備されています。いず

れかのコネクタを使用するように、ポートを設定する必要があります。

例 次に、RJ-45 コネクタを使用するように、スロット 5 に搭載された Supervisor Engine 720 のポート 2

を設定する例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 5/2
Router(config-if)# media-type rj45

rj45 RJ-45 コネクタを使用します。

sfp SFP コネクタを使用します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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mkdir disk0:
フラッシュ ファイル システムに新しいディレクトリを作成するには、mkdir disk0: コマンドを使用

します。

mkdir disk0:

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、フラッシュ ファイル システムでのみ有効です。

mkdir disk0: コマンドを入力したあと、新しいディレクトリ ファイル名の入力を求めるプロンプト

が表示されます。

エントリをチェックするには、dir コマンドを入力します。

ディレクトリを削除するには、rmdir コマンドを入力します。

例 次に、newdir というディレクトリ名を作成する例を示します。

Router# mkdir disk0:
Create directory filename [ ]? newdir
Created dir disk0: newdir
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

cd デフォルト ディレクトリまたはファイル システムを変更します。

dir ファイル システムのファイル リストを表示します。

rmdir クラス C フラッシュ ファイル システム内の既存ディレクトリを削除しま

す。
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mls aclmerge algorithm 
使用する ACL（アクセス コントロール リスト）マージ方式のタイプを選択するには、mls aclmerge

algorithm コマンドを使用します。

mls aclmerge algorithm {bdd | odm}

シンタックスの説明

デフォルト bdd

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

BDD ベースの ACL マージ機能は、ブーリアン関数を使用して TCAM エントリの単一マージ リス

ト内に TCAM にプログラムできるエントリを圧縮します。

Supervisor Engine 720 が搭載されている Cisco 7600 シリーズ ルータでは、ODM ベースの ACL マー

ジ機能をディセーブルにできません。

ODM ベースの ACL マージ機能は、ODM アルゴリズムを使用して、TCAM にプログラムできるエ

ントリを処理します。

（注） ODM ベースの ACL マージ機能は、セキュリティ ACL および QoS（サービス品質）フィルタリン

グに使用される ACL の両方をサポートします。

アルゴリズム方式を変更すると、その変更は以前のものには適用されません。たとえば、マージが

すでに適用された ACL には作用しません。マージの変更は、将来のマージに対してのみ適用され

ます。

現在のマージ方式のステータスを参照するには、show fm summary コマンドを使用します。

例 次に、BDD ベースの ACL マージ機能を選択して、ACL を処理する例を示します。

Router(config)# mls aclmerge algorithm bdd
The algorithm chosen will take effect for new ACLs which are being applied, not
for already applied ACLs.
Router(config)

bdd BDD ベース アルゴリズムを指定します。

odm ODM ベース アルゴリズムを指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、ODM ベースの ACL マージ機能を選択して、ACL を処理する例を示します。

Router(config)# mls aclmerge algorithm odm
The algorithm chosen will take effect for new ACLs which are being applied, not
for already applied ACLs. 
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show fm summary 機能マネージャ情報のサマリーを表示します。
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mls acl tcam default-result
ACL（アクセス コントロール リスト）TCAM 更新中のデフォルト アクションを設定するには、mls

acl tcam default-result コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形

式を使用します。

mls acl tcam default-result {permit | deny | bridge}

no mls acl tcam default-result

シンタックスの説明

デフォルト deny

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

既存の ACL が削除されてから、新しい ACL が適用されるまでの移行期間中に、デフォルトの deny

がハードウェアにプログラミングされます。新しい ACL がハードウェアに完全に適用されると、デ

フォルトの deny が削除されます。

ハードウェアですべてのトラフィックを許可するか、または移行期間中にすべてのトラフィックを

ソフトウェアにブリッジするには、mls acl tcam default-result permit を使用します。

例 次に、ACL TCAM 更新中にすべてのトラフィックの通過を許可する例を示します。

Router(config)# mls acl tcam default-result permit
Router(config)# 

次に、ACL TCAM 更新中にすべてのトラフィックを拒否する例を示します。

Router(config)# mls acl tcam default-result deny
Router(config)# 

次に、ACL TCAM 更新中にすべてのレイヤ 3 トラフィックを RP にブリッジする例を示します。

Router(config)# mls acl tcam default-result bridge
Router(config)# 

permit すべてのトラフィックを許可します。

deny すべてのトラフィックを拒否します。

bridge すべてのレイヤ 3 トラフィックを Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイ

ント）にブリッジします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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mls acl tcam share-global
グローバル デフォルト ACL（アクセス コントロール リスト）の共有をイネーブルにするには、mls

acl tcam share-global コマンドを使用します。グローバル デフォルトの共有をオフにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mls acl tcam share-global

no mls acl tcam share-global

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン DFC の 1 つをオフ / オンした場合には、複数の DFC の ACL 全体にわたって、すべての DFC をリ

セットすることを推奨します。

例 次に、グローバル デフォルト ACL の共有をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls acl tcam share-global
Router(config)# 

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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mls aging fast
レイヤ 3 テーブルでユニキャスト エントリの fast エージング タイムを設定するには、mls aging fast

コマンドを使用します。MLS（マルチレイヤ スイッチング）の fast エージング タイムをデフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls aging fast [{threshold packet-count} [{time seconds}]]

mls aging fast [{time seconds} [{threshold packet-count}]] 

no mls aging fast 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• fast エージングはディセーブルです。

• fast エージングがイネーブルにされている場合、packet-count のデフォルト値は 100 パケット、

seconds のデフォルト値は 32 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン サンプリングした NetFlow が設定されている場合は、このコマンドは無効です。このコマンドを有

効にするには、サンプリングした NetFlow をディセーブルにする必要があります。

例 次に、MLS fast エージングしきい値を設定する例を示します。

Router(config)# mls aging fast threshold 50
Router(config)#

関連コマンド

threshold packet-count （任意）レイヤ 3 fast エージングの fast エージングしきい値パケット数

を指定します。有効値は 1 ～ 128 です。

time seconds （任意）エントリがチェックされる頻度を指定します。有効値は 1 ～

128 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls aging long
レイヤ 3 テーブルでユニキャスト エントリの long エージング タイムを設定するには、mls aging

long コマンドを使用します。MLS（マルチレイヤ スイッチング）の long エージング タイムをデ

フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls aging long seconds 

no mls aging long 

シンタックスの説明

デフォルト 1920 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン サンプリングした NetFlow が設定されている場合は、このコマンドは無効です。このコマンドを有

効にするには、サンプリングした NetFlow をディセーブルにする必要があります。

例 次に、MLS long エージングしきい値を設定する例を示します。

Router(config)# mls aging long 800
Router(config)#

関連コマンド

seconds レイヤ 3 の long エージング タイムアウト。有効値は 64 ～ 1920 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls aging normal
レイヤ 3 テーブルでユニキャスト エントリの normal エージング タイムを設定するには、mls aging

normal コマンドを使用します。MLS（マルチレイヤ スイッチング）の normal エージング タイムを

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls aging normal seconds

no mls aging normal  

シンタックスの説明

デフォルト 300 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン サンプリングした NetFlow が設定されている場合は、このコマンドは無効です。このコマンドを有

効にするには、サンプリングした NetFlow をディセーブルにする必要があります。

例 次に、MLS normal エージングしきい値を設定する例を示します。

Router(config)# mls aging normal 200
Router(config)#

関連コマンド

seconds 通常のレイヤ 3 のエージング タイムアウト。有効値は 32 ～ 4092 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls cef maximum-routes
ハードウェアにプログラミング可能な 大ルート数をプロトコル単位で制限するには、mls cef

maximum-routes コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

mls cef maximum-routes {ip maximum-routes} | {ip-multicast maximum-routes} | 
{ipv6 maximum-routes} | {mpls maximum-routes}

no mls cef maximum-routes {ip | ip-multicast | ipv6 | mpls}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• PFC3BXL モード システムの場合：

－ IPv4 ユニキャストおよび MPLS ― 512,000 ルート

－ IPv6 ユニキャストおよび IPv4 マルチキャスト ― 256,000 ルート

• PFC3A モードおよび PFC3B モード システムの場合：

－ IPv4 ユニキャストおよび MPLS ― 192,000 ルート

－ IPv6 ユニキャストおよび IPv4 マルチキャスト ― 32,000 ルート

（注） PFC3BXL モード、PFC3A モード、および PFC3B モード システムの詳細については「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） MLS（マルチレイヤ スイッチング）CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング） 大ルート数

を含むコンフィギュレーション ファイルを startup-config ファイルにコピーし、Cisco 7600 シリーズ

ルータをリロードする場合、リロードは Cisco 7600 シリーズ ルータを再起動したあとで実行され

ます。

ip IP ルートの 大数を指定します。

maximum-routes プロトコルごとの、ハードウェアにプログラミング可能な 大ルート数。

有効値については「使用上のガイドライン」を参照してください。

ip-multicast マルチキャスト ルートの 大数を指定します。

ipv6 IPv6 ルートの 大数を指定します。

mpls MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）ラベルの 大数を指定し

ます。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

mls cef maximum-routes コマンドは、ハードウェアにプログラミング可能な 大ルート数を制限し

ます。プロトコルの制限を超えるルートが検出されると、例外条件が生成されます。

PFC3BXL モード、PFC3A モード、および PFC3B モードは、システムに搭載された PFC（ポリシー

フィーチャ カード）または DFC（ダイヤル フィーチャ カード）モジュールのタイプに応じて設定

されます。このモードを設定できるのは、インストール済みのハードウェアによってのみです。

PFC モードのサマリーを次に示します。

• PFC3A モード ― PFC3A または DFC3A を搭載時の動作モード

• PFC3B モード ― PFC3B と、DFC3B または DFC3BXL を搭載時の動作モード

• PFC3BXL モード ― PFC3BXL と DFC3BXL を搭載時の動作モード

max-routes の有効値は、システム モード（PFC3BXL モード、PFC3A モード、または PFC3B モー

ド）によって決まります。有効値は次のとおりです。

• PFC3BXL モード

－ IP および MPLS ― 大 1,007,000 ルート

－ IP マルチキャストおよび IPv6 ― 大 503,000 ルート

• PFC3A モードおよび PFC3B モード

－ IP および MPLS ― 大 239,000 ルート

－ IP マルチキャストおよび IPv6 ― 大 119,000 ルート

（注） 設定できる 大値は固定されていません。他のプロトコルに割り当てられた値に応じて変わりま

す。

次に、maximum-routes 引数を入力する例を示します。

mls cef maximum-routes ip 4

4 は 4096 の IP ルートのことです（1024 × 4 = 4096）。

新しい設定が適用されるのは、システムをリロードした場合のみです。スイッチオーバーが発生し

ても有効にはなりません。

RPR モードで 大ルート設定を変更して保存した場合に、スイッチオーバーまたはシステムのリ

ロードが発生して冗長スーパーバイザ エンジンがアクティブになると、この冗長スーパーバイザ

エンジンがリロードされます。スーパーバイザ エンジンがアクティブになってから 5 分後に、リ

ロードが行われます。

大ルート数に関する現在のシステム コンフィギュレーションを表示するには、show mls cef 

maximum-routes コマンドを使用します。

例 次に、プロトコル単位で許可されている 大ルート数を設定する例を示します。

Router(config)# mls cef maximum-routes ip 100 
Router(config)# 

次に、特定のプロトコルの設定をデフォルトに戻す例を示します。

Router(config)# no mls cef maximum-routes ip
Router(config)# 
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関連コマンド

mls erm priority
プロトコルが例外ステータスからの回復を試みる順番を定義するプライオリティを設定するには、

mls erm priority コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

mls erm priority {ipv4 value} {ipv6 value} {mpls value}

no mls erm priority {ipv4} {ipv6} {mpls}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ipv4 は 1 です。

• ipv6 は 2 です。

• mpls は 3 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

value の値が小さいほど、プライオリティは大きくなります。

FIB（転送情報ベース）テーブル例外を検出した場合、プロトコルは FIB ERM マネージャに通知し

ます。FIB ERM マネージャは定期的に FIB テーブル例外ステータスをポーリングし、複数のプロト

コルが例外状況で稼働している場合に他のプロトコルよりも優先するプロトコルを判別します。例

外からの回復を試みることができるのは、一度に 1 つのプロトコルのみです。

十分な FIB スペースがある場合は、プライオリティの高いプロトコルが 初に回復を試みます。例

外状況下の他のプロトコルは、その前のプロトコルが適切な FIB テーブルをリロードして回復プロ

セスを完了しないかぎり、回復を開始しません。

コマンド 説明

show mls cef maximum-routes 大ルート数に関する現在のシステム コンフィギュレー

ションを表示します。

ipv4 IPv4 プロトコルのプライオリティを設定します。

value プライオリティ値。有効値は 1 ～ 3 です。

ipv6 IPv6 プロトコルのプライオリティを設定します。

mpls MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）プロトコルのプライオリ

ティを設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX ipv6 キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17b)SXA mpls キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。
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例 次に、ERM 例外回復プライオリティを設定する例を示します。

Router(config)# mls erm priority ipv4 1 ipv6 2 mpls 3
Router(config)# 

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no mls erm priority ipv4 ipv6 mpls
Router(config)# 

関連コマンド

mls exclude protocol
ショートカットから除外するインターフェイス プロトコルを指定するには、mls exclude protocol コ

マンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls exclude protocol {{both | tcp | udp}{port port-number}}

no mls exclude

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、ポート 69 上で UDP を除外するように MLS（マルチレイヤ スイッチング）を設定する例を

示します。

Router(config)# mls exclude protocol udp port 69
Router(config)#

関連コマンド

コマンド 説明

show mls cef exception CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）例外に関する情報

を表示します。

both UDP（ユーザ データグラム プロトコル）と TCP を両方指定します。

tcp ショートカットから TCP インターフェイスを除外します。

udp ショートカットから UDP インターフェイスを除外します。

port port-number ポート番号を指定します。有効値は 1 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。

show mls ipx MLS IPX 情報を表示します。
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mls flow
NDE（NetFlow データ エクスポート）フロー マスクを設定するには、mls flow コマンドを使用しま

す。フロー マスクをデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls flow {{ip | ipv6} {destination | destination-source | full | interface-destination-source | 
interface-full | source}}

no mls flow  {ip | ipv6}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、デフォルトは destination
です。

• Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、デフォルトでは NDE フ
ロー マスクがヌルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、スーパーバイザ エンジンの統計情報を収集します。

例 次に、MLS IP の拡張アクセス リストに 小限のフロー マスクを設定する例を示します。

Router(config)# mls flow ip full
Router(config)#

ip MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP パケットのフロー マスクを

イネーブルにします。

ipv6 MLS IPv6 パケットのフロー マスクをイネーブルにします。

destination レイヤ 3 テーブルのキーとして、宛先 IP アドレスを使用します。

destination-source レイヤ 3 テーブルのキーとして、宛先および送信元 IP アドレスを

使用します。

full レイヤ 3 テーブルのキーとして、送信元および宛先 IP アドレス、IP

プロトコル（UDP または TCP）、送信元および宛先ポート番号を使

用します。

interface-destination-source レイヤ 3 テーブルのキーとして、宛先および送信元フロー マスク内

のすべての情報と、送信元 VLAN（仮想 LAN）番号を使用します。

interface-full レイヤ 3 テーブルのキーとして、フル フロー マスク内のすべての

情報、および送信元 VLAN 番号を使用します。

source 送信元フロー マスク内のすべての情報のみを使用します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA ipv6 キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

mls ip
インターフェイス上で内部ルータの MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP をイネーブルにするに

は、mls ip コマンドを使用します。インターフェイス上で MLS IP をディセーブルにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mls ip

no mls ip

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト マルチキャストはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、MLS IP のショートカットをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls ip 
Router(config-if)# 

関連コマンド

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ip（インターフェイス コンフィ

ギュレーション モード）

指定したインターフェイス上で外部システムが MLS

IP をイネーブルにできるようにします。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls ip acl port expand
ACL（アクセス コントロール リスト）固有のレイヤ 4 機能をイネーブルにするには、mls ip acl port

expand コマンドを使用します。ACL 固有のレイヤ 4 機能をディセーブルにするには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

mls ip acl port expand 

no mls ip acl port expand 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、レイヤ 4 ポート上で ACL 論理動作の拡張をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip acl port expand
Router(config)# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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mls ip cef load-sharing
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）負荷分散を設定するには、mls ip cef load-sharing コ

マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip cef load-sharing [full [exclude-port {destination | source}] [simple]

no mls ip cef load-sharing

シンタックスの説明

デフォルト 送信元 IP アドレスおよびユニバーサル ID

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mls ip cef load-sharing コマンドは IPv4、IPv6、MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）転

送に影響します。

mls ip cef load-sharing コマンドの構造は、次のとおりです。

• mls ip cef load-sharing full ― レイヤ 3 およびレイヤ 4 情報を複数の隣接とともに使用します。

• mls ip cef load-sharing full simple ― レイヤ 3 およびレイヤ 4 情報を複数の隣接なしで使用しま

す。

• mls ip cef load-sharing simple ― レイヤ 3 情報を複数の隣接なしで使用します。

その他の注意事項については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』を

参照してください。

例 次に、負荷分散を設定してレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポートを複数の隣接とともに含める例を示しま

す。

Router(config)# mls ip cef load-sharing full
Router(config)#

full （任意）送信元 / 宛先レイヤ 4 ポートおよび送信元 / 宛先 IP アドレス

（レイヤ 3）を含めるよう CEF 負荷分散を設定します。

exclude-port destination （任意）宛先レイヤ 4 ポートおよび送信元 / 宛先 IP アドレス（レイヤ

3）を負荷分散アルゴリズムから除外します。

exclude-port source （任意）送信元レイヤ 4 ポートおよび送信元 / 宛先 IP アドレス（レイ

ヤ 3）を負荷分散アルゴリズムから除外します。

simple （任意）単一ステージの負荷分散用に CEF 負荷分散を設定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB2 次のようにこのコマンドが変更されました。

• simple キーワードが追加されました。

• このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720 でのみ exclude-port、destination、

および source キーワードを追加するように変更されました。
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次に、宛先レイヤ 4 ポートおよび送信元 / 宛先 IP アドレス（レイヤ 3）を負荷分散アルゴリズムか

ら除外するように負荷分散を設定する例を示します。

Router(config)# mls ip cef load-sharing full exclude-port destination
Router(config)# 

次に、送信元レイヤ 4 ポートおよび送信元 / 宛先 IP アドレス（レイヤ 3）を負荷分散アルゴリズム

から除外するように負荷分散を設定する例を示します。

Router(config)# mls ip cef load-sharing full exclude-port source
Router(config)# 

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no mls ip cef load-sharing
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show mls cef ip MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッ

チング テーブルの IP エントリを表示します。
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mls ip cef rate-limit
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）によりパントされたデータ パケットのレートを制

限するには、mls ip cef rate-limit コマンドを使用します。CEF によりパントされたデータ パケット

のレート制限をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip cef rate-limit pps

no mls ip cef rate-limit

シンタックスの説明

デフォルト レート制限は設定されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 有効値は次のとおりです。

• Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、有効値は 1 ～ 1000000 で
す。

• Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、有効値は 0 ～ 1000000
です。

特定の DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）は、ルータのルート処理エンジンをターゲットにしていま

す。PFC（ポリシー フィーチャ カード）で転送できない特定のパケットは、MSFC（マルチレイヤ

スイッチ フィーチャ カード）に転送されて処理されます。DoS 攻撃が発生すると、ルータ処理エ

ンジンは過負荷になり、動的なルーティング プロトコルの稼働時にはルーティングが不安定になる

ことがあります。mls ip cef rate-limit コマンドを使用すると、MSFC に送信されるトラフィック量

を制限し、ルート処理エンジンへの DoS 攻撃を防ぐことができます。

このコマンドは、次のパケットを含めて、CEF によりパントされたすべてのデータ パケットのレー

トを制限します。

• ローカル インターフェイス IP アドレス宛のデータ パケット

• ARP を必要とするデータ パケット

低いレートを設定すると、ローカル インターフェイスの IP アドレス宛のパケット、および ARP を

必要とするパケットに影響が及びます。

このコマンドは、これらのパケットを標準レートに制限して、異常な着信レートを回避する場合に

使用してください。

その他の注意事項については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』を

参照してください。

pps データ パケットの数。有効値については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、レート制限をイネーブルにして設定する例を示します。

Router(config)# mls ip cef rate-limit 50000
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls cef ip MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッ

チング テーブルの IP エントリを表示します。
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mls ip cef rpf interface-group
RPF_VLAN テーブル内でインターフェイス グループを定義するには、mls ip cef rpf interface-group

コマンドを使用します。インターフェイス グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

mls ip cef rpf interface-group group-number interface1 interface2 interface3 [...]

no mls ip cef rpf interface-group group-number interface1 interface2 interface3 [...]

シンタックスの説明

デフォルト グループは設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

1 つのインターフェイス グループには、3 ～ 6 つのインターフェイスが含まれます。インターフェ

イス グループは 4 つまで設定できます。各インターフェイス グループの 初の 4 つのエントリは、

ハードウェアの RPF_VLAN テーブルに格納されます。

interface は interface-typemod/port の形式で入力します。

各インターフェイスのエントリは、スペースで区切ります。interface-type と mod/port 引数の間にス

ペースを入れる必要はありません。エントリの例については、「例」を参照してください。

例 次に、インターフェイス グループを定義する例を示します。

Router(config)# mls ip cef rpf interface-group 0 F2/1 F2/2 F2/3 F2/4 F2/5 F2/6
Router(config)# 

group-number インターフェイス グループ番号。有効値は 1 ～ 4 です。

interface インターフェイス番号。フォーマットの注意事項については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

... 追加インターフェイスの番号。詳細については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls ip cef rpf multipath

2-370
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls ip cef rpf multipath
RPF モードを設定するには、mls ip cef rpf multipath コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip cef rpf multipath {interface-group | punt | pass}

シンタックスの説明

デフォルト punt

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

interface-group モードは pass モードと似ていますが、RPF チェックに RPF_VLAN グローバル テー

ブルを利用する点が異なります。他の複数パス プレフィクスからのパケットは、常に RPF チェッ

クに合格します。

RPF_VLAN テーブル インターフェイス グループを定義するには、mls ip cef rpf multipath

interface-group コマンドを入力します。1 つのインターフェイス グループには 3 ～ 6 つのインター

フェイスが含まれます。インターフェイス グループは 4 つまで設定できます。各インターフェイス

グループの 初の 4 つのエントリは、ハードウェアの RPF_VLAN テーブルに格納されます。4 つ以

上の複数パスを持つプレフィクスの場合、および 2 つのパスを除くすべてのパスがこのインター

フェイス グループに属する場合、このプレフィクスの FIB（転送情報ベース）はこの RPF_VLAN

エントリを使用します。

例 次に、複数パス プレフィクスがサポートされている場合に、RPF に失敗したパケットをルート プ

ロセッサにリダイレクトする例を示します。

Router(config)# mls ip cef rpf multipath interface-group
Router(config)# 

関連コマンド

interface-group 複数のパス ルートから着信したパケットの RPF チェックをディセーブル

にします。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

punt 複数パス プレフィクスがサポートされている場合に、RPF に失敗したパ

ケットをルート プロセッサにリダイレクトします。

pass 複数パス ルートから着信したパケットの RPF チェックをディセーブルに

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls cef ip MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッ

チング テーブルの IP エントリを表示します。
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mls ip delete-threshold
設定済みの ACL（アクセス コントロール リスト）しきい値を削除するには、mls ip delete-threshold

コマンドを使用します。

mls ip delete-threshold acl-num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

mls ip delete-threshold コマンドがアクティブになるのは、mls ip reflexive ndr-entry tcam コマンド

をイネーブルにした場合のみです。

例 次に、ACL しきい値を削除する例を示します。

Router(config)# mls ip delete-threshold 223
Router(config)#  

関連コマンド

acl-num 反射 ACL 番号。有効値は 1 ～ 10000 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls ip install-threshold 設定されたしきい値を導入します。

mls ip reflexive ndr-entry tcam NDR によってインストールされた再帰 TCP/UDP エントリ

に対して、TCAM 内のショートカットをイネーブルにしま

す。
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mls ip directed-broadcast
IP 転送ブロードキャストのハードウェア スイッチングをイネーブルにするには、

mls ip directed-broadcast コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls ip directed-broadcast {exclude-router | include-router}

no mls ip directed-broadcast 

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン exclude-router および include-router キーワードは両方ともハードウェア スイッチングをサポート

します。ただし、exclude-router の場合は、ハードウェアによりスイッチングされたパケットのコ

ピーをルータに送信しません。include-router キーワードを入力した場合、ルータは IP 転送ブロー

ドキャスト パケットを再転送しません。

デフォルト モードの場合、IP 転送ブロードキャスト パケットはハードウェア転送されません。

MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）によってプロセス レベルで処理されます。MSFC

がパケットを転送するかどうかは、ip directed-broadcast コマンド設定によって決まります。

ip directed-broadcast コマンドと mls ip directed-broadcast コマンドの間には関係がありません。ip

directed-broadcast コマンドはソフトウェア転送に関係し、mls ip directed-broadcast コマンドはハー

ドウェア転送に関係します。

MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 転送ブロードキャストは、セカンダリ インターフェイス ア

ドレスをサポートします。

ip directed-broadcastコマンドを同じインターフェイスに追加しないかぎり、CPU に到達したパケッ

トは転送されません。

ポートチャネル インターフェイスには MLS IP 転送ブロードキャストを設定できますが、ポート

チャネル インターフェイスの物理インターフェイスには設定できません。物理インターフェイスに

MLS IP 転送ブロードキャストを設定したまま、ポートチャネル グループに物理インターフェイス

を追加することはできません。まず、設定を手動で削除してから、チャネル グループに物理イン

ターフェイスを追加する必要があります。物理インターフェイスがすでにチャネルグループに含ま

れている場合、CLI（コマンドライン インターフェイス）はこの物理インターフェイス上で mls ip

directed-broadcast コンフィギュレーション コマンドを受け入れません。

exclude-router IP 転送ブロードキャスト パケットを、ルータを除く VLAN（仮想 LAN）

内のすべてのホストに、ハードウェア転送します。

include-router IP 転送ブロードキャスト パケットを、ルータを含む VLAN 内のすべての

ホストに、ハードウェア転送します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、IP 転送ブロードキャスト パケットを、ルータを除く VLAN 内のすべてのホストにハードウェ

ア転送する例を示します。

Router(config-if)# mls ip directed-broadcast exclude-router
Router(config-if)# 

次に、IP 転送ブロードキャスト パケットを、VLAN 内のすべてのホストにハードウェア転送する

例を示します。

Router(config-if)# mls ip directed-broadcast include-router
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls cef adjacency ハードウェアによりスイッチングされた IP 転送ブロードキャスト

情報を表示します。
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mls ip inspect
他のインターフェイスを経由するトラフィックを拒否する ACL（アクセス コントロール リスト）

を使用してトラフィックを許可するには、mls ip inspect コマンドを使用します。デフォルト設定に

戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip inspect acl-name

no mls ip inspect acl-name

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータのインターフェイスがトラフィックを拒否するように設定されている場

合、CBAC（コンテキストベース アクセス コントロール）を使用すると、ip inspect コマンドで設

定されたインターフェイスを経由するトラフィックに限り、双方向通信を許可できます。

例 次に、特定の ACL（deny_ftp_c）を使用してトラフィックを許可する例を示します。

Router(config)# mls ip inspect deny_ftp_c 
Router(config)# 

関連コマンド

acl-name ACL の名前

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip inspect 一連の検査ルールをインターフェイスに適用します。
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mls ip install-threshold
設定済みの ACL（アクセス コントロール リスト）しきい値を導入するには、mls ip install-threshold

コマンドを使用します。

mls ip install-threshold acl-num

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

mls ip install-threshold コマンドがアクティブになるのは、mls ip reflexive ndr-entry tcam コマンド

をイネーブルにした場合のみです。

例 次に、ACL しきい値を導入する例を示します。

Router(config)# mls ip install-threshold 123
Router(config)#  

関連コマンド

acl-num 反射 ACL 番号。指定できる値は 1 ～ 10000 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls ip delete-threshold 設定された ACL しきい値を削除します。

mls ip reflexive ndr-entry tcam NDR によってインストールされた再帰 TCP/UDP エントリ

に対して、TCAM 内のショートカットをイネーブルにしま

す。
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mls ip multicast（グローバル コンフィギュレーション モード）
MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP をイネーブルにして、ハードウェア スイッチングをグロー

バルに設定にするには、mls ip multicast コマンドを使用します。MLS IP をディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast [capability]

mls ip multicast [vrf name] [connected | egress local | mfd | refresh-state | shared-tree-mfd | threshold 
ppsec]

no mls ip multicast [vrf]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• マルチキャストはディセーブルです。

• すべての適格マルチキャスト ルートに、ハードウェア スイッチングが許可されています。

• connected ― イネーブル

• egress local ― ディセーブル

• mfd ― イネーブル

• refresh-state ― イネーブル

• shared-tree-mfd ― イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

capability （任意）スイッチ プロセッサからルート プロセッサに出力機能に関する情

報をエクスポートします。

vrf name （任意）VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）の名前

connected （任意）直接接続された送信元を内部ルータにブリッジングするために、イ

ンターフェイス / マスク エントリをインストールします。

egress local （任意）ローカルのレイヤ 3 ルーテッド インターフェイスを使用してマル

チキャスト拡張テーブルのデータを入力します。

mfd （任意）完全なハードウェア スイッチングをイネーブルにします。

refresh-state （任意）（S,G）エントリまたは（*,G）エントリの有効期限を NULL OIF で

リフレッシュします。

shared-tree-mfd （任意）（*,G）フローの完全なショートカットをイネーブルにします。

threshold ppsec （任意） 小トラフィック レートを設定します。このレートを下回るフロー

には、ハードウェア スイッチングでなく、ソフトウェア スイッチングが

行われます。有効値は 10 ～ 10000 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX capability キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されまし

た。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF arp-inspection キーワードが追加されました。
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使用上のガイドライン

（注） mls ip multicast egress local コマンドを入力したあとは、システム リセットを実行して設定を有効

にする必要があります。

出力マルチキャスト レプリケーションは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ
ルータではサポートされません。

mls ip multicast egress local コマンドを入力する場合は、IPv6 マルチキャストがイネーブルになって

いないことを確認してください。出力マルチキャスト レプリケーションのパフォーマンス拡張機能

では IPv4 と IPv6 を個別に オン / オフできないため、IPv4 と IPv6 のマルチキャストがイネーブルに

なっている場合にこの機能をオンにすることはできません。

次に示すオプションのキーワードがサポートされるのは、PFC3（ポリシー フィーチャ カード 3）搭

載の Supervisor Engine 720 または PFC3 搭載の DFC2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみ

です。

• threshold

• connected

• refresh-state

• shared-tree-mfd

• mfd

threshold ppsec のオプションのキーワードおよび引数は、ハードウェア キャッシュに格納済みのフ

ローには影響しません。

Cisco 7600 シリーズ ルータからフロー統計情報が着信すると（つまり、RPF インターフェイスから

のトラフィックが着信すると）、有効期限リフレッシュが更新されます。

例 次に、MLS IP ショートカットをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip multicast
Router(config)# 

次に、特定のマルチキャスト ルートに関してハードウェア スイッチングをイネーブルにする例を

示します。

Router(config)# mls ip multicast vrf test1
Router(config)# 

次に、スイッチ プロセッサからルート プロセッサに出力機能に関する情報をエクスポートする例

を示します。

Router(config)# mls ip multicast capability
Router(config)# 

次に、ローカルのレイヤ 3 ルーテッド インターフェイスを使用してマルチキャスト拡張テーブルに

データを入力する例を示します。

Router(config)# mls ip multicast egress local
Router(config)# 
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関連コマンド

mls ip multicast（インターフェイス コンフィギュレーション

モード）
インターフェイス上で MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP ショートカットをイネーブルにする

には、mls ip multicast コマンドを使用します。インターフェイス上で MLS IP ショートカットをディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast 

no mls ip multicast

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト マルチキャストはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、MLS IP ショートカットをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls ip multicast
Router(config-if)# 

関連コマンド

コマンド 説明

mls rp ip（グローバル コンフィギュレー

ション モード）

外部システムが MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィー

チャ カード）への IP ショートカットを設定できるよ

うにします。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls ip multicast bidir gm-scan-interval
Bidir Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）の RPF スキャン インターバルを設定するには、

mls ip multicast bidir gm-scan-interval コマンドを使用します。Bidir RP の RPF スキャン インターバ

ルをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast bidir gm-scan-interval interval

no mls ip multicast bidir gm-scan-interval

シンタックスの説明

デフォルト 10 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

Bidir RP の RPF スキャン インターバルを設定すると、定期的なスキャン タイマーが、ハードウェ

ア内のすべての Bidir RP の DF テーブルに格納された RPF を更新する時刻を設定します。

例 次に、Bidir RP の RPF スキャン インターバルを設定する例を示します。

Router(config)# mls ip multicast bidir gm-scan-interval 30
Router(config)# 

関連コマンド

interval Bidir RP の RPF スキャン インターバル。有効値は 1 ～ 1000 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast bidir Bidir ハードウェア スイッチド エントリを表示します。
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mls ip multicast connected
直接接続されたサブネットのダウンロードをグローバルにイネーブルにするには、mls ip multicast

connected コマンドを使用します。直接接続されたサブネットのダウンロードをグローバルにディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast connected

no mls ip multicast connected

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次の場合は、直接接続されたサブネットを作成しないでください。

• FIB（転送情報ベース）TCAM に空きスペースを作成する場合

• スイッチが送信元のファーストホップ ルータである場合

• エントリが Bidir、SSM、および DM モード グループ用である場合

これらの場合に、直接接続されたサブネットのダウンロードをイネーブルにすると、直接接続され

た送信元が MMLS（マルチキャスト マルチレイヤ スイッチング）(*,G) エントリにヒットし、MMLS

(*,G) エントリを使用してスイッチングされます。Route Processor（RP; ルート プロセッサ）にレジ

スタが送信されず（PIM-SM の場合）、ファースト ホップに (S,G) ステートが作成されません

（PIM-DM の場合）。

TCAM エントリにヒットする前に、直接接続された送信元が取得されるように、より短いマスクを

持つサブネット エントリが TCAM エントリに挿入されます。直接接続された送信元から MSFC（マ

ルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）にトラフィックをパントできます。パントされたトラ

フィックが MSFC で認識された場合、MSFC はこの送信元の MMLS (S,G) エントリを TCAM のサブ

ネット エントリの前に挿入できます。この送信元から送信された新しいパケットは、(S,G) エント

リによってスイッチングされます。

例 次に、直接接続されたサブネットのダウンロードをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip multicast connected
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls ip multicast（グローバル コンフィ

ギュレーション モード）

MLS IP をイネーブルにし、ハードウェア スイッチン

グをグローバルに設定します。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls ip multicast consistency-check
ハードウェアのショートカット一貫性チェッカーをイネーブルにして、設定するには、mls ip

multicast consistency-check コマンドを使用します。一貫性チェッカーをディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast consistency-check [{settle-time seconds} | {type scan-mroute [count count-number] 
| {settle-time seconds}} | {period seconds}] 

no mls ip multicast consistency-check 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 一貫性チェックはイネーブルです。

• count count-number ― 20

• period seconds ― 2 秒

• settle-time seconds ― 60 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン OIF エントリは、マルチキャスト {*,G} または {source, group} フローの発信インターフェイスです。

一貫性チェッカーは mroute テーブルをスキャンして、マルチキャストハードウェア エントリと

mroute テーブルの一貫性を保証します。不一致が検出されると、自動的に訂正されます。

不一致エラーを表示するには、show mls ip multicast consistency-check コマンドを使用します。

例 次に、ハードウェア ショートカット一貫性チェッカーをイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast consistency-check
Router (config)# 

次に、ハードウェア ショートカット一貫性チェッカーをイネーブルにして、mroute テーブルのス

キャン チェックを設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast consistency-check type scan-mroute count 20 period 35
Router (config)# 

settle-time seconds （任意）一貫性チェッカーのエントリおよび OIF の処理時間を指定します。

有効値は 2 ～ 3600 秒です。

type scan-mroute （任意）一貫性チェックのタイプを mroute テーブルのスキャン チェックに

指定します。

count count-number （任意）各スキャンでチェックする 大プレフィクス数を指定します。有

効値は 2 ～ 500 です。

period seconds （任意）スキャン間隔を指定します。有効値は 2 ～ 3600 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、ハードウェア ショートカット一貫性チェッカーをイネーブルにして、スキャン間隔を指定す

る例を示します。

Router (config)# mls ip multicast consistency-check type scan-mroute period 35
Router (config)# 

関連コマンド

mls ip multicast flow-stat-timer
スイッチ プロセッサからルート プロセッサに一括送信される連続する 2 つのフロー統計情報メッ

セージの間隔を設定するには、mls ip multicast flow-stat-timer コマンドを使用します。デフォルト

設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast flow-stat-timer num

no mls ip multicast flow-stat-timer

シンタックスの説明

デフォルト 25 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、スイッチ プロセッサからルート プロセッサに一括送信される連続する 2 つのフロー統計情

報メッセージの間隔を設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast flow-stat-timer 10 
Router (config)#

関連コマンド

コマンド 説明

show mls ip multicast consistency-check MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示し

ます。

num スイッチ プロセッサからルート プロセッサに一括送信される 2 つの連続

するフロー統計情報メッセージの間隔

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示します。
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mls ip multicast replication-mode
レプリケーション モードをイネーブルにして指定するには、mls ip multicast replication-mode コマ

ンドを使用します。システムを自動検出モードに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast replication-mode {egress | ingress}

no mls ip multicast replication-mode {egress | ingress}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、Supervisor Engine 720 は、システムに搭載されたモジュール タイプに基づくレプ

リケーション モードを自動的に検出します。すべてのモジュールが出力レプリケーションに対応し

ている場合は、出力レプリケーション モードが使用されます。スーパーバイザ エンジンが出力レ

プリケーションに対応していないモジュールを検出した場合、レプリケーション モードは自動的に

入力レプリケーション モードに切り替わります。

システムが自動検出出力モードで機能していて、出力レプリケーションを実行できないモジュール

がインストールされた場合、次の処理が実行されます。

• Cisco 7600 シリーズ ルータが入力モードに戻ります。

• システム ログが生成されます。

• システム リロードが発生して古いコンフィギュレーションに戻ります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

（注） 出力レプリケーション モードから入力レプリケーション モードに変更している間、ショートカッ

トが削除されて再インストールされるために、トラフィックが中断する可能性があります。トラ

フィック転送で中断しないようにするために、mls ip multicast replication-mode ingress コマンドを

使用します。

no mls ip multicast replication-mode egress コマンドを入力した場合は、強制的な出力モードのみが

リセットされ、強制的な入力モードはリセットされません。

no mls ip multicast replication-mode ingress コマンドを入力した場合は、強制的な入力モードのみが

リセットされ、強制的な出力モードはリセットされません。

egress システムを強制的に出力レプリケーション モードにします。

ingress システムを強制的に入力レプリケーション モードにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXF egressキーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。
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例 次に、入力レプリケーション モードをイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast replication-mode ingress
Router (config)#

次に、出力レプリケーション モードをイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast replication-mode egress
Router (config)#

次に、現在のレプリケーション モードをディセーブルにして自動検出モードに戻る例を示します。

Router (config)# no mls ip multicast replication-mode 
Router (config)#

関連コマンド コマンド 説明

show mls ip multicast capability MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示します。
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mls ip multicast sso
SSO パラメータを設定するには、mls ip multicast sso コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast sso {{convergence-time time} | {leak interval} | {leak percentage}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• convergence-time time ― 20 秒

• leak interval ― 60 秒

• leak percentage ― 10%

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、プロトコル コンバージェンスを待機する 大時間を設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast sso convergence-time 300
Router (config)# 

次に、パケット リークの間隔を設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast sso leak 200
Router (config)# 

次に、パケット リークの割合を設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast sso leak 55
Router (config)# 

関連コマンド

convergence-time time プロトコル コンバージェンスを待機する 大時間を指定します。有効値

は 0 ～ 3600 秒です。

leak interval パケット リークの間隔を指定します。有効値は 0 ～ 3600 秒です。

leak percentage プロトコル コンバージェンスが実行されるように、スイッチオーバー時

にマルチキャスト パケットがルータにリークされる割合を指定します。

有効値は 1 ～ 100% です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast sso マルチキャスト ハイアベイラビリティ SSO 情報を表示します。
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mls ip multicast stub
PIM sparse（希薄）モード スタブ ネットワークに対して非 RPF トラフィック ドロップのサポート

をイネーブルにするには、mls ip multicast stub コマンドを使用します。PIM sparse（希薄）モード

スタブ ネットワークに対して非 RPF トラフィック ドロップのサポートをディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip multicast stub

no mls ip multicast stub

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト マルチキャストはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 冗長ルータ上で mls ip multicast stub コマンドを入力して、ACL（アクセス コントロール リスト）

ベースの RPF 障害フィルタリング方式をイネーブルにすると、次の ACL が自動的に PFC（ポリシー

フィーチャ カード）にダウンロードされ、指定したインターフェイスに適用されます。

• access-list 100 permit ip A.B.C.0 0.0.0.255 any

• access-list 100 permit ip A.B.D.0 0.0.0.255 any

• access-list 100 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255

• access-list 100 permit ip any 224.0.1.0 0.0.0.255

• access-list 100 deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255

これらの ACL によって、ハードウェアで RPF 障害がフィルタリングおよびドロップされ、ルータ

に転送されなくなります。

ACL ベースの RPF 障害フィルタリング方式は、ダウンストリーム ルータの存在しない、sparse モー

ドのスタブ ネットワークに限って使用してください。dense（稠密）モード グループの場合に、PIM

アサート メカニズムを正常に動作させるには、ルータ上で RPF 障害パケットが認識されなければ

なりません。dense（稠密）モードのネットワーク、および sparse モードの中継ネットワークでは、

CEF または NetFlow ベースのレート制限を使用して、RPF 障害のレートを制限してください。

例 次に、PIM sparse（希薄）モードのスタブ ネットワークに対して、非 RPF トラフィックドロップの

サポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls ip multicast stub
Router(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls ip multicast MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示します。
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mls ip multicast threshold
ハードウェア ショートカットを導入する場合のしきい値のレートを設定するには、mls ip multicast

threshold コマンドを使用します。しきい値の設定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

mls ip multicast threshold ppsec

no mls ip multicast threshold

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、join 要求など、存続期間の短いマルチキャスト フローに対して MLS（マルチレ

イヤ スイッチング）エントリの作成を禁止する場合に使用します。

マルチキャスト トラフィックが設定済みマルチキャスト レートのしきい値を下回った場合は、す

べてのマルチキャスト トラフィックが MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）によっ

てルーティングされます。

このコマンドは導入済みのルートには影響しません。たとえば、ショートカットがすでに導入され

ている場合に、このコマンドを入力しても、不適格なショートカットは削除されません。既存の

ルートにしきい値を適用するには、ルートを一度消去して、再確立します。

例 次に、IP MLS のしきい値を 10 パケット / 秒に設定する例を示します。

Router (config)# mls ip multicast threshold 10 
Router (config)# 

関連コマンド

ppsec しきい値（パケット / 秒）。有効値は 10 ～ 10000 パケット / 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ip（グローバル コンフィギュレー

ション モード）

外部システムが MSFC への IP ショートカットを設定

できるようにします。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls ip nat netflow-frag-l4-zero
フラグメントされたパケットの NetFlow 検索テーブル内のレイヤ 4 情報をゼロに設定するには、mls

ip nat netflow-frag-l4-zero コマンドを使用します。

mls ip nat netflow-frag-l4-zero

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

ソフトウェアに送信される 初のフラグメントが NetFlow ショートカットに一致（通常の動作）し

ないようにするには、mls ip nat netflow-frag-l4-zero コマンドを使用します。ソフトウェアに送信さ

れる次のフラグメントは、 初のフラグメントからのレイヤ 4 ポート情報に基づいて変換されま

す。 初のフラグメントからのレイヤ 4 ポート情報に基づく変換は、NetFlow キーで一致するフラ

グメント ビットがないために実行されます。

インターフェイス上に、TCAM でプログラムされる ACL（アクセス コントロール リスト）TCAM

エントリ /マスクを多数必要とする大規模の機能設定がある場合に、インターフェイスが NAT（ネッ

トワーク アドレス変換）内部インターフェイスとして設定されると、この機能設定が ACL TCAM

に適合せず、インターフェイス上のトラフィックがソフトウェアでスイッチングされる場合があり

ます。

例 次に、フラグメントされたパケットの NetFlow 検索テーブル内のレイヤ 4 情報をゼロに設定する例

を示します。

Router (config)# mls ip nat netflow-frag-l4-zero
Router (config)# 

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。
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mls ip pbr
ポリシー ルーテッド パケットの MLS（マルチレイヤ スイッチング）サポートをイネーブルにする

には、mls ip pbr コマンドを使用します。ポリシー ルーテッド パケットの MLS サポートをディセー

ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ip pbr [null0]

no mls ip pbr

シンタックスの説明

デフォルト ポリシー ルーテッド パケットの MLS サポートはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

（注） PBR および SLB を同じインターフェイスでイネーブルにしないでください。PBR ベースのパケッ

トが正常に転送されません。

mls ip pbr コマンドを入力してハードウェア ポリシー ルーティングをイネーブルにする場合、すべ

てのポリシー ルーティングがハードウェアで実行され、インターフェイスでのポリシー ルーティ

ングの設定に関係なく、すべてのインターフェイスに適用されます。

ルート マップでの set interface null0 のハードウェア サポートをイネーブルにするためにルーテッ

ド トラフィックのみがある場合は、null0 キーワードを使用します。

例 次に、ポリシー ルーテッド パケットの MLS サポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip pbr
Router(config)#

関連コマンド

null0 （任意）ルート マップ内のインターフェイス null0 のハードウェア サポー

トをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE null0 キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。 

コマンド 説明

show tcam interface vlan acl インターフェイスベースの TCAM に関する情報を表示します。
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mls ip reflexive ndr-entry tcam
NDR によって導入された再帰 TCP/UDP エントリに対して、TCAM 内のショートカットをイネーブ

ルにするには、mls ip reflexive ndr-entry tcam コマンドを使用します。NDR によって導入された再

帰 TCP/UDP エントリに対して、TCAM 内のショートカットをディセーブルにするには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

mls ip reflexive ndr-entry tcam

no mls ip reflexive ndr-entry tcam

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

mls ip reflexive ndr-entry tcam コマンドを入力すると、再帰 ACL（アクセス コントロール リスト）

のダイナミック エントリが NetFlow でなく TCAM に導入されます。

例 次に、NDR によって導入された再帰 TCP/UDP エントリに対して、TCAM 内のショートカットをイ

ネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip reflexive ndr-entry tcam
Router(config)#

次に、NDR によって導入された再帰 TCP/UDP エントリに対して、TCAM 内のショートカットを

ディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls ip reflexive ndr-entry tcam
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls ip delete-threshold 設定された ACL のしきい値を削除します。

mls ip install-threshold 設定されたしきい値を導入します。
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mls ipv6 acl compress address unicast
IPv6 アドレスの圧縮機能をオンにするには、mls ipv6 acl compress address unicast コマンドを使用

します。IPv6 アドレスの圧縮機能をオフにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ipv6 acl compress address unicast

no mls ipv6 acl compress address unicast

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

注意 ネットワーク内に圧縮不可能なアドレス タイプが存在する場合は、圧縮モードをイネーブルにし

ないでください。表 2-15 に、圧縮可能なアドレス タイプおよびアドレス圧縮方式のリストを示し

ます。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-15 圧縮可能なアドレス タイプと圧縮方式

アドレス タイプ 圧縮方式

MAC（メディア アクセス制御）

アドレスに基づく EUI-64

このアドレスは、ビット ロケーション [39:24] から 16 ビットを

削除することにより圧縮されます。ハードウェアがこれらのア

ドレスを圧縮しても、情報は維持されます。

組み込み型 IPv4 アドレス このアドレスは、上位 16 ビットを削除することにより圧縮され

ます。ハードウェアがこれらのアドレスを圧縮しても、情報は

維持されます。

リンク ローカル これらのアドレスは、ビット [95:80] からゼロを削除することに

より圧縮され、組み込み型 IPv4 アドレスと同じパケット タイプ

を使用して識別されます。ハードウェアがこれらのアドレスを

圧縮しても、情報は維持されます。
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例 次に、圧縮不可能な IPv6 アドレスの圧縮機能をオンにする例を示します。

Router(config)# mls ipv6 acl compress address unicast
Router(config)#

次に、圧縮不可能な IPv6 アドレスの圧縮機能をオフにする例を示します。

Router(config)# no mls ipv6 acl compress address unicast
Router(config)#

関連コマンド

その他 上記のカテゴリに該当しない IPv6 アドレスは、その他に分類さ

れます。その他の IPv6 アドレスで実行されるのは、次のとおり

です。

• 圧縮モードがオンの場合、IPv6 アドレスは EUI-64 の圧縮方

式（ビット [39:24] の削除）と同様に圧縮され、レイヤ 4 ポー

ト情報を QoS（サービス品質）TCAM を検索するのに使用

されるキーの一部として使用できるが、レイヤ 3 情報は損

失されます。

• グローバル圧縮モードがオフの場合、IPv6 アドレスの 128
ビット全体が使用されます。IPv6 検索キーのサイズ制限の

ため、レイヤ 4 ポート情報を QoS TCAM の検索用のキーに

は含められません。

表 2-15 圧縮可能なアドレス タイプと圧縮方式（続き）

アドレス タイプ 圧縮方式

コマンド 説明

show fm ipv6 traffic-filter IPv6 情報を表示します。

show mls netflow ipv6 NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls ipv6 acl source
送信元固有のアドレスから送信されたすべての IPv6 パケットを拒否するには、mls ipv6 acl source

コマンドを使用します。送信元固有のアドレスから送信されたすべての IPv6 アドレスを許可する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

mls ipv6 acl source {loopback | multicast}

no mls ipv6 acl source {loopback | multicast}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、送信元ループバック アドレスを持つすべての IPv6 パケットを拒否する例を示します。

Router(config)# mls ipv6 acl source loopback
Router(config)#

次に、送信元マルチキャスト アドレスを持つすべての IPv6 パケットを拒否する例を示します。

Router(config)# no mls ipv6 acl source multicast
Router(config)#

関連コマンド

loopback 送信元ループバック アドレスを持つすべての IPv6 パケットを拒否します。

multicast 送信元マルチキャスト アドレスを持つすべての IPv6 パケットを拒否します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls netflow ipv6 NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls ipx
インターフェイス上で MLS（マルチレイヤ スイッチング）IPX をイネーブルにするには、mls ipx

コマンドを使用します。インターフェイス上で IPX をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls ipx

no mls ipx

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト マルチキャストはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、特定のインターフェイス上で MLS IPX をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls ipx
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ipx（インターフェイス コンフィ

ギュレーション モード）

インターフェイス上で外部システムが MLS IPX をイ

ネーブルにできるようにします。

show mls ipx MLS IPX 情報を表示します。
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mls mpls（再循環）
MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）再循環をイネーブルにするには、mls mpls コマン

ドを使用します。MPLS 再循環をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls mpls {recir-agg | tunnel-recir}

no mls mpls {recir-agg | tunnel-recir}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

トンネル MPLS の再循環がディセーブルの場合に、ラベル付けが必要な IPv4 パケットおよび IPv4

トンネリング パケット（MPLS ヘッダーによってカプセル化されたパケットなど）を Cisco 7600 シ

リーズ ルータから送信すると、これらのパケットは破壊されます。

IPv4、IPv6、および MPLS プロトコルの FIB（転送情報ベース）TCAM 例外ステータスを表示する

には、show erm statistics コマンドを使用します。

例 次に、集約されたラベルの MPLS 再循環をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls mpls recir-agg
Router(config)#

次に、トンネル MPLS 再循環をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls mpls tunnel-recir
Router(config)#

次に、集約されたラベルの MPLS 再循環をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls mpls recir-agg
Router(config)#

次に、トンネル MPLS 再循環をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls mpls tunnel-recir
Router(config)#

recir-agg MPLS の集約されたラベル パケットを再循環します（新しく集約されたラ

ベルは影響を受けるだけです）。

tunnel-recir トンネル MPLS パケットを再循環します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

mls mpls（保証された帯域幅でのトラフィック処理）
保証された帯域幅のトラフィック処理フロー パラメータをグローバルに設定するには、mls mpls コ

マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls mpls {{gb-te-burst burst} | {gb-te-cir-ratio ratio} | {gb-te-dscp dscp-value [markdown]} | 
{gb-te-enable [global-pool]}}

no mls mpls {{gb-te-burst burst} | {gb-te-cir-ratio ratio} | {gb-te-dscp dscp-value [markdown]} | 
{gb-te-enable [global-pool]}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• burst は 1000 ミリ秒です。

• ratio は 1% です。

• dscp-value は 40 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

発信ラベルがスワップするような場合、mls qos map dscp-exp コマンドを使用して MPLS（マルチ

プロトコル ラベル スイッチング）パケットの EXP 値をリセットします。

コマンド 説明

show erm statistics IPv4、IPv6、および MPLS プロトコルの FIB TACM 例外ステータス

を表示します。

gb-te-burst burst 保証された帯域幅のトラフィック処理フローのバースト期間を指定し

ます。有効値は 100 ～ 30000 ミリ秒です。

gb-te-cir-ratio ratio 認定情報速度のポリシングの比率を指定します。有効値は 1 ～ 100% で

す。

gb-te-dscp dscp-value 保証された帯域幅のトラフィック処理フローの DSCP マップを指定し

ます。有効値は 0 ～ 63 です。

markdown （任意）不適合のフローをマークダウンまたはドロップします。

gb-te-enable 保証された帯域幅でのトラフィック処理フローのポリシングをイネー

ブルにします。

global-pool （任意）グローバル プールからポリシー トラフィック処理フローに割り

当てられたリソースの使用を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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トンネル MPLS の再循環がディセーブルの場合に、ラベル付けが必要な IPv4 パケットおよび IPv4

トンネリング パケット（MPLS ヘッダーによってカプセル化されたパケットなど）を Cisco 7600 シ

リーズ ルータから送信すると、これらのパケットは破壊されます。

IPv4、IPv6、および MPLS プロトコルの FIB（転送情報ベース）TCAM 例外ステータスを表示する

には、show erm statistics コマンドを使用します。

例 次に、保証された帯域幅のトラフィック処理フローのバースト期間を指定する例を示します。

Router(config)# mls mpls gb-te-burst 2000
Router(config)#

次に、CIR ポリシングの比率を設定する例を示します。

Router(config)# mls mpls gb-te-ratio 30
Router(config)#

次に、保証された帯域幅のトラフィック処理フローの DSCP マップを指定し、不適合のフローをド

ロップする例を示します。

Router(config)# mls mpls gb-te-dscp 25 markdown
Router(config)#

次に、保証された帯域幅のトラフィック処理フローのポリシングをイネーブルにする例を示しま

す。

Router(config)# mls mpls gb-te-enable
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show erm statistics IPv4、IPv6、および MPLS プロトコルの FIB TACM 例外ステータス

を表示します。
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mls nde flow
NDE（NetFlow データ エクスポート）のフィルタ オプションを指定するには、mls nde flow コマン

ドを使用します。NDE フロー フィルタを削除し、フィルタをデフォルト設定にリセットするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

mls nde flow {include | exclude} {{dest-port port-num} | {destination ip-addr ip-mask} | {protocol 
{tcp | udp}} | {source ip-addr ip-mask} | {src-port port-num}}

no mls nde flow {include | exclude} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• フィルタを明示的に指定しないかぎり、すべての期限切れフローがエクスポートされます。

• インターフェイスのエクスポートはディセーブルです（no mls nde interface）。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mls nde flow コマンドは、NDE にフィルタリングを追加します。指定された基準と一致する期限切

れフローがエクスポートされます。これらの値は NVRAM（不揮発性 RAM）に保存され、NDE を

ディセーブルにしても削除されません。このコマンドにオプションを指定しなかった場合は、ワイ

ルドカードとして処理されます。NVRAM 内の NDE フィルタは、NDE をディセーブルにしても削

除されません。

同時にアクティブにできるフィルタは、1 つのみです。exclude または include キーワードを入力し

なかった場合は、フィルタは包含フィルタとして使用されます。

包含および排除フィルタは NVRAM に保存され、NDE をディセーブルにしても削除されません。

ip-addr maskbits は簡易ロング フォーマットのサブネット アドレスです。マスク ビットは、ネット

ワーク マスクのビット数を指定します。たとえば、172.22.252.00/22 は、22 ビット サブネット アド

レスを示します。ip-addr は、193.22.253.1/22 などの完全ホスト アドレスです。

include 指定したフィルタと一致するフローを除くすべてのフローのエク

スポートを許可します。

exclude 指定したフィルタと一致するすべてのフローのエクスポートを許

可します。

dest-port port-num フィルタへの宛先ポートを指定します。有効値は 1 ～ 100 です。

destination ip-addr ip-mask フィルタへの宛先 IP アドレスおよびマスクを指定します。

protocol 追加または除外対象のプロトコルを指定します。

tcp TCP を追加または除外対象にします。

udp UDP を追加または除外対象にします。

source ip-addr ip-mask フィルタへの送信元 IP アドレスおよびサブネット マスク ビットを

指定します。

src-port port-num フィルタへの送信元ポートを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、宛先ポート 23 への期限切れフローのみがエクスポートされるように、インターフェイス フ

ロー フィルタを指定する例を示します（フロー マスクは ip-flow に設定されているものと想定しま

す）。

Router(config)# mls nde flow include dest-port 35
Router(config)#

関連コマンド

mls nde interface
NDE（NetFlow データ エクスポート）パケットに追加フィールドを入力するには、mls nde interface

コマンドを使用します。追加フィールドの入力をディセーブルにするには、このコマンドの no 形

式を使用します。

mls nde interface

no mls nde interface

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• Supervisor Engine 2 ― ディセーブル

• Supervisor Engine 720 ― イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NDE パケットに次の追加フィールドを入力するように、NDE を設定できます。

• 出力インターフェイス SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）インデックス

• 送信元 Autonomous System（AS; 自律システム）番号

• 宛先 AS 番号

• ネクスト ホップ ルータの IP アドレス

フロー マスクが Interface-Full または Interface-Src-Dest の場合、入力インターフェイスの SNMP イン

デックスは必ず入力されます。

詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の「Configuring 

NDE」を参照してください。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、NDE パケットに追加フィールドを入力する例を示します。

Router(config)# mls nde interface
Router(config)#

次に、追加フィールドの入力をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls nde interface
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

mls netflow 統計情報を収集するために NetFlow をイネーブルにします。

mls netflow sampling インターフェイス上で、サンプリング済み NetFlow をイネーブルに

します。
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mls nde sender
MLS（マルチレイヤ スイッチング）NDE（NetFlow データ エクスポート）エクスポートをイネーブ

ルにするには、mls nde sender コマンドを使用します。MLS NDE エクスポートをディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls nde sender [version version]

no mls nde sender

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• MLS NDE エクスポートはディセーブルです。

• version は 7 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、MLS NDE エクスポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls nde sender
Router(config)#

次に、MLS NDE エクスポートをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls nde sender
Router(config)#

関連コマンド

version version （任意）NDE バージョンを指定します。有効値は 5 および 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls nde NDE のハードウェア スイッチド フローに関する情報を表示します。
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mls netflow 
統計情報を収集するために NetFlow をイネーブルにするには、mls netflow コマンドを使用します。

NetFlow で統計情報を収集するのをディセーブルにするには、このコマンドのno形式を使用します。

mls netflow

no mls netflow

シンタックスの説明

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NetFlow は、Cisco 7600 シリーズ ルータを通過するトラフィックから統計情報を収集して、NetFlow

テーブルに保存します。統計情報はプロトコル単位でグローバルに収集したり、インターフェイス

単位で収集したりできます。

NDE（NetFlow データ エクスポート）、またはハードウェア NetFlow テーブルを使用する Cisco IOS

機能（micro-flow QoS［サービス品質］、WCCP、TCP Intercept、または再帰 ACL［アクセス コント

ロール リスト］）を使用していない場合は、グローバル コンフィギュレーション モードで no mls

netflow コマンドを使用して、ハードウェア Netflow テーブルの使用およびメンテナンスを安全に

ディセーブルにできます。

例 次に、統計情報を収集する例を示します。

Router(config)# mls netflow
Router(config)#

次に、NetFlow で統計情報を収集するのをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls netflow
Disabling MLS netflow entry creation.
Router(config)# 

関連コマンド

interface （任意）インターフェイスごとに統計情報収集を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls netflow maximum-flows

2-403
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls netflow maximum-flows
NetFlow テーブルで 大フロー割り当てを設定するには、mls netflow maximum-flows コマンドを使

用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls netflow maximum-flows [maximum-flows]

no mls netflow maximum-flows

シンタックスの説明

デフォルト 128

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

大フロー数に指定する値は、入力値の 1000 倍の値になります。たとえば 32 を入力した場合、指

定する 大許容フロー数は、32000 となります。

例 次に、NetFlow テーブルで 大フロー割り当てを設定する例を示します。

Router(config)# mls netflow maximum-flows 96
Router(config)#

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no mls netflow maximum-flows
Router(config)# 

関連コマンド

maximum-flows （任意）フローの 大数。有効値は 16、32、64、80、96、および 128 です。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 2 に追加されました。

コマンド 説明

show mls netflow table-contention NetFlow ハードウェアのテーブル コンテンション レ

ベルのコンフィギュレーション情報を表示します。
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mls netflow sampling
インターフェイス上でサンプリング済み NetFlow をイネーブルにするには、mls netflow sampling コ

マンドを使用します。サンプリング済み NetFlow をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls netflow sampling

no mls netflow sampling

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 現在のフロー マスクに応じて、サンプリング済み NetFlow をグローバルに、またはインターフェイ

ス単位で設定できます。Interface-Full および Interface-Src-Dest フロー マスクの場合、サンプリング

済み NetFlow はインターフェイス単位でイネーブルにされます。その他のすべてのフロー マスクの

場合、サンプリング済み NetFlow は常にグローバルであり、すべてのインターフェイスに対して一

括でオンまたはオフになります。

サンプリング済み NetFlow をグローバルにイネーブルにするには、mls sampling コマンドを入力し

ます。

例 次に、インターフェイス上でサンプリング済み NetFlow をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls netflow sampling
Router(config-if)#

次に、インターフェイス上でサンプリング済み NetFlow をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no mls netflow sampling
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls sampling サンプリング済み NetFlow をイネーブルにして、サンプリング方式

を指定します。

show mls sampling サンプリング済み NDE（NetFlow データ エクスポート）ステータ

スに関する情報を表示します。
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mls netflow usage notify
スイッチ プロセッサおよび DFC で、NetFlow テーブルの使用をモニタするには、mls netflow usage

notify コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls netflow usage notify {threshold interval}

no mls netflow usage notify

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NetFlow テーブル使用率モニタがイネーブルで、NetFlow テーブル使用率がしきい値の規定値を超

えた場合、警告メッセージが表示されます。

NetFlow は Cisco 7600 シリーズ ルータを通過するトラフィックから統計情報を収集して、NetFlow

テーブルに保存します。統計情報はプロトコル単位でグローバルに収集したり、インターフェイス

単位で収集したりできます。

NDE（NetFlow データ エクスポート）、またはハードウェア NetFlow テーブルを使用する Cisco IOS

機能（micro-flow QoS［サービス品質］、WCCP、TCP Intercept、または再帰 ACL［アクセス コント

ロール リスト］）を使用していない場合は、グローバル コンフィギュレーション モードで no mls

netflow コマンドを使用して、ハードウェア Netflow テーブルの使用およびメンテナンスを安全に

ディセーブルにできます。

例 次に、スイッチ プロセッサおよび DFC 上で NetFlow テーブル使用をモニタするように設定する例

を示します。

Router(config)# mls netflow usage notify 80 300
Router(config)#

関連コマンド

threshold しきい値のパーセント値（この値を超えた場合、警告メッセージが表示さ

れます）。有効値は 20 ～ 100% です。

interval NetFlow テーブルの使用をチェックする頻度。有効値は 120 ～ 1000000 秒

です。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

コマンド 説明

show mls netflow usage NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示

します。
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mls qos（グローバル コンフィギュレーション モード）
QoS（サービス品質）機能をグローバルにイネーブルにするには、mls qos コマンドを使用します。

QoS 機能をグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos

no mls qos

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト QoS はグローバルにディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS がグローバルにイネーブルの場合は、QoS がディセーブルにされているインターフェイスを除

いて、すべてのインターフェイスで QoS がイネーブルになります。QoS がグローバルにディセーブ

ルの場合は、すべてのトラフィックが QoS パススルー モードで渡されます。

ポートキューイング モードでは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS（マーキングおよびポリ

シング）はディセーブルであり、パケットの ToS（サービス タイプ）および CoS（サービス クラ

ス）は PFC で変更されません。受信および送信に関するすべてのキューイングは、着信パケットの

QoS タグに基づいて行われます。この QoS タグは、着信 CoS に基づきます。

802.1Q または ISL（スイッチ間リンク）カプセル化ポート リンクでは、キューイングはパケット

802.1Q または ISL CoS に基づいて行われます。

ルータのメイン インターフェイスまたはアクセス ポートでは、キューイングは設定されたポート

単位の CoS（デフォルト CoS は 0）に基づいて行われます。

このコマンドは、OFF ステートに設定されたすべてのインターフェイス上で、TCAM QoS をイネー

ブルまたはディセーブルにします。

例 次に、QoS をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータで QoS をグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls qos
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos（インターフェイス コンフィギュ

レーション モード）

インターフェイス上で、QoS 機能をイネーブルにしま

す。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示

します。
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mls qos（インターフェイス コンフィギュレーション モード）
特定のインターフェイス上で QoS（サービス品質）機能をイネーブルにするには、mls qos コマン

ドを使用します。特定のインターフェイス上で QoS 機能をディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

mls qos 

no mls qos 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは、後方互換され

ます。

CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用すると、OC-12 ATM（非同期転送モード）OSM

（オプティカル サービス モジュール）の WAN ポートおよびチャネライズド OSM の WAN ポート

に PFC（ポリシー フィーチャ カード）ベースの QoS（サービス品質）を設定できますが、PFC ベー

スの QoS はこれらの OSM の WAN ポートではサポートされていません。

QoS をグローバルにディセーブルにすると、すべてのインターフェイスでもディセーブルになりま

す。

このコマンドにより、インターフェイスの TCAM QoS（分類、マーキング、およびポリシング）が

イネーブルまたはディセーブルになります。

例 次に、特定のインターフェイス上で QoS をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls qos
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos（グローバル コンフィギュレー

ション モード）

QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示

します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls qos aggregate-policer

2-408
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls qos aggregate-policer
ポリシー マップで使用する名前付き集約ポリサーを定義するには、グローバル コンフィギュレー

ション モードで mls qos aggregate-policer コマンドを使用します。名前付き集約ポリサーを削除す

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos aggregate-policer name rate-bps [normal-burst-bytes [maximum-burst-bytes | pir peak-rate-bps 
| action-type action]]

no mls qos aggregate-policer name

シンタックスの説明 name 集約ポリサー名。命名規則の注意事項については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

rate-bps 大ビット / 秒。範囲は 32000 ～ 10000000000 です。

normal-burst-bytes （任意）標準バースト バイト。範囲は 1000 ～ 31250000 です。

maximum-burst-bytes （任意） 大バースト バイト。範囲は 1000 ～ 31250000 です（入力する場

合、この値は normal-burst-bytes と同じ値に設定する必要があります）。

pir peak-rate-bps （任意）PIR（Peak Information Rate; 大情報レート）を設定するキーワー

ドおよび引数。範囲は 32000 ～ 10000000000 です。デフォルト設定は標準

（cir）レートです。

action-type action （任意）アクション タイプ キーワード。このコマンドには、複数のアク

ション タイプと、対応するアクションを含めることができ、複数のアク

ションを一括設定することができます。有効値は次のとおりです。

• conform-action ― レートを超えない場合に実行されるアクションを

指定するキーワード。有効なアクションは次のとおりです。

－ drop ― パケットをドロップします。

－ set-dscp-transmit value ― DSCP（DiffServ コード ポイント）値を

設定し、パケットを送信します。有効なエントリ：0 ～ 63
（Differentiated Code Point 値）、af11 ～ af43（指定した AF DSCP に
一致するパケット）、cs1 ～ cs7（指定した CS DSCP に一致するパ

ケット）、default、または ef（EF DSCP に一致するパケット）

－ set-mpls-exp-imposition-transmit number ― タグ インポジション

で Expermental（EXP）ビットを設定します。有効範囲は 0 ～ 7 です。

－ set-prec-transmit ― パケットの優先順位を書き換えて、パケット

を送信します。

－ transmit ― パケットを送信します。これはデフォルト設定です。

• exceed-action ― QoS（サービス品質）値を超えた場合に実行されるア

クションを指定するキーワード。有効なアクションは次のとおりで

す。

－ drop ― パケットをドロップします。これはデフォルト設定です。

－ policed-dscp-transmit ― ポリシング済み DSCP マップに従い

DSCP 値を変更し、パケットを送信します。

－ transmit ― パケットを送信します。

• violate-action ― QoS 値に違反した場合に実行されるアクションを指

定するキーワード。有効なアクションは次のとおりです。

－ drop ― パケットをドロップします。

－ policed-dscp-transmit ― ポリシング済み DSCP マップに従い

DSCP 値を変更し、パケットを送信します。

－ transmit ― パケットを送信します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls qos aggregate-policer

2-409
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• conform-action は transmit です。

• exceed-action は drop です。

• violate-action は exceed-action と同じです。

• pir peak-rate-bps は標準の（cir）レートと同じです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このポリサーは、異なったポリシー マップ クラスおよび異なったインターフェイスで共有できま

す。Cisco 7600 シリーズ ルータは 大 1023 個の集約規則および 1023 個のポリシング規則をサポー

トします。

mls qos aggregate-policer コマンドを使用すると、集約フローおよびその集約のポリシング規則を設

定できます。レートとバースト パラメータを入力すると、平均レートの範囲は 32 Kbps ～ 10 Gbps

（それぞれ 32000 および 10000000000 と入力）となり、バースト サイズの範囲は 1 KB（1000 と入

力）～ 31.25 MB（31250000 と入力）となります。既存の集約レート制限エントリを変更すると、そ

のエントリが使用中の場合には、NVRAM（不揮発性 RAM）および Cisco 7600 シリーズ ルータの

エントリが変更されます。

（注） ハードウェア粒度のため、レート値が制限されます。そのため、設定したバースト値が使用されな

い場合があります。

既存のマイクロフローまたは集約レート制限を変更すると、使用中の場合には NVRAM および

Cisco 7600 シリーズ ルータのエントリが変更されます。

集約ポリサー名を入力する場合、次の命名規則に従います。

• 大 31 文字で、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、ダッシュ文字（-）、アンダースコア（_）、ピリオド文

字（.）を含むことができます。

• 英文字で始まり、すべてのタイプのすべての ACL（アクセス コントロール リスト）で一意で

ある必要があります。

• 大文字と小文字を区別します。

• 番号は使用できません。

• キーワードは使用できません。避けるべきキーワードは、all、default-action、map、help、お

よび editbuffer です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドは Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB このコマンドは Cisco IOS Release 12.2(17d)SXB に組み込まれました。

12.3 このコマンドは Cisco 6500 および Cisco 7600 上に実装されました。
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集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC2（ポリシー フィー

チャ カード 2）（DFC を装備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立的に動作し

ます。集約ポリシングでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情

報は合算されません。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、

PFC2、および PFC2 がサポートする DFC 非装備のスイッチング モジュールごとに表示できます。

そのためには、show mls qos aggregate policer コマンドを入力します。

例 次に、QoS 集約ポリサーが 大 100000 bps および 10000 バイトの標準バースト サイズを許可し、こ

れらのレートを超過しない場合には DSCP を 48 に設定し、これらのレートを超過した場合にはパ

ケットをドロップするよう設定する例を示します。

Router(config)# mls qos aggregate-policer micro-one 100000 10000 conform-action 
set-dscp-transmit 48 exceed-action drop

関連コマンド コマンド 説明

policy（ポリシー マップ） インターフェイス単位のポリサーを作成して、これを

使用するポリシーマップ クラスを設定します。

set ip dscp（ポリシーマップ コンフィギュ

レーション）

ToS（サービス タイプ）バイトの IP DSCP を設定して

パケットにマーキングします。

show mls qos aggregate policer MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS の集約ポリ

サーに関する情報を表示します。
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mls qos bridged
レイヤ 3 LAN インターフェイス上でブリッジド トラフィックのマイクロフロー ポリシングをイ

ネーブルにするには、mls qos bridged コマンドを使用します。ブリッジド トラフィックのマイクロ

フロー ポリシングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos bridged

no mls qos bridged

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、SVI のみです。

Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは、ユーザ ポリシーが SVI に付加さ

れている場合、IPv4 マルチキャスト パケットのマイクロフロー ポリシングに対して SVI で mls qos

bridged コマンドをイネーブルにする必要があります。

例 次に、VLAN（仮想 LAN）インターフェイスのブリッジド トラフィックに対してマイクロフロー

ポリシングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls qos bridged
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS（サービス品質）情報を表

示します。
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mls qos channel-consistency
EtherChannel バンドリングに関する QoS（サービス品質）ポート属性チェックをイネーブルにする

には、mls qos channel-consistency コマンドを使用します。EtherChannel バンドリングに関する QoS

ポート属性チェックをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos channel-consistency

no mls qos channel-consistency

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mls qos channel-consistency コマンドは、ポートチャネルでのみサポートされています。

例 次に、EtherChannel バンドリングに関する QoS ポート属性チェックをイネーブルにする例を示しま

す。

Router(config-if)# mls qos channel-consistency
Router(config-if)#

次に、EtherChannel バンドリングに関する QoS ポート属性チェックをディセーブルにする例を示し

ます。

Router(config-if)# no mls qos channel-consistency
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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mls qos cos
インターフェイスのデフォルトの CoS（サービス クラス）値を定義するには、mls qos cos コマンド

を使用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos cos cos-value

no mls qos cos cos-value

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• cos-value は 0 です。

• CoS の上書きは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CoS 値は、物理 LAN ポートでのみ設定できます。

Supervisor Engine 2 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータでは、次の制限事項が適用されます。

• このコマンドは、OSM（オプティカル サービス モジュール）上の WAN インターフェイスで

はサポートされていません。

• このコマンドは、4 ポート ギガビット イーサネット WAN ポートではサポートされていません。

例 次に、デフォルト QoS（サービス品質）CoS 値を 6 に設定する例を示します。

Router(config-if)# mls qos cos 6
Router(config-if)#

関連コマンド

cos-value インターフェイスのデフォルト CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示します。
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mls qos cos-mutation
インターフェイスに入力 CoS（サービス クラス）変換マップを付加するには、mls qos cos-mutation

コマンドを使用します。インターフェイスから入力 CoS 変換マップを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

mls qos cos-mutation cos-mutation-table-name

no mls qos cos-mutation

シンタックスの説明

デフォルト テーブルは定義されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、入力 CoS 変換マップ mutemap2 を付加する例を示します。

Router(config-if)# mls qos cos-mutation mutemap2 
Router(config-if)#

関連コマンド

cos-mutation-table-name 入力 CoS 変換テーブル名

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos map cos-mutation パケットの CoS を新しい CoS 値にマッピングします。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示します。
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mls qos dscp-mutation
インターフェイスに出力 DSCP（DiffServ コード ポイント）変換マップを付加するには、mls qos

dscp-mutation コマンドを使用します。インターフェイスから出力 DSCP 変換マップを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos dscp-mutation dscp-mutation-table-name

no mls qos dscp-mutation

シンタックスの説明

デフォルト テーブルは定義されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、出力 DSCP 変換マップ mutemap1 を付加する例を示します。

Router(config-if)# mls qos dscp-mutation mutemap1 
Router(config-if)#

関連コマンド

dscp-mutation-table-name 出力 DSCP 変換テーブル名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos map dscp-mutation 名前付き DSCP 変換マップを定義します。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS（サービス品質）情報

を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls qos exp-mutation

2-416
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls qos exp-mutation
インターフェイスに出力 EXP 変換マップを付加するには、mls qos exp-mutation コマンドを使用し

ます。インターフェイスから出力 EXP 変換マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

mls qos exp-mutation exp-mutation-table-name

no mls qos exp-mutation

シンタックスの説明

デフォルト テーブルは定義されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、出力 EXP 変換マップ mutemap2 を付加する例を示します。

Router(config-if)# mls qos exp-mutation mutemap2 
Router(config-if)#

関連コマンド

exp-mutation-table-name 出力 EXP 変換テーブル名

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos map dscp-mutation 名前付き DSCP（DiffServ コード ポイント）変換マップを定義し

ます。

show mls qos mpls ポリシー マップ内の MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチ

ング）QoS（サービス品質）クラスのインターフェイス サマリー

を表示します。
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mls qos loopback
ループバック ケーブルによって伝達される VLAN（仮想 LAN）の SVI フラッディング対象からルー

タ ポートを外すには、mls qos loopback コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、この

コマンドの no 形式を使用します。

mls qos loopback

no mls qos loopback

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mls qos loopback がインターフェイスに適用されている場合、パケットは宛先にフラッディングさ

れません。

mls qos loopback コマンドを入力する前に、OSM（オプティカル サービス モジュール）インター

フェイスの MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定する必要があります。MAC アドレス

は、PFC2（ポリシー フィーチャ カード 2）ハードウェア スイッチングで使用する LAN ルータ MAC

アドレスと異なっている必要があります。

例 次に、パケットの宛先への転送を禁止する例を示します。

Router (config-if)# mls qos loopback 
Router (config-if)#

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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mls qos map cos-dscp
信頼されるインターフェイスの入力 CoS（サービス クラス）/DSCP（DiffServ コード ポイント）マッ

プを定義するには、mls qos map cos-dscp コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map cos-dscp values 

no mls qos map cos-dscp  

シンタックスの説明

デフォルト 表 2-16 に、デフォルトの CoS/DSCP 設定を示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CoS/DSCP マップは、信頼されたインターフェイス（またはフロー）に着信したパケットの CoS を、

信頼タイプが trust-cos である DSCP にマッピングする場合に使用します。このマップは、8 つの CoS

値（0 ～ 7）およびこれに対応する DSCP 値のテーブルです。Cisco 7600 シリーズ ルータには 1 つ

のマップがあります。

例 次に、信頼されたインターフェイスに入力 CoS/DSCP マップを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map cos-dscp 20 30 1 43 63 12 13 8
Router(config)# 

関連コマンド

values スペースで区切った、CoS 値に対応する 8 つの DSCP 値です。有効値は 0

～ 63 です。

表 2-16 デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 0 1 2 3 4 5 6 7

DSCP 0 8 16 24 32 40 48 56

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos map dscp-cos 出力 DSCP/CoS マップを定義します。

mls qos map ip-prec-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 IP precedence/DSCP マップ

を定義します。

mls qos map policed-dscp ポリシング済み DSCP 値からマーキング済み DSCP 値へのマッ

ピングを設定します。

show mls qos maps QoS（サービス品質）マップ設定情報および実行時バージョン

情報を表示します。
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mls qos map cos-mutation
パケットの CoS（サービス クラス）を新しい CoS 値にマッピングするには、mls qos map cos-mutation

コマンドを使用します。マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map cos-mutation name mutated_cos1 mutated_cos2 mutated_cos3 mutated_cos4 
mutated_cos5 mutated_cos6 mutated_cos7 mutated_cos8

no mls qos map cos-mutation name

シンタックスの説明

デフォルト CoS/CoS 変換マップが設定されていない場合のデフォルトの CoS/CoS 変換マッピングを、表 2-17

に示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドがサポートされるのは、次のモジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみ

です。

• WS-X6704-10GE

• WS-X6724-SFP

• WS-X6748-GE-TX

802.1Q 以外のトンネル ポートでは CoS 変換はサポートされません。

mls qos map cos-mutation コマンドを入力すると、変換先の CoS 値が入力 CoS 番号に順にマッピン

グされます。たとえば、mls qos map cos-mutation 2 3 4 5 6 7 0 1 コマンドを入力すると、次のよう

なマップが設定されます。

8 つの CoS 値はスペースで区切ります。

グローバル コンフィギュレーション モードでマップを定義したあとで、マップをポートに付加で

きます。

name CoS マップ名

mutated_cos1 ... 
mutated_cos8

スペースで区切った 8 つの CoS 出力値。有効値は 0 ～ 7 です。詳細につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

表 2-17 デフォルトの CoS/CoS マップ

CoS 入力 0 1 2 3 4 5 6 7

CoS 出力 0 1 2 3 4 5 6 7

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

CoS 入力 0 1 2 3 4 5 6 7

CoS 出力 2 3 4 5 6 7 0 1
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QoS（サービス品質）がディセーブルであり、ポートが trust-cos モードおよび 802.1Q トンネリング

モードでない場合に、変更を適用するには、ポートを trust-cos モードにし、802.1Q トンネル ポー

トとして設定する必要があります。

12.2(17b)SXA 以降のリリースでは、802.1Q トンネル ポートの入力 CoS 変換をサポートしています

が、ポート グループ単位のみです。

入力 CoS 変換コンフィギュレーション障害を避けるために、すべてのメンバ ポートで入力 CoS 変

換をサポートする EtherChannel か、またはどのメンバ ポートも入力 CoS 変換をサポートしない

EtherChannel のみを作成します。入力 CoS 変換が混在する環境で EtherChannel を作成しないでくだ

さい。

EtherChannel のメンバであるポートで入力 CoS 変換を設定する場合、入力 CoS 変換がポートチャネ

ル インターフェイスに適用されます。

ポートチャネル インターフェイスで入力 CoS 変換を設定できます。

例 次に、CoS/CoS マップを定義する例を示します。

Router(config)# mls qos map cos-mutation test-map 5 4 3 to 1 
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos maps QoS マップ設定情報および実行時バージョン情報を表示します。
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mls qos map dscp-cos
出力 DSCP（DiffServ コード ポイント）/CoS（サービス クラス）マップを定義するには、mls qos

map dscp-cos コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式

を使用します。

mls qos map dscp-cos dscp-values to cos-values

no mls qos map dscp-cos

シンタックスの説明 

デフォルト 表 2-18 に、デフォルトの DSCP/CoS マップを示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン DSCP/CoS マップは、 終 DSCP 分類を 終 CoS にマッピングする場合に使用します。この 終

マップにより、パケットが割り当てられる出力キューおよびしきい値が決まります。CoS マップは、

トランク インターフェイス上の送信済みパケットの ISL（スイッチ間リンク）ヘッダーまたは802.1Q

タグに書き込まれます。CoS マップには、64 個の DSCP 値およびこれに対応する CoS 値のテーブ

ルが含まれます。Cisco 7600 シリーズ ルータには 1 つのマップがあります。

スペースで区切ることにより 大 8 つの DSCP 値を入力できます。スペースで区切ることにより

大 8 つの CoS 値を入力できます。

例 次に、信頼されたインターフェイスに出力 DSCP/CoS マップを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map dscp-cos 20 25 to 3
Router(config)#

関連コマンド

dscp-values DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

to マッピングを定義します。

cos-values CoS 値。有効値は 0 ～ 63 です。

表 2-18 デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 0 ～ 7 8 ～ 15 16 ～ 23 24 ～ 31 32 ～ 39 40 ～ 47 48 ～ 55 56 ～ 63

CoS 0 1 2 3 4 5 6 7

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos map cos-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 CoS/DSCP マップを定義しま

す。

show mls qos maps QoS（サービス品質）マップ設定情報および実行時バージョン情報

を表示します。
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mls qos map dscp-exp
終 DHCP 分類を 終 EXP 値に定義するには、mls qos map dscp-exp コマンドを使用します。以前

のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map dscp-exp dscp-values to exp-values 

no mls qos map dscp-exp

シンタックスの説明 

デフォルト 表 2-19 に、デフォルトの DSCP/EXP マップを示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

DSCP/EXP マップは、 終 DSCP 分類を 終 EXP にマッピングする場合に使用します。この 終

マップにより、パケットが割り当てられる出力キューおよびしきい値が決まります。EXP マップに

は、64 個の DHCP 値およびこれに対応する EXP 値のテーブルが含まれます。Cisco 7600 シリーズ

ルータには 1 つのマップがあります。

スペースで区切ることにより 大 8 つの DSCP 値を入力できます。スペースで区切ることにより

大 8 つの EXP 値を入力できます。

例 次に、 終 DHCP 分類を 終 EXP 値に設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map dscp-exp 20 25 to 3
Router(config)#

関連コマンド

dscp-values DSCP（DiffServ コード ポイント）値。有効値は 0 ～ 63 です。

to マッピングを定義します。

exp-values EXP 値。有効値は 0 ～ 7 です。

表 2-19 デフォルトの DSCP/EXP マップ

DSCP 0 ～ 7 8 ～ 15 16 ～ 23 24 ～ 31 32 ～ 39 40 ～ 47 48 ～ 55 56 ～ 63

EXP 0 1 2 3 4 5 6 7

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX トレインに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos maps QoS（サービス品質）マップ設定情報および実行時バージョン情報

を表示します。
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mls qos map dscp-mutation
名前付き DSCP（DiffServ コード ポイント）変換マップを定義するには、mls qos map dscp-mutation

コマンドを使用します。デフォルト マッピングに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map dscp-mutation map-name input-dscp1 [input-dscp2 [input-dscp3 [input-dscp4 [input-dscp5 
[input-dscp6 [input-dscp7 [input-dscp8]]]]]]] to output-dscp

no mls qos map dscp-mutation map-name 

シンタックスの説明 

デフォルト output-dscp は input-dscp と同じです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

名前付き DSCP 変換マップを設定する場合は、次の点に注意してください。

• 変換先 DSCP 値にマッピングする入力 DSCP 値は 8 つまで入力できます。

• 複数のコマンドを入力して、変換先 DSCP 値にさらに DSCP 値をマッピングできます。

• 変換先 DSCP 値ごとに、個別のコマンドを入力できます。

内部 DSCP 値を変換してから出力 DSCP 値として書き込むように、15 個の DSCP 変換マップを設定

できます。出力 DSCP 変換マップは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS（サービス品質）が

サポートする任意のインターフェイスに付加できます。

PFC QoS は、内部 DSCP 値から出力 CoS（サービス クラス）値を取得します。出力 DSCP 変換を設

定した場合、PFC QoS は変換された DSCP 値から出力 CoS 値を取得しません。

例 次に、DSCP 30 を変換された DSCP 値 8 にマッピングする例を示します。

Router(config)# mls qos map dscp-mutation mutemap1 30 to 8 
Router(config)#

関連コマンド

map-name DSCP 変換マップ名

input-dscp# 内部 DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。詳細については、「使用上のガイド
ライン」を参照してください。

to マッピングを定義します。

output-dscp （任意）出力 DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls qos maps QoS マップ設定情報および実行時バージョン情報を表示します。
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mls qos map exp-dscp
入力 EXP 値を内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）マップに定義するには、mls qos map exp-dscp

コマンドを使用します。デフォルト マッピングに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map exp-dscp dscp-values 

no mls qos map exp-dscp

シンタックスの説明 

デフォルト 表 2-20 に、デフォルトの EXP/DSCP マップを示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

これらのマップの DSCP は、パケット DSCP ではなく内部 DSCP を意味します。

EXP/DSCP マップは、受信した EXP 値を内部 DSCP マップにマッピングする場合に使用します。こ

の 終マップにより、パケットが割り当てられる出力キューおよびしきい値が決まります。EXP

マップには、64 個の DHCP 値およびこれに対応する EXP 値のテーブルが含まれます。Cisco 7600

シリーズ ルータには 1 つのマップがあります。

スペースで区切ることにより 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

例 次に、受信した EXP 値を内部 DSCP 値に設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map exp-dscp 20 25 30 31 32 32 33 34
Router(config)#

関連コマンド

dscp-values 内部 DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

表 2-20 デフォルトの EXP/DSCP マップ

EXP 0 1 2 3 4 5 6 7

DSCP 0 8 16 24 32 40 48 56

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX トレインに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos map exp-mutation パケットの EXP 値を新しい EXP 値にマッピングします。

show mls qos mpls ポリシー マップ内の MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチ

ング）QoS（サービス品質）クラスのインターフェイス サマリー

を表示します。
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mls qos map exp-mutation
パケットの EXP 値を新しい EXP 値にマッピングするには、mls qos map exp-mutation コマンドを使

用します。デフォルト マッピングに戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map exp-mutation map-name mutated-exp1 mutated-exp2 mutated-exp3 mutated-exp4 
mutated-exp5 mutated-exp6 mutated-exp7 mutated-exp8 

no mls qos map exp-mutation map-name 

シンタックスの説明 

デフォルト EXP/EXP 変換マップが設定されていない場合のデフォルトの EXP/EXP 変換マッピングを、表 2-21

に示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

mls qos map exp-mutation コマンドを入力すると、変換先の EXP 値のマップが EXP 番号に順に設定

されます。たとえば、mls qos map exp-mutation 2 3 4 5 6 7 0 1 コマンドを入力すると、次のような

マップが設定されます。

8 つの EXP 値はスペースで区切ります。

グローバル コンフィギュレーション モードでマップを定義したあとで、マップをポートに付加で

きます。

内部 EXP 値を変換してから入力 EXP 値として書き込むように、15 個の入力 EXP 変換マップを設

定できます。入力 EXP 変換マップは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS（サービス品質）が

サポートする任意のインターフェイスに付加できます。

PFC QoS は、内部 DSCP 値から出力 EXP 値を取得します。入力 EXP 変換を設定した場合、PFC QoS

は変換された EXP 値から入力 EXP 値を取得しません。

map-name EXP 変換マップの名前

mutated-exp# スペースで区切った 8 つの EXP 値。有効値は 0 ～ 7 です。詳細について

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

表 2-21 デフォルトの EXP/EXP マップ

入力 EXP 0 1 2 3 4 5 6 7

出力 EXP 0 1 2 3 4 5 6 7

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

入力 EXP 0 1 2 3 4 5 6 7

出力 EXP 2 3 4 5 6 7 0 1
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例 次に、パケットの EXP 値を新しい EXP 値にマッピングする例を示します。

Router(config)# mls qos map exp-mutation mutemap1 1 2 3 4 5 6 7 0
Router(config)#

関連コマンド

mls qos map ip-prec-dscp
信頼されるインターフェイスの入力 IP precedence/DSCP（DiffServ コード ポイント）マップを定義

するには、mls qos map ip-prec-dscp コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map ip-prec-dscp dscp-values 

no mls qos map ip-prec-dscp

シンタックスの説明 

デフォルト 表 2-22 に、デフォルトの IP precedence/DSCP 設定を示します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、信頼されたインターフェイス（またはフロー）に着信した IP パケットの IP

precedence を、信頼タイプが trust-ipprec である DSCP にマッピングする場合に使用します。

スペースで区切ることにより 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

このマップは、8 つの優先順位値（0 ～ 7）およびこれに対応する DSCP 値のテーブルです。Cisco

7600 シリーズ ルータには 1 つのマップがあります。IP precedence 値は次のとおりです。

• network 7

• internet 6

コマンド 説明

mls qos map exp-dscp 入力 EXP 値を内部 DSCP マップに定義します。

show mls qos mpls ポリシー マップ内の MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチン

グ）QoS クラスのインターフェイス サマリーを表示します。

dscp-values IP precedence 値 0 ～ 7 に対応する DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

表 2-22 デフォルトの IP precedence/DSCP マップ

IP-precedence 0 1 2 3 4 5 6 7

DSCP 0 8 16 24 32 40 48 56

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• critical 5

• flash-override 4

• flash 3

• immediate 2

• priority 1

• routine 0

例 次に、信頼されたインターフェイスに入力 IP precedence/DSCP マッピングを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map ip-prec-dscp 20 30 1 43 63 12 13 8
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

mls qos map cos-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 CoS（サービス クラス）/DSCP

マップを定義します。

mls qos map dscp-cos 出力 DSCP/CoS マップを定義します。

mls qos map policed-dscp ポリシング済み DSCP 値からマーキング済み DSCP 値へのマッピン

グを設定します。

show mls qos maps QoS（サービス品質）マップ設定情報および実行時バージョン情報

を表示します。
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mls qos map policed-dscp
ポリシング済み DSCP（DiffServ コード ポイント）値からマーキング済み DSCP 値へのマッピング

を設定するには、mls qos map policed-dscp コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos map policed-dscp dscp-list to policed-dscp

no mls qos map policed-dscp

シンタックスの説明

デフォルト マーキング済みの値は設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン DSCP/ ポリシング済み DSCP マップは、不適合なフローに適用されるマーキング済み DSCP 値を判

別します。Cisco 7600 シリーズ ルータには 1 つのマップがあります。

スペースで区切ることにより 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

スペースで区切ることにより 大 8 つのポリシング済み DSCP 値を入力できます。

（注） シーケンス外パケットを避けるため、DSCP/ ポリシング済み DSCP マップを設定して、マーキング

済みパケットが適合トラフィックの同じキューに留まるようにします。

例 次に、複数の DSCP を単一のポリシング済み DSCP 値にマッピングする例を示します。

Router(config)# mls qos map policed-dscp 20 25 43 to 4
Router(config)#

関連コマンド

dscp-list DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

to マッピングを定義します。

policed-dscp ポリシング済み DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos map cos-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 CoS（サービス クラス）/DSCP

マップを定義します。

mls qos map dscp-cos 出力 DSCP/CoS マップを定義します。

mls qos map ip-prec-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 IP precedence/DSCP マップを定

義します。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS（サービス品質）情報を表

示します。
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mls qos marking statistics
set アクションによるポリサー トラフィック クラス ID の割り当てをディセーブルにするには、mls

qos marking statistics コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式

を使用します。

mls qos marking statistics

no mls qos marking statistics

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

ポリシー マップ統計情報を表示するには、show policy-map interface コマンドを使用します。

例 次に、set アクションによるポリサー トラフィック クラス ID の割り当てをディセーブルにする例

を示します。

Router(config)# mls qos marking statistics
Router(config)#

次に、set アクションによるポリサー トラフィック クラス ID の割り当てを許可する例を示します。

Router(config)# no mls qos marking statistics
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE 信頼状態を設定するポリシーに関する統計情報を収集するように、このコ

マンドが変更されました。

コマンド 説明

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシーの統計

情報および設定を表示します。
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mls qos mpls trust exp
MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）パケットのみを信頼できる状態に設定するには、

mls qos mpls trust exp コマンドを使用します。MPLS パケットを信頼できない状態に設定するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos mpls trust exp

no qos mpls trust exp 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト 信頼状態がイネーブルの場合、デフォルト設定は次のとおりです。

• Untrusted ― パケットは 0 にマーキングされるか、またはポリシーによってマーキングされま

す。

• trust-cos

信頼状態がディセーブルの場合、デフォルト設定は次のとおりです。

• trust-exp ― ポート / ポリシー信頼状態は無視されます。

• パケットはポリシーによってマーキングされます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mls qos mpls trust exp コマンドを入力して、CoS（サービス クラス）および出力のキューイングの

ために MPLS パケットを他のレイヤ 2 パケットとして扱うことができます（たとえば、ポートまた

はポリシー信頼の適用）。すべての信頼ケース（信頼 CoS/IP/DSCP）は trust-cos として扱われます。

例 次に、MPLS パケットの信頼状態を trust-cos に設定する例を示します。

Router(config-if)# mls qos mpls trust exp
Router(config-if)#

次に、MPLS パケットの信頼状態を untrusted に設定する例を示します。

Router(config-if)# no mls qos mpls trust exp
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXF2 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。 

コマンド 説明

show mls qos mpls ポリシー マップ内の MPLS QoS（サービス品質）クラスのインター

フェイス サマリーを表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls qos police redirected

2-431
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls qos police redirected
ACL（アクセス コントロール リスト）リダイレクト パケット ポリシングをオンにするには、mls

qos police redirected コマンドを使用します。ACL リダイレクト パケットのポリシングをオフにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos police redirected

no mls qos police redirected

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。リリース 12.2(17b)SXA

で PFC3 モードを表示するには、show platform earl-mode コマンドを入力します。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

NDE（NetFlow データ エクスポート）の精度が必要な場合は、no mls qos police redirected コマンド

を使用します（QoS［サービス品質］リダイレクト パケットが不要な場合）。

例 次に、ACL リダイレクト パケット ポリシングをオンにする例を示します。

Router(config)# mls qos police redirected
Router(config)#

次に、ACL リダイレクト パケット ポリシングをオフにする例を示します。

Router(config)# no mls qos police redirected
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show platform earl-mode プラットフォーム情報を表示します。
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mls qos protocol
ルーティング プロトコル パケットのポリシングを定義するには、mls qos protocol コマンドを使用

します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos protocol protocol-name {pass-through | {police rate burst} | {precedence value [police rate 
burst]}}

no mls qos protocol 

シンタックスの説明 

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• burst は 1000 ビット / 秒です。

• QoS（サービス品質）がイネーブルの場合、DSCP（DiffServ コード ポイント）がゼロに書き換

えられます。

• QoS がディセーブルの場合、ポートはパススルー モードです（マーキングまたはポリシングは

適用されません）。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは ARP、ISIS、ま

たは EIGRP をサポートしません。

police rate burst キーワードおよび引数を入力せずに precedence value キーワードおよび引数を入力

した場合、信頼できないポートからのパケットのみがマークされます。

protocol-name プロトコル名。有効値は arp、bgp、eigrp、igrp、isis、ldp、nd、ospf、お

よび rip です。

pass-through パススルー モードを指定します。

police rate 1 秒間にポリシングする 大ビット数を指定します。有効値は 32000 ～

4000000000 ビット / 秒です。

burst 標準バースト バイト。有効値は 1000 ～ 31250000 バイトです。

precedence value 書き換えするプロトコル パケットの IP precedence 値を指定します。有効

値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB ISIS プロトコルをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、 Supervisor Engine 720 でのみ、次のように変更されまし

た。

• グローバル mls qos protocol QoS ポリシーのマーキングのサポートが

追加されました。

• 近隣探索プロトコル パケットをサポートするために、nd キーワード

が追加されました。

• igrp キーワードが削除されました。 

12.2(18)SXF このコマンドの no 形式が変更されて、引数およびキーワードが削除され

ました。
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police rate、pass-through, 、または precedence value キーワードおよび引数を入力することで、イン

ターフェイス単位のポリシー マップを回避するようにプロトコル パケットを設定できます。

mls qos protocol コマンドを使用することにより、ルーティング プロトコル パケットのポリシング

を次のように定義できます。

• pass-through モードを指定した場合、DSCP 値が変更されず、ポリシングされません。

• police rate モードを設定した場合、DSCP 値が変更され、ポリシングされます。

• precedence value を指定した場合、DSCP 値が信頼できないポートから着信するパケット用に変

更され、DSCP/CoS（サービス クラス）マップに基づく CoS 値が変更され、トラフィックがポ

リシングされません。

• precedence value と police rate を指定した場合、DSCP 値が変更され、DSCP/CoS マップに基づ

く CoS 値が変更され、トラフィックがポリシングされません。この場合、DSCP 値の変更は

ポートの信頼状態に基づいていて、DSCP 値は信頼できないポートから着信するパケットに対

してのみ変更されます。

• precedence value を入力しない場合、DSCP 値は次のように MLS QoS 値をイネーブルにしたか

どうかによって決まります。

－ MLS QoS をイネーブルにしてポートが信頼できない場合、内部 DSCP 値はゼロに上書きさ

れます。

－ MLS QoS をイネーブルにしてポートが信頼できる場合、着信 DSCP 値は維持されます。

パススルー モードを選択した場合、ポリシングをすべて回避するようにプロトコル パケットを設

定できます。ポリシー モードを選択した場合は、規定の CIR（認定情報速度）が指定されたプロト

コルのパケットすべて（Cisco 7600 シリーズ ルータの着信パケットおよび発信パケット）をポリシ

ングするのに使用されるレートになります。

ARP ブロードキャストによってシステムを保護するには、mls qos protocol arp police bps コマンド

を入力します。

例 次に、ルーティング プロトコル パケットのポリシングを定義する例を示します。

Router(config)# mls qos protocol arp police 43000
Router(config)#

次に、ポリシングをすべて回避する例を示します。

Router(config)# mls qos protocol arp pass-through 43000
Router(config)#

次に、書き換えるプロトコル パケットの IP precedence 値を定義する例を示します。

Router(config)# mls qos protocol bgp precedence 4
Router(config)#

次に、書き換えて DSCP 値をポリシングするプロトコル パケットの IP precedence 値を定義する例

を示します。

Router(config)# mls qos protocol bgp precedence 4 police 32000
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos protocol プロトコル パススルー情報を表示します。
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mls qos queueing-only
ポートキューイング モードをイネーブルにするには、mls qos queueing-only コマンドを使用します。

ポートキューイング モードをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos queueing-only

no mls qos queueing-only

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト QoS（サービス品質）はグローバルにディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポートキューイング モードでは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS（マーキングおよびポリ

シング）はディセーブルであり、パケットの ToS（サービス タイプ）および CoS（サービス クラ

ス）は PFC で変更されません。受信および送信に関するすべてのキューイングは、着信パケットの

QoS タグに基づいて行われます。この QoS タグは、着信 CoS に基づきます。

802.1Q または ISL（スイッチ間リンク）カプセル化ポート リンクでは、キューイングはパケット

802.1Q または ISL CoS に基づいて行われます。

ルータのメイン インターフェイスまたはアクセス ポートでは、キューイングは設定されたポート

単位の CoS（デフォルト CoS は 0）に基づいて行われます。

例 次に、ポートキューイング モードをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos queueing-only
Router(config)#

次に、ポートキューイング モードをグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls qos queueing-only
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos（グローバル コンフィギュレー

ション モード）

QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示

します。
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mls qos rewrite ip dscp
ToS（サービス タイプ）から DSCP（DiffServ コード ポイント）への書き換えをイネーブルにする

には、mls qos rewrite ip dscp コマンドを使用します。ToS から DSCP への書き換えをディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos rewrite ip dscp

no mls qos rewrite ip dscp

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト QoS（サービス品質）はグローバルにディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

ToS から DSCP への書き換えをディセーブルにすると、QoS はグローバルにイネーブルになり、次

の処理が実行されます。

• 後の ToS/DSCP 書き換えがディセーブルになり、ToS/DSCP パケットは保持されます。

• QoS 設定に従って、ポリシングおよびマーキング機能が実行されます。

• マーキングされた CoS（サービス クラス）およびマークダウンされた CoS がキューイングに使

用されます。

• QoS ディセーブル モードでは、ToS と CoS が両方とも保持されます。

no mls qos rewrite ip dscp コマンドは、MPLS と互換性がありません。PFC3BXL または PFC3B が付

加されたラベル用に正しい EXP 値を割り当てるために、デフォルトの mls qos rewrite ip dscp コマ

ンドはイネーブルのままにする必要があります。

例 次に、ToS から DSCP への書き換え機能をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos rewrite ip dscp
Router(config)#

次に、ポートキューイング モードをグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls qos rewrite ip dscp
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos（グローバル コンフィギュレー

ション モード）

QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

show mls qos MLS QoS 情報を表示します。
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mls qos statistics-export（グローバル コンフィギュレーショ

ン モード）
QoS（サービス品質）統計情報データのエクスポートをグローバルにイネーブルにするには mls qos

statistics-export コマンドを使用します。QoS 統計情報データのエクスポートをグローバルにディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos statistics-export 

no mls qos statistics-export 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータにデータ エクスポートを設定するには、データ エクスポートをグロー

バルにイネーブルにする必要があります。

QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

QoS 統計情報データのエクスポートを正常に実行するには、エクスポートの宛先ホスト名または IP

アドレス、および UDP（ユーザ データグラム プロトコル）ポート番号を設定する必要があります。

例 次に、データ エクスポートをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export
Router(config)# 

次に、データ エクスポートをグローバルにディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls qos statistics-export
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エクス

ポートのステータスおよび設定に関する情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

mls qos statistics-export（インターフェイス コンフィギュレーション モード）

2-437
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls qos statistics-export（インターフェイス コンフィギュ

レーション モード）
QoS（サービス品質）統計情報データのエクスポートをポート単位でイネーブルにするには mls qos

statistics-export コマンドを使用します。ポート単位の QoS 統計情報データのエクスポートをディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos statistics-export 

no mls qos statistics-export 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

Cisco 7600 シリーズ ルータにデータ エクスポートを設定するには、ポート上でグローバルにデー

タ エクスポートをイネーブルにする必要があります。

QoS 統計情報データのエクスポートを正常に実行するには、エクスポートの宛先ホスト名または IP

アドレス、および UDP（ユーザ データグラム プロトコル）ポート番号を設定する必要があります。

QoS 統計情報データは、デリミタ区切りフィールドを使用してエクスポートされます。デリミタを

設定するには、mls qos statistics-export delimiter コマンドを使用します。

ポートの統計情報はエクスポートされますが、ポートの QoS 統計情報はエクスポートされません。

データ エクスポートがイネーブルであるポートごとに、次の情報がエクスポートされます。

• タイプ（1 はポート エクスポート タイプを意味する）

• モジュール / ポート

• 着信パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 着信バイト数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 発信パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 発信バイト数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• タイム スタンプ（1970 年 1 月 1 日 UTC［世界標準時］を起点とする秒数）

たとえば、FastEthernet4/5 で QoS 統計情報データのエクスポートがイネーブルの場合、エクスポー

トされたレコードは次のようになります（この例では、デリミタは |［パイプ］です）。

|1|4/5|123|80|12500|6800|982361894|

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、QoS 統計情報データ エクスポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls qos statistics-export 
Router(config-if)# 

次に、QoS 統計情報データ エクスポートをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no mls qos statistics-export 
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

mls qos statistics-export delimiter QoS 統計情報データ エクスポート フィールドのデリミ

タを設定します。

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos statistics-export aggregate-policer
名前付き集約ポリサー上で QoS（サービス品質）統計情報データのエクスポートをイネーブルにす

るには、mls qos statistics-export aggregate-policer コマンドを使用します。名前付き集約ポリサー上

で QoS 統計情報データのエクスポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用

します。

mls qos statistics-export aggregate-policer policer-name

no mls qos statistics-export aggregate-policer policer-name

シンタックスの説明

デフォルト すべての共有集約ポリサーに対してディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

Cisco 7600 シリーズ ルータにデータ エクスポートを設定するには、共有集約ポリサー上でグロー

バルにデータ エクスポートをイネーブルにする必要があります。

QoS 統計情報データは、デリミタ区切りフィールドを使用してエクスポートされます。デリミタを

設定するには、mls qos statistics-export delimiter コマンドを使用します。

データ エクスポートがイネーブルである共有集約ポリサーまたは名前付きポリサーごとに、統計情

報データがポリサー単位、および EARL 単位でエクスポートされます。データ エクスポートがイ

ネーブルである共有集約ポリサーまたは名前付きポリサーごとに、次の情報がエクスポートされま

す。

• タイプ（3 は集約ポリサーのエクスポート タイプを意味する）

• 集約名

• 方向（着信または発信）

• EARL 識別情報

• 受け入れパケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否標準レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否超過レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• タイム スタンプ（1970 年 1 月 1 日 UTC［世界標準時］を起点とする秒数）

共有集約ポリサーがポリシーの両方向に付加されている場合、2 つのレコードがエクスポートされ

ます（各方向に 1 つずつ）。各レコードには、受け入れパケット、拒否標準レート パケット、およ

び拒否超過レート パケットに関する同じカウンタ値が格納されます。

policer-name ポリサーの名前

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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たとえば、次のように設定されているとします。

• 共有集約ポリサー [aggr_1] 上で QoS 統計情報データのエクスポートがイネーブル

• スロット 1 に装着されたスーパーバイザ エンジンに EARL が搭載

• スロット 3 に装着された DFC に EARL が搭載

エクスポートされたレコードは、次のようになります（この例では、デリミタは |［パイプ］です）。

|3|agg_1|in|1|45543|2345|982361894|
|3|agg_1|in|3|45543|2345|982361894|

例 次に、共有集約ポリサー単位、または名前付きポリサー単位でデータ エクスポートをイネーブルに

する例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export aggregate-policer aggr1M 
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

mls qos statistics-export delimiter QoS 統計情報データ エクスポート フィールドのデリミ

タを設定します。

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos statistics-export class-map
クラス マップの QoS（サービス品質）統計情報データ エクスポートをイネーブルにするには、mls

qos statistics-export class-map コマンドを使用します。クラス マップの QoS 統計情報データ エクス

ポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos statistics-export class-map classmap-name

no mls qos statistics-export class-map classmap-name

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

Cisco 7600 シリーズ ルータにデータ エクスポートを設定するには、クラス マップ上でグローバル

にデータ エクスポートをイネーブルにする必要があります。

QoS 統計情報データは、デリミタ区切りフィールドを使用してエクスポートされます。デリミタを

設定するには、mls qos statistics-export delimiter コマンドを使用します。

データ エクスポートがイネーブルであるクラス マップごとに、統計情報データがポリサー単位、お

よびインターフェイス単位でエクスポートされます。インターフェイスが物理インターフェイスの

場合、次の情報がエクスポートされます。

• タイプ（4 はクラス マップ物理エクスポートを意味する）

• クラスマップ名

• 方向（着信または発信）

• モジュール / ポート

• 受け入れパケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否標準レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否超過レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• タイム スタンプ（1970 年 1 月 1 日 UTC［世界標準時］を起点とする秒数）

インターフェイスが Cisco 7600 シリーズ ルータ VLAN（仮想 LAN）の場合、次の情報がエクスポー

トされます。

• タイプ（5 はクラス マップ VLAN エクスポートを意味する）

• クラスマップ名

• 方向（着信または発信）

• EARL 識別情報（EARL が搭載されたスロット番号）

classmap-name クラス マップ名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• VLAN 番号

• 受け入れパケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否標準レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否超過レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• タイム スタンプ（1970 年 1 月 1 日 UTC を起点とする秒数）

インターフェイスが Cisco 7600 シリーズ ルータポート チャネルの場合、次の情報がエクスポート

されます。

• タイプ（6 はクラス マップ ポートチャネル エクスポートを意味する）

• クラスマップ名

• 方向（着信または発信）

• EARL 識別情報（EARL が搭載されたスロット番号）

• ポートチャネル番号

• 受け入れパケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否標準レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• 拒否超過レート パケット数（ハードウェアの累積カウンタ値）

• タイム スタンプ（1970 年 1 月 1 日 UTC を起点とする秒数）

たとえば、次のように設定されているとします。

• クラス マップ [class_1] 上で QoS 統計情報データ エクスポートがイネーブル

• スロット 1 に装着されたスーパーバイザ エンジンに EARL が搭載

• スロット 3 に装着された DFC に EARL が搭載

• ポリシー マップ [policy_1] 内に Cisco 7600 シリーズ ルータがある

• policy_1 は、次のインターフェイスの入力方向に付加

－ FastEthernet4/5

－ VLAN 100

－ Port-channel 24

エクスポートされたレコードは、次のようになります（この例では、デリミタは |［パイプ］です）。

|4|class_1|in|4/5|45543|2345|2345|982361894|

|5|class_1|in|1|100|44000|3554|36678|982361894|

|5|class_1|in|3|100|30234|1575|1575|982361894|

例 次に、クラス マップの QoS 統計情報データ エクスポートをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export class-map class3 
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

mls qos statistics-export delimiter QoS 統計情報データ エクスポート フィールドのデリミ

タを設定します。

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos statistics-export delimiter
QoS（サービス品質）統計情報データ エクスポート フィールドのデリミタを設定するには、mls qos

statistics-export delimiter コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls qos statistics-export delimiter

no mls qos statistics-export delimiter

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトのデリミタは、パイプ文字（|）です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

Cisco 7600 シリーズ ルータにデータ エクスポートを設定するには、データ エクスポートをグロー

バルにイネーブルにする必要があります。

例 次に、QoS 統計情報データ エクスポート フィールドのデリミタ（カンマ）を設定し、設定を確認

する例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export delimiter , 
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos statistics-export destination
QoS（サービス品質）統計情報データ エクスポートの宛先ホストおよび UDP（ユーザ データグラ

ム プロトコル）ポート番号を設定するには、mls qos statistics-export destination コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos statistics-export destination {host-name | host-ip-address} {{port port-number} | syslog} 
[facility facility-name] [severity severity-value]

シンタックスの説明

デフォルト syslog を指定しないかぎり、デフォルトでは何も設定されません。syslog を指定した場合、デフォ

ルトは次のとおりです。

• port ― 514

• facility ― local6

• severity ― debug

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

有効な facility 値は次のとおりです。

• authorization ― セキュリティ / 許可メッセージ

• cron ― クロック デーモン

• daemon ― システム デーモン

• kernel ― カーネル メッセージ

• local0 ― ローカル用 0

• local1 ― ローカル用 1

• local2 ― ローカル用 2

• local3 ― ローカル用 3

• local4 ― ローカル用 4

• local5 ― ローカル用 5

host-name ホスト名

host-ip-address ホストの IP アドレス

port port-number UDP ポート番号を指定します。

syslog Syslog ポートを指定します。

facility facility-name （任意）エクスポートするファシリティ タイプを指定します。有効値に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

severity severity-value （任意）エクスポートする重大度を指定します。有効値については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls qos statistics-export destination

2-445
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

• local6 ― ローカル用 6

• local7 ― ローカル用 7

• lpr ― ライン プリンタ サブシステム

• mail ― メール システム

• news ― ネットワーク ニュース サブシステム

• syslog ― Syslog によって内部生成されたメッセージ

• user ― ユーザレベル メッセージ

• uucp ― UUCP サブシステム

有効な severity レベルは次のとおりです。

• alert ― すぐに実行する必要があるアクション

• critical ― クリティカル状態

• debug ― デバッグレベル メッセージ

• emergency ― システムは使用不可能

• error ― エラー状態

• informational 情報

• notice ― 正常だが注意を要する状態

• warning ― 警告状態

例 次に、宛先ホスト アドレス、および UDP ポート番号として Syslog を指定する例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export destination 172.20.52.3 syslog 
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos statistics-export interval
ポートまたは集約ポリサー QoS（サービス品質）統計情報データの読み取り頻度およびエクスポー

ト頻度を指定するには、mls qos statistics-export interval コマンドを使用します。デフォルト設定に

戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos statistics-export interval interval 

no mls qos statistics-export interval

シンタックスの説明

デフォルト 300 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS 統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェ

イスではサポートされません。

interval は、設定内のアクティビティによるカウンタ ラップアラウンドを防止できるように、十分

短い値を設定する必要があります。

注意 QoS 統計情報のエクスポートは Cisco 7600 シリーズ ルータにとって大きな負荷になるため、イン

ターバルを短くする場合はご注意ください。

例 次に、QoS 統計情報データ エクスポートのインターバルを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos statistics-export interval 250 
Router(config)#

関連コマンド

interval エクスポート間隔。有効値は 30 ～ 65535 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls qos statistics-export info MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エク

スポートのステータスおよび設定に関する情報を表示し

ます。
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mls qos trust
インターフェイスを信頼できる状態に設定するには、mls qos trust コマンドを使用します。インター

フェイスを信頼できない状態に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence]

no mls qos trust 

シンタックスの説明

デフォルト OSM（オプティカル サービス モジュール）上の LAN インターフェイスおよび WAN インターフェ

イスのデフォルトは、次のとおりです。

• グローバル QoS（サービス品質）がイネーブルの場合、ポートは信頼できない状態です。

• グローバル QoS がディセーブルの場合、デフォルトは dscp です。

• 引数を入力しない場合は、trust dscp が使用されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスを信頼できる状態に設定するには、mls qos trust コマンドを入力します。たとえ

ば、インターフェイスに着信するパケットを、正しい CoS、ToS、および DSCP 分類を伝達してい

るとして信頼するかどうかを設定できます。

cos キーワードは、pos または atm インターフェイス タイプではサポートされません。

FlexWAN モジュールには信頼状態を設定できません。

ギガビット イーサネット ポートを除く 1q4t LAN ポートには信頼状態を設定できません。

4 ポートギガビット イーサネット WAN モジュールに mls qos trust cos コマンドを入力した場合、入

力キュードロップのしきい値は実装されません。

レイヤ 2 WAN インターフェイスに信頼状態を設定するには、set qos-group コマンドを使用します。

cos （任意）着信フレームの CoS（サービス クラス）ビットを信頼し、CoS ビッ

トから内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）値を取得することを指定し

ます。

dscp （任意）着信パケットの ToS（サービス タイプ）ビットに DSCP 値が含ま

れることを指定します。

ip-precedence （任意）着信パケットの ToS ビットに IP precedence 値が含まれていて、IP

precedence ビットから内部 DSCP 値を取得することを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイスの信頼状態を IP precedence に設定する例を示します。

Router(config-if)# mls qos trust ip-precedence
Router(config-if)#

関連コマンド

mls qos trust extend
電話の信頼モードを設定するには、mls qos trust extend コマンドを使用します。デフォルト設定に

戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos trust extend [cos value]

no mls qos trust extend

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• モード ― untrusted

• cos value ― 0

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、WAN モジュールではサポートされません。

電話が trusted モードに設定されている場合、PC から着信したすべてのパケットはそのまま電話を

経由して Cisco 7600 シリーズ ルータに直接送信されます。電話が untrusted モードに設定されてい

る場合、PC から着信したすべてのトラフィックは、所定の CoS 値に設定されてから、Cisco 7600 シ

リーズ ルータに送信されます。

mls qos trust extend コマンドを入力するたびに、モードが変わります。たとえば、モードが trusted

に設定されている場合にコマンドを入力すると、モードは untrusted に変わります。現在設定されて

いる信頼モードを表示するには、show queueing interface コマンドを入力します。

コマンド 説明

mls qos bridged レイヤ 3 LAN インターフェイス上でブリッジド トラフィックのマ

イクロフロー ポリシングをイネーブルにします。

mls qos cos インターフェイスのデフォルトの CoS 値を定義します。

mls qos vlan-based VLAN（仮想 LAN）のデフォルトの CoS 値を定義します。

show queueing interface キューイング情報を表示します。

cos value （任意）PC からのパケットに設定するために使用される CoS（サービス ク

ラス）値を指定します。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、スイッチ ポートに接続された電話を trusted モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# mls qos trust extend
Router(config-if)# 

次に、モードを untrusted に変更して、CoS 値を 3 に設定する例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# mls qos trust extend cos 3
Router(config-if)# 

次に、設定をデフォルト モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# no mls qos trust extend
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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mls qos vlan-based
レイヤ 2 インターフェイスの VLAN（仮想 LAN）単位の QoS（サービス品質）をイネーブルにする

には、mls qos vlan-based コマンドを使用します。レイヤ 2 インターフェイスの VLAN 単位の QoS

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls qos vlan-based

no mls qos vlan-based

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、スイッチポートおよびポートチャネル インターフェイスのみで

す。

VLAN ベース モードでは、レイヤ 2 インターフェイスに付加されたポリシー マップは無視され、

QoS は対応する VLAN インターフェイスに付加されたポリシー マップによって駆動されます。

VLAN 単位の QoS を設定できるのは、レイヤ 2 インターフェイスのみです。

（注） レイヤ 3 インターフェイスは常にインターフェイスベース モードです。レイヤ 3 VLAN インター

フェイスは常に VLAN ベース モードです。

例 次に、レイヤ 2 インターフェイスの VLAN 単位の QoS をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls qos vlan-based
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos bridged レイヤ 3 LAN インターフェイス上でブリッジド トラフィックのマ

イクロフロー ポリシングをイネーブルにします。

mls qos cos インターフェイスのデフォルトの CoS 値を定義します。

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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mls rate-limit all
ユニキャスト パケットおよびマルチキャスト パケットに共通のレート リミッタをイネーブルにし

て、設定するには、mls rate-limit all コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rate-limit all {mtu-failure | ttl-failure} pps [packets-in-burst]

no mls rate-limit all {mtu-failure | ttl-failure}

シンタックスの説明

デフォルト レイヤ 2 レート リミッタはデフォルトでオフです。レート リミッタをイネーブルにして設定する

場合、デフォルトの packets-in-burst は 10 になります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

レート リミッタは、ハードウェア データ パスからソフトウェア データ パスにパントされるパケッ

トのレートを制限できます。レート リミッタは設定されたレートを超過するトラフィックをドロッ

プすることにより、ソフトウェアの制御パスを輻輳から保護します。

（注） PFC3A（ポリシー フィーチャ カード 3A）が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、レイ

ヤ 2 レート リミッタをイネーブルにするとマルチキャスト トラフィックに悪影響を及ぼすことが

あります。PFC3BXL が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、このような悪影響は生じま

せん。

例 次に、TTL に障害のあるユニキャストおよびマルチキャスト パケットにレート リミッタを設定す

る例を示します。

Router(config)# mls rate-limit all ttl-failure 15
Router(config)# 

all ユニキャスト パケットおよびマルチキャスト パケットのレート制限を指

定します。

mtu-failure MTU（ 大伝送ユニット）に障害のあるパケットのレート リミッタをイ

ネーブルにして、設定します。

ttl-failure TTL に障害のあるパケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定

します。

pps 1 秒間のパケット数。有効値は 10 ～ 1000000 パケット / 秒です。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

mls rate-limit layer2 
レイヤ 2 の制御パケットのレート制限をイネーブルにして、設定するには、mls rate-limit layer2 コ

マンドを使用します。ハードウェアのレート リミッタをディセーブルにするには、このコマンドの

no 形式を使用します。

mls rate-limit layer2 {pdu | l2pt} pps [packets-in-burst]

no mls rate-limit layer2 [pdu | l2pt]

シンタックスの説明

デフォルト レイヤ 2 レート リミッタはデフォルトでオフです。レート リミッタをイネーブルにして設定する

場合、デフォルトの packets-in-burst は 10 になります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

グローバル スイッチング モードが truncated モードの場合、レイヤ 2 レート リミッタは設定できま

せん。

レート リミッタでは、次のようにパケットを制御します。

• フレームは、宛先 MAC アドレスによってレイヤ 2 制御フレームとして分類されます。宛先

MAC アドレスは、次のように使用されます。

－ IEEE BPDU には、0180.C200.0000

－ CDP には、0100.0CCC.CCCC

－ PVST/SSTP BPDU には、0100.0CCC.CCCD

• ソフトウェアは、フレームに LTL インデックスを割り当てます。

コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。

pdu pps BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）、CDP（シスコ検出プロト

コル）、PDU（プロトコル データ ユニット）、VTP（VLAN トランキング

プロトコル）PDU のレイヤ 2 制御パケットのレート制限を指定します。有

効値は 10 ～ 1000000 パケット / 秒です。

l2pt pps レイヤ 2 プロトコルトンネリング マルチキャスト MAC（メディア アクセ

ス制御）アドレスを持つレイヤ 2 制御パケットのレート制限を指定しま

す。有効値は 10 ～ 1000000 パケット / 秒です。 

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• LTL インデックスは、関連するすべてのフレームの集約レート制限のためにフォワーディング

エンジンに提出されます。

レイヤ 2 制御パケットは、次のとおりです。

• GVRP

• BPDU

• CDP/DTP/PAgP（ポート集約プロトコル）/UDLD（単一方向リンク検出）/VTP PDU

• PVST/SSTP PDU

トラフィックのレートが設定済みのレートを超えると、過剰なパケットがハードウェアでドロップ

されます。

pdu および l2pt レート リミッタは、9 ～ 12 などの特定のハードウェア レート リミッタ番号のみを

使用します。使用可能なレート リミッタ番号を表示するには、show mls rate-limit usage コマンドを

使用します。使用可能な番号は、出力フィールドに [Free] として表示されます。4 つのすべてのレー

ト リミッタが他の機能で使用されている場合に、この機能をオフにしてレイヤ 2 制御パケットの

レートを制限するように通知するシステム メッセージが表示されます。

例 次に、レイヤ 2 プロトコルトンネリング パケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定す

る例を示します。

Router(config)# mls rate-limit layer2 l2pt 3000
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit multicast ipv4
IPv4 マルチキャスト パケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定するには、mls rate-limit

multicast ipv4 コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

mls rate-limit multicast ipv4 {connected | fib-miss | igmp | ip-option | partial | non-rpf} pps 
[packets-in-burst]

no mls rate-limit multicast ipv4 {connected | fib-miss | igmp | ip-option | partial | non-rpf} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• packets-in-burst が設定されていない場合、マルチキャストにはデフォルトの 100 がプログラミ

ングされます。

• fib-miss ― 100000 pps でイネーブルです。packet-in-burst は 100 に設定されています。

• ip-option ― ディセーブルです。

• partial ― 100000 pps でイネーブルです。packet-in-burst は 100 に設定されています。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

グローバル スイッチング モードが truncated モードの場合、IPv4 レート リミッタは設定できません。

connected 直接接続された送信元からのマルチキャスト パケットのレート リミッタ

をイネーブルにして、設定します。

fib-miss FIB（転送情報ベース）にないマルチキャスト パケットのレート リミッタ

をイネーブルにして、設定します。

igmp IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）パケットのレート リ

ミッタをイネーブルにして、設定します。

ip-option IP オプションを持つマルチキャスト パケットのレート リミッタをイネー

ブルにして、設定します。

partial 部分的な SC ステート中のマルチキャスト パケットのレート リミッタを

イネーブルにして、設定します。

non-rpf RPF チェックに失敗したマルチキャスト パケットのレート リミッタをイ

ネーブルにして、設定します。

pps 1 秒間のパケット数。有効値は 10 ～ 1000000 パケット / 秒です。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA igmp および ip-option キーワードをサポートするように、このコマンドが

変更されました。

12.2(18)SXD ipv4 キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls rate-limit multicast ipv4

2-455
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

レート リミッタは、ハードウェア データ パスからソフトウェア データ パスにパントされるパケッ

トのレートを制限できます。レート リミッタは設定されたレートを超過するトラフィックをドロッ

プすることにより、ソフトウェアの制御パスを輻輳から保護します。

ip-option キーワードは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

例 次に、RPF チェックに失敗したマルチキャスト パケットのレート リミッタを設定する例を示しま

す。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 non-rpf 100
Router(config)# 

次に、部分的な SC ステート中のマルチキャスト パケットのレート リミッタを設定する例を示しま

す。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 partial 250
Router(config)# 

次に、FIB（転送情報ベース）にないマルチキャスト パケットのレート リミッタを設定する例を示

します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 fib-miss 15
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit multicast ipv6
IPv6 マルチキャスト レート リミッタを設定するには、mls rate-limit multicast ipv6 コマンドを使用

します。レート リミッタをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rate-limit multicast ipv6 {connected pps [packets-in-burst]} | {rate-limiter-name {share {auto | 
target-rate-limiter}}}

no mls rate-limit multicast ipv6 {connected | rate-limiter-type}

シンタックスの説明

デフォルト burst が設定されていない場合、マルチキャストにはデフォルトの 100 がプログラミングされます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

rate-limiter-name 引数は、現在プログラムされていないレート リミッタである必要があります。

target-rate-limiter 引数は、ハードウェアにプログラムされているレート リミッタである必要があり、

またそのグループ用にハードウェアにプログラムされた 初のレート リミッタである必要があり

ます。 

表 2-23 に、IPv6 レート リミッタおよび各レート リミッタが使用されるトラフィック クラスを示し

ます。

connected pps 直接接続された送信元からの IPv6 マルチキャスト パケットのレート リ

ミッタをイネーブルにして、設定します。有効値は 10 ～ 1000000 パケッ

ト / 秒です。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

rate-limiter-name レート リミッタ名。有効値は、default-drop、route-cntl、secondary-drop、

sg、starg-bridge、および starg-m-bridge です。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

share IPv6 レート リミッタの共有ポリシーを指定します。詳細については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

auto 共有ポリシーを自動的に決定します。

target-rate-limiter グループ用にハードウェアにプログラミングされた 初のレート リミッ

タ名であるレート リミッタ名。有効値は default-drop、route-cntl、

secondary-drop、sg、starg-bridge、および starg-m-bridge です。詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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IPv6 マルチキャスト トラフィックのレート リミッタを設定するには、次のいずれかの方式を使用

します。

• トラフィック クラスのレート リミッタの直接アソシエーション ― レートを選択し、レート リ
ミッタにこのレートを関連付けます。次に、1000 pps のレートおよび 1 バーストあたり 20 パ
ケットを選択して、default-drop レート リミッタにこのレートを関連付ける例を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 default-drop 1000 20

• レート リミッタの事前設定された他のレート リミッタとのスタティック共有 ― 使用可能な隣

接ベースのレート リミッタが不足している場合は、設定済みのレート リミッタ（ターゲット

レート リミッタ）を使用してレート リミッタを共有できます。次に、route-cntl レート リミッ

タを default-drop ターゲット レート リミッタと共有する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share default-drop

ターゲット レート リミッタが設定されていない場合、他のレート リミッタと共有するために

ターゲット レート リミッタを設定する必要があるというメッセージが表示されます。

• レート リミッタのダイナミック共有 ― 共有するレート リミッタが不明な場合は、share auto
キーワードを使用してダイナミック共有をイネーブルにします。ダイナミック共有をイネーブ

ルにすると、事前設定されたレート リミッタが選択され、この設定済みのレート リミッタと

所定のレート リミッタを共有します。次に、route-cntrl レート リミッタにダイナミック共有を

選択する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share auto

例 次に、直接接続された送信元からの IPv6 マルチキャスト パケットのレート リミッタを設定する例

を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 connected 1500 20
Router(config)# 

次に、特定のトラフィック クラス用にレート リミッタの直接アソシエーションを設定する例を示

します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 default-drop 1000 20
Router(config)# 

表 2-23 IPv6 レート リミッタ

レート リミッタ ID レート制限されるトラフィック クラス

Connected 直接接続された送信元トラフィック

Default-drop * (*, G/m)SSM

* (*, G/m)SSM 非 RPF

Route-control * (*, FF02::X/128)

Secondary-drop * (*, G/128) SPT しきい値が無限

SG * (S, G)RP-RPF ポストスイッチオーバー

* (*, FFx2/16)

Starg-bridge * (*, G/128) SM

* (*, G) が存在する場合は、SM 非 RPF トラフィック

Starg-M-bridge * (*, G/m) SM

* (*, FF/8)

* (*, G) が存在しない場合は、SM 非 RPF トラフィック
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次に、レート リミッタの事前設定された他のレート リミッタとのスタティック共有を設定する例

を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share default-drop
Router(config)# 

次に、route-cntrl レート リミッタのダイナミック共有をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share auto
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit unicast acl
ACL（アクセス コントロール リスト）ブリッジド レート リミッタをイネーブルにして、設定する

には、mls rate-limit unicast acl コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

mls rate-limit unicast acl {input | output | vacl-log} {pps [packets-in-burst]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• input ― ディセーブル

• output ― ディセーブル

• vacl-log ― 2000 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 1 に設定されています。

• packets-in-burst が設定されていない場合、ユニキャスト ケースには 10 がプログラミングされ

ます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン input および output キーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータで

はサポートされません。

レート リミッタは、ハードウェア データ パスからソフトウェア データ パスにパントされるパケッ

トのレートを制限できます。レート リミッタは設定されたレートを超過するトラフィックをドロッ

プすることにより、ソフトウェアの制御パスを輻輳から保護します。

pps を設定する時の有効値は次のとおりです。

• ACL 入力および出力の場合 ― 10 ～ 1000000 pps

• VACL ログの場合 ― 10 ～ 5000 pps

vacl-log packets-in-burst キーワードおよび引数は変更できません。デフォルトで 1 に設定されていま

す。

同じハードウェア レジスタを共有するケース（事例）があります。これらのケースは、次の 2 つの
グループに分類されます。

• グループ 1：

－ 出力 ACL ブリッジド パケット

－ 入力 ACL ブリッジド パケット

input 入力ACL ブリッジド ユニキャスト パケットのレート リミッタを指定します。

output 出力ACL ブリッジド ユニキャスト パケットのレート リミッタを指定します。

vacl-log VACL ログの場合のレート リミッタを指定します。

pps 1 秒あたりのパケット数。有効値については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX mls rate-limit unicast コマンドのフォーマットが変更されました。
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• グループ 2：

－ RPF 障害

－ ACL ドロップによる ICMP 到達不能

－ ルートなしによる ICMP 到達不能

－ IP エラー

各グループ内のすべての要素で同じハードウェア レジスタが使用または共有されます。たとえば、

ACL ブリッジド入力および出力パケットではレジスタ A を使用し、ICMP 到達不能、ルートなし、

および RPF 障害のそれぞれの場合においてレジスタ B を使用します。

通常、各グループ内の要素の 1 つを変更すると、そこで変更されたハードウェア レジスタと同じ

ハードウェア レジスタを使用するように、グループ内のすべての要素が上書きされます。上書き動

作が発生するたびに、警告メッセージが出力されます（ただし、service internal モードがイネーブ

ルの場合のみ）。上書き動作は、次の場合には発生しません。

• pps 値が、特定のケースにおいて 0（ゼロ）に設定されている場合 

• 入力または出力 ACL ブリッジド パケットのケースがディセーブルの場合は、これらのケース

が再びイネーブルになるまで上書きは発生しません。いずれかのケースがディセーブルの場合

は、このケースがイネーブルになるまで、もう一方のケースは影響を受けません。たとえば、

入力 ACL ブリッジド パケットに 100 pps のレートがプログラミングされている場合に、出力

ACL ブリッジド パケットに 200 pps のレートを設定すると、入力 ACL ブリッジド パケットの

レートは 200 pps に上書きされ、入力と出力の両方の ACL ブリッジド パケットのレートが 200
pps になります。

例 次に、ユニキャスト パケットの入力 ACL ブリッジド パケット リミッタを設定する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit unicast acl ingress 100
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit unicast cef
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）レート リミッタをイネーブルにして、設定するに

は、mls rate-limit unicast cef コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

mls rate-limit unicast cef {receive | glean} pps [packets-in-burst]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• receive ― ディセーブル

• glean ― ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CEF レート リミッタをイネーブルにすると、次の動作が発生します（記載した動作が受け入れ不能

である場合、CEF ブリッジ レート リミッタをディセーブルにしてください）。

• パケットが glean または receive の値に近づくと、入力 VLAN（仮想 LAN）に出力 ACL（アク

セス コントロール リスト）があり一致エントリ結果が拒否される場合、パケットはソフトウェ

アに送信されずドロップされることがあります。

• 一致 ACL エントリ結果がブリッジの場合、パケットは glean または receive のレート制限では

なく、（ON に設定されている場合）出力 ACL ブリッジ レート制限の対象になります。

• 出力 ACL ルックアップ結果が許可されるか、入力 VLAN に出力 ACL がない場合のみ、glean
または receive 隣接レート制限が適用されます。

例 次に、ユニキャスト パケットの CEF-glean リミッタを設定する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit unicast cef glean 5000
Router(config)# 

関連コマンド

receive 受信パケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定します。

glean ARP 解決パケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定します。

pps 1 秒間のパケット数。有効値は 10 ～ 1000000 パケット / 秒です。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。glean のデフォルトはディセーブルに変更されました。

コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit unicast ip
ユニキャスト パケットのレート リミッタをイネーブルにして、設定するには、mls rate-limit unicast

ip コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を

使用します。

mls rate-limit unicast ip {errors | features | options | rpf-failure} pps [packets-in-burst] 

mls rate-limit unicast ip icmp {redirect | unreachable {acl-drop pps} | no-route pps} 
[packets-in-burst]

no mls rate-limit unicast ip {errors | features | {icmp {redirect | unreachable {acl-drop | no-route}}} 
| options | rpf-failure} pps [packets-in-burst]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• packets-in-burst が設定されていない場合、ユニキャスト ケースのバーストにはデフォルトの 10
がプログラミングされます。

• errors ― 500 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 10 に設定されています。

• rpf-failure ― 500 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 10 に設定されています。

• icmp unreachable acl-drop ― 500 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 10 に設定されてい

ます。

• icmp unreachable no-route ― 500 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 10 に設定されてい

ます。

• icmp redirect ― ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

errors IP チェックサムおよび長さエラーによるユニキャスト パケット

のレート制限を指定します。

features レイヤ 3 のソフトウェア セキュリティ機能（許可プロキシ、IP

セキュリティ、検査など）によるユニキャスト パケットのレー

ト制限を指定します。

options オプションによるユニキャスト IPv4 パケットのレート制限を指

定します。

rpf-failure RPF 障害によるユニキャスト パケットのレート制限を指定しま

す。

pps 1 秒あたりのパケット数。有効値については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

icmp redirect ICMP リダイレクトを必要とするユニキャスト パケットのレー

ト制限を指定します。

icmp unreachable acl-drop pps ACL（アクセス コントロール リスト）によりドロップされたパ

ケットの ICMP 到達不能に関するレート制限をイネーブルにし

て、設定します。

icmp unreachable no-route pps FIB（転送情報ベース）にないパケットの ICMP 到達不能に関す

るレート制限をイネーブルにして、設定します。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

拒否されたパケットに OAL サポートを提供するには、mls rate-limit unicast ip icmp unreachable

acl-drop 0 コマンドを入力します。

OAL キャプチャと VACL キャプチャには互換性がありません。スイッチでは両方の機能を同時に

設定しないでください。OAL を設定した場合、SPAN（スイッチド ポート アナライザ）を使用して

トラフィックをキャプチャします。

レート リミッタは、ハードウェア データ パスからソフトウェア データ パスにパントされるパケッ

トのレートを制限できます。レート リミッタは設定されたレートを超過するトラフィックをドロッ

プすることにより、ソフトウェアの制御パスを輻輳から保護します。

（注） ICMP レート リミッタを設定するときに、ICMP リダイレクトが発生した場合は、同じインターフェ

イスで残りのトラフィックが転送される間、既存のデータ トラフィックはドロップされます。

pps を設定する場合の有効値は、0 および、10 ～ 1000000 です。pps を 0 に設定すると、ルート プ

ロセッサへのパケットのリダイレクションがグローバルにディセーブルになります。0 値は次の

レート リミッタではサポートされます。

• ICMP 到達不能 ACL ドロップ

• ICMP 到達不能ルートなし

• ICMP リダイレクト

• IP RPF 障害

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX mls rate-limit unicast コマンドの次のオプションに ip キーワードが追加さ

れました。

• options

• icmp

• rpf-failure

• errors

• features

これらのキーワードは、次のように変更されました。

• features キーワードによって、l3-features キーワードが置き換えられ

ました。

• mls rate-limit unicast icmp redirect コマンドによって、mls rate-limit
unicast icmp-redirect コマンドが置き換えられました。

• mls rate-limit unicast icmp unreachable コマンドによって、mls 
rate-limit unicast icmp-unreachable コマンドが置き換えられました。
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同じハードウェア レジスタを共有するケース（事例）があります。これらのケースは、次の 2 つの

グループに分類されます。

• グループ 1：

－ 出力 ACL ブリッジド パケット

－ 入力 ACL ブリッジド パケット

• グループ 2：

－ RPF 障害

－ ACL ドロップによる ICMP 到達不能

－ ルートなしによる ICMP 到達不能

－ IP エラー

各グループ内のすべての要素で同じハードウェア レジスタが使用または共有されます。たとえば、

ACL ブリッジド入力および出力パケットではレジスタ A を使用し、ICMP 到達不能、ルートなし、

および RPF 障害のそれぞれの場合においてレジスタ B を使用します。

通常、各グループ内の要素の 1 つを変更すると、そこで変更されたハードウェア レジスタと同じ

ハードウェア レジスタを使用するように、グループ内のすべての要素が上書きされます。上書き動

作が発生するたびに、警告メッセージが出力されます（ただし、service internal モードがイネーブ

ルの場合のみ）。上書き動作は、次の場合には発生しません。

• pps 値が、特定のケースにおいて 0（ゼロ）に設定されている場合 

• 入力または出力 ACL ブリッジド パケットのケースがディセーブルの場合は、これらのケース

が再びイネーブルになるまで上書きは発生しません。いずれかのケースがディセーブルの場合

は、このケースがイネーブルになるまで、もう一方のケースは影響を受けません。たとえば、

入力 ACL ブリッジド パケットに 100 pps のレートがプログラミングされている場合に、出力

ACL ブリッジド パケットに 200 pps のレートを設定すると、入力 ACL ブリッジド パケットの

レートは 200 pps に上書きされ、入力と出力の両方の ACL ブリッジド パケットのレートが 200
pps になります。

例 次に、ユニキャスト パケットの ICMP リダイレクト リミッタを設定する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip icmp redirect 250
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit unicast l3-features
ユニキャスト パケットのレイヤ 3 セキュリティ レート リミッタをイネーブルにして設定するに

は、mls rate-limit unicast l3-features コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rate-limit unicast l3-features pps [packets-in-burst] 

no mls rate-limit unicast l3-features pps [packets-in-burst]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 2000 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 1 に設定されています。

• packets-in-burst が設定されていない場合、ユニキャスト ケースには 10 がプログラミングされ

ます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、ユニキャスト パケットにレイヤ 3 セキュリティ レート リミッタを設定する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit unicast l3-features 5000
Router(config)# 

関連コマンド

pps 1 秒あたりのパケット数。有効値については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 2 に追加されました。

コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rate-limit unicast vacl-log
VACL ログ ケース レート リミッタをイネーブルにして設定するには、mls rate-limit unicast vacl-log

コマンドを使用します。レート リミッタをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

mls rate-limit unicast vacl-log {pps [packets-in-burst]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 2000 pps でイネーブルです。packets-in-burst は 1 に設定されています。

• packets-in-burst が設定されていない場合、ユニキャスト ケースには 10 がプログラミングされ

ます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

レート リミッタは、ハードウェア データ パスからソフトウェア データ パスにパントされるパケッ

トのレートを制限できます。レート リミッタは設定されたレートを超過するトラフィックをドロッ

プすることにより、ソフトウェアの制御パスを輻輳から保護します。

pps を設定する時の有効値は次のとおりです。

• ACL（アクセス コントロール リスト）入力および出力の場合 ― 10 ～ 1000000 pps

• VACL ログの場合 ― 10 ～ 5000 pps

pps を 0 に設定すると、ルート プロセッサへのパケットのリダイレクションがグローバルにディ

セーブルになります。

vacl-log packets-in-burst キーワードおよび引数は変更できません。デフォルトで 1 に設定されていま

す。

同じハードウェア レジスタを共有するケース（事例）があります。これらのケースは、次の 2 つの

グループに分類されます。

• グループ 1：

－ 出力 ACL ブリッジド パケット

－ 入力 ACL ブリッジド パケット

• グループ 2：

－ RPF 障害

－ ACL ドロップによる ICMP 到達不能

－ ルートなしによる ICMP 到達不能

pps 1 秒あたりのパケット数。有効値については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

packets-in-burst （任意）バースト内のパケット数。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 2 に追加されました。
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－ IP エラー

各グループ内のすべての要素で同じハードウェア レジスタが使用または共有されます。たとえば、

ACL ブリッジド入力および出力パケットではレジスタ A を使用し、ICMP 到達不能、ルートなし、

および RPF 障害のそれぞれの場合においてレジスタ B を使用します。

通常、各グループ内の要素の 1 つを変更すると、そこで変更されたハードウェア レジスタと同じ

ハードウェア レジスタを使用するように、グループ内のすべての要素が上書きされます。上書き動

作が発生するたびに、警告メッセージが出力されます（ただし、service internal モードがイネーブ

ルの場合のみ）。上書き動作は、次の場合には発生しません。

• pps 値が、特定のケースにおいて 0（ゼロ）に設定されている場合 

• 入力または出力 ACL ブリッジド パケットのケースがディセーブルの場合は、これらのケース

が再びイネーブルになるまで上書きは発生しません。いずれかのケースがディセーブルの場合

は、このケースがイネーブルになるまで、もう一方のケースは影響を受けません。たとえば、

入力 ACL ブリッジド パケットに 100 pps のレートがプログラミングされている場合に、出力

ACL ブリッジド パケットに 200 pps のレートを設定すると、入力 ACL ブリッジド パケットの

レートは 200 pps に上書きされ、入力と出力の両方の ACL ブリッジド パケットのレートが 200
pps になります。

例 次に、ユニキャスト パケットに VACL ログ ケース パケット リミッタを設定する例を示します。

Router(config)# mls rate-limit unicast vacl-log 100
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mls rate-limit MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報

を表示します。
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mls rp ip（グローバル コンフィギュレーション モード）
外部システムが MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）への IP ショートカットを確立

できるようにするには、mls rp ip コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、この

コマンドの no 形式を使用します。

mls rp ip [input-acl | route-map] 

no mls rp ip 

シンタックスの説明

デフォルト ショートカットは設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、外部システムが IP 入力アクセス リストを使用して IP ショートカットを確立できるようにす

る例を示します。

Router(config)# mls rp ip input-acl
Router(config)# 

関連コマンド

input-acl （任意）IP 入力アクセス リストをイネーブルにします。

route-map （任意）IP ルート マップをイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls ip インターフェイス上で内部ルータの MLS（マルチレイヤ スイッチ

ング）IP をイネーブルにします。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls rp ip（インターフェイス コンフィギュレーション モード）
指定されたインターフェイス上で外部システムが MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP をイネー

ブルにできるようにするには、mls rp ip コマンドを使用します。MLS IP をディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rp ip

no mls rp ip

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、外部システムがインターフェイス上で MLS IP をイネーブルにできるようにする例を示しま

す。

Router(config-if)# mls rp ip
Router(config-if)

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ip（グローバル コンフィギュ

レーション モード）

外部システムが MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィー

チャ カード）への IP ショートカットを設定できるように

します。

show mls ip multicast MLS IP 情報を表示します。
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mls rp ipx（グローバル コンフィギュレーション モード）
外部システムが MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）への MLS（マルチレイヤ ス

イッチング）IPX をイネーブルにできるようにするには、mls rp ipx コマンドを使用します。以前

のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rp ipx [input-acl]

no mls rp ipx 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、外部システムが MSFC への MLS IPX をイネーブルにして、ACL を上書きできるようにする

例を示します。

Router(config)# mls rp ipx input-acl
Router(config)# 

関連コマンド

input-acl （任意）MLS IPX をイネーブルにして、ACL（アクセス コントロール リス

ト）を上書きします。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ipx（インターフェイス コン

フィギュレーション モード）

インターフェイス上で外部システムが MLS IPX をイネー

ブルにできるようにします。

show mls rp ipx IPX MLS ルータ上のすべての IPX MLS インターフェイス

に関する詳細情報を表示します。
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mls rp ipx（インターフェイス コンフィギュレーション モード）
外部システムがインターフェイス上で MLS（マルチレイヤ スイッチング）IPX をイネーブルにで

きるようにするには、mls rp ipx コマンドを使用します。インターフェイス上で MLS IPX をディ

セーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rp ipx

no mls rp ipx

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、外部システムがインターフェイス上で MLS IPX をイネーブルにできるようにする例を示し

ます。

Router(config-if)# mls rp ipx
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls rp ipx（グローバル コンフィギュ

レーション モード）

外部システムが MSFC への MLS IPX をイネーブルにでき

るようにします。

show mls rp ipx IPX MLS ルータ上のすべての IPX MLS インターフェイス

に関する詳細情報を表示します。
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mls rp management-interface
インターフェイスを管理インターフェイスとしてイネーブルにするには、mls rp 

management-interface コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの

no 形式を使用します。

mls rp management-interface

no mls rp management-interface

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスを管理インターフェイスとしてイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls rp management-interface
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls rp MLS（マルチレイヤ スイッチング）の詳細情報を表示します。
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mls rp nde-address
NDE（NetFlow データ エクスポート）アドレスを指定するには、mls rp nde-address コマンドを使

用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rp nde-address ip-address

no mls rp nde-address ip-address

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン IP サブネット アドレスを指定するには、次の構文を使用します。

• ip-subnet-addr ― サブネット アドレスのショート フォーマット。IP アドレス YY.YY.YY.00 の

末尾の 10 進数 00 は、IP サブネット アドレスの境界を指定します。たとえば、172.22.36.00 は

24 ビット サブネット アドレス（サブネット マスク 172.22.36.00/255.255.255.0）を示し、

173.24.00.00 は 16 ビット サブネット アドレス（サブネット マスク 173.24.00.00/255.255.0.0）を

示します。ただし、このフォーマットで識別できるのは、8、16、または 24 ビットのサブネッ

ト アドレスのみです。

• ip-addr/subnet-mask ― サブネット アドレスのロング フォーマット。たとえば、

172.22.252.00/255.255.252.00 は、22 ビット サブネット アドレスを示します。このフォーマット

は、任意のビット数のサブネット アドレスを指定できます。より柔軟に指定するには、ip-addr
に 172.22.253.1/255.255.252.00 のような完全ホスト アドレスを指定します。

• ip-addr/maskbits ― サブネット アドレスの簡易ロング フォーマット。マスク ビットは、ネット

ワーク マスクのビット数を指定します。たとえば、172.22.252.00/22 は、22 ビット サブネット

アドレスを示します。ip-addr は、193.22.253.1/22 のような完全ホスト アドレスです。このアド

レスのサブネット アドレスは、ip-subnet-addr と同じです。

例 次に、NDE アドレスを 170.25.2.1 に設定する例を示します。

Router(config)# mls rp nde-address 170.25.2.1
Router(config)#

関連コマンド

ip-address NDE IP アドレス

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls rp MLS（マルチレイヤ スイッチング）の詳細情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
mls rp vlan-id

2-474
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

mls rp vlan-id
インターフェイスに VLAN（仮想 LAN）ID を割り当てるには、mls rp vlan-id コマンドを使用しま

す。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

mls rp vlan-id {vlan-id}

no mls rp vlan-id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスに VLAN ID を割り当てる例を示します。

Router(config-if)# mls rp vlan-id 4
Router(config-if)#

関連コマンド

vlan-id VLAN ID 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls rp MLS（マルチレイヤ スイッチング）の詳細情報を表示します。
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mls rp vtp-domain
インターフェイスを VTP（VLAN トランキング プロトコル）ドメインにリンクするには、mls rp

vtp-domain コマンドを使用します。以前のエントリを削除する場合は、このコマンドの no 形式を

使用します。

mls rp vtp-domain name

no mls rp vtp-domain name

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスを VTP ドメインにリンクする例を示します。

Router(config-if)# mls rp vtp-domain EverQuest
Router(config-if)#

関連コマンド

name  VLAN（仮想 LAN）ドメイン名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls rp MLS（マルチレイヤ スイッチング）の詳細情報を表示します。

vtp グローバル VTP ステートを設定します。
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mls sampling
サンプリング済み NetFlow をイネーブルにして、サンプリング方式を指定するには、mls sampling

コマンドを使用します。サンプリング済み NetFlow をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls sampling {{time-based rate} | {packet-based rate [interval]}}

no mls sampling

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン サンプリング済み NetFlow は、レイヤ 3 インターフェイスでのみサポートされています。

NDE（NetFlow データ エクスポート）がディセーブルの場合も、サンプリング済み NetFlow をイ

ネーブルにできますが、フローはエクスポートされません。

パケットベース サンプリングの場合、パケット数が n のフローは n/m 回サンプリングされます（m

はサンプリング レート）。

時間ベース サンプリングは、各サンプリング レートに事前設定されたインターバルに基づいて行

われます。表 2-24 に、各レートおよび期間におけるサンプル インターバルを示します。

time-based rate 時間ベースのサンプリング レートを指定します。有効値は 64、128、256、

512、1024、2046、4096、および 8192 です。詳細については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

packet-based rate パケット ベースのサンプリング レートを指定します。有効値は 64、128、

256、512、1024、2046、4096、および 8192 です。

interval （任意）サンプリング インターバル。有効値は 8000 ～ 16000 ミリ秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のようにこのコマンドが変更されました。

• 各レートおよび期間における 小サンプリング インターバルが 4000
から 8000 ミリ秒に変更されました。

• 時間ベース サンプリングの各サンプリング レートに関する時間ペア

が変更されました。表 2-24 に新しい時間ペアを示します。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

表 2-24 時間ベース サンプリングのインターバル

サンプリング レート サンプリング時間（ミリ秒） エクスポート インターバル（ミリ秒）

1/64 128 8192

1/128 64 8192 

1/256 32 8192 

1/512 16 8192
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例 次に、時間ベース NetFlow サンプリングをイネーブルにして、サンプリング レートを設定する例を

示します。

Router(config)# mls sampling time-based 1024
Router(config)#

次に、パケットベース NetFlow サンプリングをイネーブルにして、サンプリング レートおよびイン

ターバルを設定する例を示します。

Router(config)# mls sampling packet-based 1024 8192
Router(config)#

関連コマンド

1/1024 8 8192 

1/2048 4 8192 

1/4096 4 16384

1/8192 4 32768

表 2-24 時間ベース サンプリングのインターバル（続き）

サンプリング レート サンプリング時間（ミリ秒） エクスポート インターバル（ミリ秒）

コマンド 説明

mls netflow sampling インターフェイス上で、サンプリング済み NetFlow をイネーブルに

します。

show mls sampling サンプリング済み NDE ステータスに関する情報を表示します。
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mls switching
ハードウェア スイッチングをイネーブルにするには、mls switching コマンドを使用します。ハード

ウェア スイッチングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mls switching

no mls switching

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、ハードウェア スイッチングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls switching
Router(config)#

次に、ハードウェア スイッチングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls switching
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls switching unicast インターフェイス上でユニキャスト トラフィックのハードウェア

スイッチングをイネーブルにします。
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mls switching unicast
インターフェイス上でユニキャスト トラフィックのハードウェア スイッチングをイネーブルにす

るには、mls switching unicast コマンドを使用します。インターフェイス上でユニキャスト トラ

フィックのハードウェア スイッチングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用

します。

mls switching unicast

no mls switching unicast

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、インターフェイスのハードウェア スイッチングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mls switching unicast
Router(config-if)#

次に、インターフェイスのハードウェア スイッチングをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no mls switching unicast
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls switching ハードウェア スイッチングをイネーブルにします。
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mls verify
ハードウェアでのレイヤ 3 エラー チェックをイネーブルにするには、mls verify コマンドを使用し

ます。ハードウェアでのレイヤ 3 エラー チェックをディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

mls verify {ip | ipx} {checksum | {length {consistent | minimum}}}

no mls verify {ip | ipx} {checksum | {length {consistent | minimum}}}

シンタックスの説明

デフォルト checksum

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 短すぎる IP パケットとは、IP ヘッダー長または IP 合計長フィールドが 20 バイト未満の IP パケッ

トです。

PFC3B および PFC3BXL モードでは、mls verify ip length minimum コマンドを入力した場合、IP プ

ロトコル フィールドが次のいずれかのタイプに一致する場合に限り、有効な IPv4 パケットがハー

ドウェアによってスイッチングされます。

• ICMP（1）

• IGMP（2）

• IP（4）

• TCP（6）

• UDP（17）

• IPv6（41）

• GRE（47）

• SIPP-ESP（50）

no mls verify ip length minimum コマンドを入力した場合、短すぎるパケットがハードウェアにより

スイッチングされます。IP プロトコル = 6（TCP）である短すぎるパケットはソフトウェアに送信

されます。

ip IP チェックサム エラーを指定します。

ipx IPX チェックサム エラーを指定します。

checksum チェックサム エラー チェックを指定します。

length consistent レイヤ 2 の長さに関する一貫性チェックをイネーブルにします。

length minimum レイヤ 2 の 小長パケット チェックをイネーブルにします。

minimum レイヤ 2 の 小長パケット チェックをイネーブルにします。

consistent レイヤ 2 の長さに関する一貫性チェックを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 720 で minimum キーワードが追加されるように、このコ

マンドが変更されました。Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポー

トが 12.2 SX リリースに拡張されました。
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例 次に、ハードウェアでのレイヤ 3 エラー チェックをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls verify ip checksum
Router(config)#

次に、ハードウェアでのレイヤ 3 エラー チェックをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mls verify ip checksum
Router(config)#

mobility
ワイヤレス mGRE トンネルを設定するには、mobility コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mobility {network-id id} | {tcp adjust-mss}

mobility [trust | broadcast]

シンタックスの説明

デフォルト 信頼できないネットワーク

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、WLSM が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみです。

tcp adjust-mss キーワードは、mGRE トンネル インターフェイスでのみサポートされます。

ip tcp adjust-mss value コマンドを入力して TCP MSS を低い値に変更できます。

信頼できるネットワークは、DHCP またはスタティック IP アドレスを使用できます。信頼できない

ネットワークは、DHCP クライアントのみをサポートします。

network-id id mGRE トンネルのワイヤレス ネットワーク ID を指定します。有効値は 1

～ 4095 です。

tcp adjust-mss アクセス ポイントにある TCP SYN および TCP ACK の MSS 値を自動的に

調整します。

trust （任意）信頼できるネットワークを指定します。

broadcast （任意）mGRE トンネルが NBMA（非ブロードキャスト マルチアクセス）

を BMA に変換するように指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXD3 tcp adjust-mss キーワードが追加されるように、このコマンドが変更され

ました。
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例 次に、mGRE トンネルのネットワーク ID 番号を指定する例を示します。

Router (config-if)# mobility network-id 200
Router (config-if)#

次に、信頼できるネットワークを指定する例を示します。

Router (config-if)# mobility trust
Router (config-if)#

次に、mGRE トンネルが NBMA を BMA に変換するように指定する例を示します。

Router (config-if)# mobility broadcast
Router (config-if)#

次に、アクセス ポイントにある TCP SYN および TCP ACK の MSS 値を自動的に調整する例を示し

ます。

Router (config-if)# mobility tcp adjust-mss
Router (config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

ip tcp adjust-mss ルータを通過する TCP SYN パケットの MSS 値を調整します。

show mobility レイヤ 3 のモビリティおよびワイヤレス ネットワークに関する情

報を表示します。
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mode
冗長モードを設定するには、mode コマンドを使用します。

mode {rpr | rpr-plus | sso}

シンタックスの説明

デフォルト Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、デフォルトは次のとおりで

す。

• システムが冗長に設定されておらず、アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン

に同じイメージがインストールされている場合は、SSO モードです。

• 異なるバージョンがインストールされている場合は、RPR モードです。

• 冗長がイネーブルの場合、デフォルトではユーザが設定したモードになります。

Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、デフォルトは次のとおりです。

• システムが冗長に設定されておらず、アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン

に同じイメージがインストールされている場合は、RPR+ モードです。

• 異なるバージョンがインストールされている場合は、RPR モードです。

• 冗長がイネーブルの場合、デフォルトではユーザが設定したモードになります。

コマンド モード 冗長コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン SSO は、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされません。

Release 12.2(17d)SXB より前のリリースでは、SSO 付き SRM 冗長モードでは、マルチキャスト ト

ラフィックのステートフル スイッチオーバーはサポートされません。スイッチオーバーが発生した

ときに、マルチキャスト ハードウェア スイッチング エントリはすべて削除されてから、新規のア

クティブ MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）によって再び作成され、ハードウェ

アにインストールされます。

SRM/SSO は、次のリリースでのみサポートされます。

• Release 12.2(17b)SXA および Release 12.2(17b)SXA に続くリビルド

• Release 12.2(17b)SXB および Release 12.2(17b)SXB に続くリビルド

rpr RPR モードを指定します。

rpr-plus RPR+ モードを指定します。

sso SSO モードを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA SSO モードがサポートされ、デフォルト モードが変更されるように、こ

のコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB 次のようにこのコマンドが変更されました。

• マルチキャスト トラフィックおよびユニキャスト トラフィックをサ

ポートします。

• Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに

拡張されました。
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NSF/SSO 冗長モードは、IPv4 をサポートします。NSF/SSO 冗長モードは、IPv6、IPX および MPLS

をサポートしません。

冗長スーパーバイザ エンジンが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータに MPLS（マルチプロトコ

ル ラベル スイッチング）を設定した場合、Cisco 7600 シリーズ ルータを RPR モードに設定する必

要があります。スイッチは、SSO のデフォルト モードでは動作しません。

冗長コンフィギュレーション モードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モード

で redundancy コマンドを入力します。冗長コンフィギュレーション モードで、mode コマンドを

入力できます。

システムを RPR+ モードに設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• RPR+ モードおよび SSO モードをサポートするには、アクティブおよびスタンバイスーパーバ

イザ エンジンに互換性のあるイメージをインストールする必要があります。

• 両方のスーパーバイザ エンジンで同じバージョンの Cisco IOS ソフトウェアが稼働している必

要があります。

• スイッチオーバーが発生したときにオンライン状態でないモジュールはリセットされ、スイッ

チオーバー時にリロードされます。

• スイッチオーバーが発生すると、FIB（転送情報ベース）テーブルは消去されます。その結果、

ルート テーブルが再コンバージェンスするまで、ルーテッド トラフィックは中断されます。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンはモードが変更されると必ずリロードを行い、現在のモード

で作業を開始します。

例 次に、冗長モードを RPR+ に設定する例を示します。

Router(config)# redundancy
Router(config-red)# mode rpr-plus
Router(config-red)#

次に、冗長モードを SSO に設定する例を示します。

Router(config)# redundancy
Router(config-red)# mode sso
Router(config-red)#

関連コマンド コマンド 説明

redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

redundancy force-switchover アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンに強制的に切り替えます。

route-converge-interval 古い FIB エントリが除去されるまでのタイム インターバル

を設定します。

show redundancy RF 情報を表示します。

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータス

およびコンフィギュレーションを表示します。
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mode dot1q-in-dot1q access-gateway
802.1Q-in-802.1Q（QinQ）VLAN（仮想 LAN）変換でゲートウェイとして動作するように、ギガビッ

ト イーサネット WAN インターフェイスをイネーブルにするには、mode dot1q-in-dot1q access-gateway

コマンドを使用します。インターフェイス上で QinQ VLAN 変換をディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway 

no mode dot1q-in-dot1q access-gateway 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

802.1Q では、パケットに 2 つの VLAN タグを付けるトランキング オプションを提供して、中間ネッ

トワークで複数の VLAN をまとめてトランキングできるようにします。このような二重タグ付きト

ンネルの使用を、QinQ トンネリングとも呼びます。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドは、パケットに 2 つの VLAN タグを付けることにより

QinQ トンネリングを拡張し、中間ネットワークで複数の VLAN をまとめてトランキングできるよ

うにします。この二重タグ付きトンネルを使用すると、次の機能が実行されます。

• VLAN タグの組み合わせに基づいて、2 つの 802.1Q VLAN タグを付けたパケットを宛先サービ

スにスイッチングします。

• VLAN タグに基づくトラフィック シェーピングをサポートします。

• 内部（カスタマー）VLAN タグから外部（サービス プロバイダー）VLAN タグに、802.1P 
Prioritization ビット（P ビット）を、コピーします。

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、QinQ リンク バンドリングをイネーブルにする

ために、複数の GE-WAN インターフェイスを仮想ポートチャネル インターフェイスに組み合わせ

ることができます。これらのインターフェイスを組み合わせると、設定が簡素になるだけでなく、

GE-WAN OSM によってバンドルのメンバである物理インターフェイス間にある PE VLAN のロー

ドバランシングすることができます。また、リンク バンドルにある任意のインターフェイス メン

バがダウンした場合、PE VLAN は自動的にバンドルの別のメンバに再割り当てされます。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE 仮想ポートチャネル インターフェイスを使用する QinQ リンク バンドル

のサポートが追加されました。
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（注） mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドを使用する前に、インターフェイス上で設定された IP
アドレスをすべて削除する必要があります。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドを設定してから、bridge-domain（サブインターフェイ

ス コンフィギュレーション）コマンドを使用して、VLAN マッピングが各サブインターフェイス上

で使用されるように設定します。

注意 インターフェイス上で mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドを使用すると、インターフェ

イス上で設定された可能性のあるすべてのサブインターフェイスが自動的に削除されます。また、

インターフェイスおよびそのサブインターフェイス上で事前に使用された可能性のある内部

VLAN はすべて解放され、QinQ 変換で再利用できるようにします。このコマンドの no 形式を使用

しても、同様の状況が発生します。つまり、すべてのサブインターフェイスが削除され、インター

フェイスおよびサブインターフェイスで現在使用中の VLAN はすべて解放されます。mode
dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドを入力する前に、インターフェイス コンフィギュレーショ

ンを保存することを推奨します。

（注） （show counters interface port-channel および show interface port-channel counters コマンドによって

表示される）ポートチャネル インターフェイス カウンタは、QinQ リンク バンドリング用に

GE-WAN インターフェイスを使用しているチャネル グループではサポートされません。ただし、

（counters キーワードのない）show interface port-channel {number | number.subif} コマンドはサポー

トされます。

ヒント mls qos trust コマンドは、mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドが設定された GE-WAN イン

ターフェイスまたはポートチャネル グループでは無効です。この設定では、これらのインターフェ

イスやポート チャネルは常に VLAN CoS（サービス クラス）ビットを信頼します。

例 次に、mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドの一般的な設定例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 4/1 
Router(config-if)# mode dot1q-in-dot1q access-gateway 
Router(config-if)# 

次に、まず IP アドレス コンフィギュレーションを削除せずに、mode dot1q-in-dot1q access-gateway

コマンドを設定しようとすると表示されるシステム メッセージの例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 3/0 
Router(config-if)# mode dot1q-in-dot1q access-gateway 

% interface GE-WAN3/0 has IP address 192.168.100.101 
configured. Please remove the IP address before configuring 
'mode dot1q-in-dot1q access-gateway' on this interface. 

Router(config-if)# no ip address 192.168.100.101 255.255.255 
Router(config-if)# mode dot1q-in-dot1q access-gateway 
Router(config-if)# 
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次に、mode dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドのno形式を使用してインターフェイス上の QinQ

マッピングをディセーブルにする例を示します。さらに、このコマンドは自動的にインターフェイ

ス上のすべてのサブインターフェイスおよびすべてのサブインターフェイス QinQ マッピング

（bridge-domain［サブインターフェイス コンフィギュレーション］コマンドで設定された）を削除

します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface GE-WAN 3/0 
Router(config-if)# no mode dot1q-in-dot1q access-gateway 
Router(config-if)# 

次に、2 つの GE-WAN インターフェイスとともに作成され、割り当てられた仮想ポートチャネル

インターフェイスの例を示します。さらに、ポート チャネル インターフェイス上で mode

dot1q-in-dot1q access-gateway コマンドがイネーブルになり、QinQ リンク バンドルとして機能でき

るようになります。

Router(config)# interface port-channel 20 
Router(config-if)# interface GE-WAN 3/0 
Router(config-if)# port-channel 20 mode on 
Router(config-if)# interface GE-WAN 3/1 
Router(config-if)# port-channel 20 mode on 
Router(config-if)# interface port-channel 20 
Router(config-if)# no ip address 
Router(config-if)# mode dot1q-in-dot1q access-gateway 
Router(config-if)# 

次に、1 つまたは複数の無効なインターフェイスを含むポートチャネル インターフェイスで QinQ

変換をイネーブルにしようとした場合に表示されるエラー メッセージの例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface port-channel 30 
7600-2(config-if)# mode dot1q-in-dot1q access-gateway 

% 'mode dot1q-in-dot1q access-gateway' is not supported on Port-channel30 
% Port-channel30 contains 2 Layer 2 Gigabit Ethernet interface(s)

Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

bridge-domain（サブインターフェ

イス コンフィギュレーション）

指定された vlan-id に PVC（相手先固定接続）バインドしま

す。

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーション

モードをアクセスして QoS クラス マップを設定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアク

セスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コ

ンフィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN タ

グからのプライオリティ値を使用して設定します。

show cwan qinq QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク VLAN

を表示します。

show cwan qinq bridge-domain ギガビット イーサネット WAN インターフェイスの QinQ 変

換で使用されるプロバイダー エッジ VLAN ID を表示する

か、または特定のプロバイダー エッジ VLAN に使用される

カスタマー エッジ VLAN を表示します。
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monitor event-trace（EXEC）
指定された Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントのイベント トレース機能を制御

するには、monitor event-trace（EXEC）コマンドを使用します。

monitor event-trace all-traces {{continuous [cancel]} | {dump [merged] [pretty]}}

monitor event-trace l3 {clear | {continuous [cancel]} | disable | {dump [pretty]} | enable | {interface 
type mod/port} | one-shot}

monitor event-trace spa {clear | {continuous [cancel]} | disable | {dump [pretty]} | enable | one-shot}

monitor event-trace subsys {clear | {continuous [cancel]} | disable | {dump [pretty]} | enable | 
one-shot}

シンタックスの説明

デフォルト トレース情報は、バイナリ フォーマットで保存されます。

show cwan qinq interface 1 つまたはすべてのギガビット イーサネット WAN インター

フェイスまたはポート チャネル インターフェイスにおける

IEEE QinQ 変換に関するインターフェイス統計情報を表示し

ます。

show cwtlc qinq QinQ 変換に関連し、スーパーバイザ エンジンにオンボード

の XCM に格納されている情報を表示します。

コマンド 説明

all-traces 設定されている結合イベント トレースを表示します。

continuous 新のイベント トレース エントリを継続的に表示します。

cancel （任意） 新トレース エントリの継続的な表示をキャンセルします。

dump イベント トレース結果を monitor event-trace（グローバル コンフィギュ

レーション）コマンドを使用して設定されたファイルに書き込みます。

merged （任意）時間でソートされたすべてのイベント トレース内のエントリを

ダンプします。

pretty （任意）イベント トレース メッセージを ASCII フォーマットで保存しま

す。

l3 レイヤ 3 トレースに関する情報を表示します。

clear トレースをクリアします。

disable 指定されたコンポーネントのイベント トレーシングをオフにします。

enable 指定されたコンポーネントのイベント トレーシングをオンにします。

interface type mod/port 記録するインターフェイスを指定します。

one-shot 既存のトレース情報をメモリからクリアし、イベント トレーシングを再

び開始して、トレースが monitor event-trace（グローバル コンフィギュ

レーション）コマンドを使用して指定されたサイズに到達した場合にト

レースをディセーブルにします。

spa SPA トレースに関する情報を表示します。

subsys サブシステムの初期トレースに関する情報を表示します。
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コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン イベント トレース データの収集内容、時期、方法を制御するには、monitor event-trace（EXEC）を

使用します。monitor event-trace（グローバル コンフィギュレーション）コマンドを使用してネッ

トワーキング デバイスのイベント トレース機能を設定したあとにこのコマンドを使用します。

トレース メッセージは、バイナリ フォーマットで保存されます。

（注） トレースから収集されるデータの総量は、トレースの各インスタンスに monitor event-trace（グロー

バル コンフィギュレーション）コマンドを使用して設定されたトレース メッセージ サイズにより

ます。

Cisco IOS ソフトウェアを使用することにより、起動時にサブシステム コンポーネントでイベント

トレーシングのサポートをイネーブルにするかディセーブルにするかを定義できます。イベント ト

レーシングは、monitor event-trace（EXEC）コマンドまたは monitor event-trace（グローバル コン

フィギュレーション） コマンドのいずれかを使用して、イネーブルにしたりディセーブルにしたり

できます。再びイベント トレーシングをイネーブルにするには、これらのいずれかのコマンドの

enable 形式を入力します。

サブシステムでイベント トレーシングがイネーブルかディセーブルかを判断するには、monitor

event-trace ?  コマンドを使用して、イベント トレーシングをサポートするソフトウェア コンポー

ネントのリストを取得します。サブシステムでイベント トレーシングがデフォルトでイネーブルか

どうかを判断するには、show monitor event-trace コマンドを使用してトレース メッセージを表示

します。

トレース メッセージを表示するには、show monitor event-trace コマンドを使用します。

単一イベントのトレース メッセージ情報を保存するには、monitor event-trace component dump コ

マンドを使用します。デフォルトで、トレース情報はバイナリ フォーマットで保存されます。追加

のアプリケーション処理などのためにトレース メッセージを ASCII フォーマットで保存したい場

合、 monitor event-trace component dump pretty コマンドを使用します。

現在、ネットワーキング デバイスでイネーブルである全イベントに対するトレース メッセージを

1 つのファイルに書き込むには、monitor event-trace dump-file（グローバル コンフィギュレーショ

ン）コマンドを入力します。

トレース情報を保存するファイルを設定するには、monitor event-trace（グローバル コンフィギュ

レーション）コマンドを使用します。

例 次に、イベント トレーシングを停止し、現在のメモリ内容をクリアして、SPA コンポーネントのト

レース機能を再びイネーブルにする例を示します。この例では、ネットワーキング デバイスでト

レース機能が設定されていてイネーブルであると仮定しています。

Router# monitor event-trace spa disable 
Router# monitor event-trace spa clear 
Router# monitor event-trace spa enable 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、one-shot キーワードを使用して、多数のコマンドを入力せずに、前の例と同じ機能を実行す

る例を示します。トレース メッセージ ファイルのサイズを超過すると、トレースを打ち切ります。

Router# monitor event-trace spa one-shot 
Router#

次に、イベントのトレース メッセージをバイナリ形式で書き込む例を示します。IPC コンポーネン

トのトレース メッセージが 1 つのファイルに書き込まれます。

Router# monitor event-trace ipc dump 
Router#

次に、イベントのトレース メッセージを ASCII 形式で書き込む例を示します。この例では、MBUS

コンポーネント用のトレース メッセージが 1 つのファイルに書き込まれます。

Router# monitor event-trace mbus dump pretty 
Router#

関連コマンド コマンド 説明

monitor event-trace（グローバル コ

ンフィギュレーション）

指定された Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポー

ネントのイベント トレーシングを設定します。

show monitor event-trace Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントのイベ
ント トレース メッセージを表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

monitor event-trace（グローバル コンフィギュレーション）

2-491
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

monitor event-trace（グローバル コンフィギュレーション）
指定された Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントのイベント トレーシングを設定

するには、 monitor event-trace（グローバル）コマンドを使用します。デフォルト設定でイベント ト

レーシングをイネーブルまたはディセーブルに変更する場合は、このコマンドの「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

monitor event-trace all-traces dump-file filename

monitor event-trace l3 {disable | dump-file filename | enable | size number | {stacktrace [depth]}}

monitor event-trace sequence-number

monitor event-trace spa {disable | dump-file filename | enable | size number | {stacktrace [depth]}}

monitor event-trace stacktrace

monitor event-trace subsys {disable | dump-file filename | enable | size number | {stacktrace [depth]}}

monitor event-trace timestamps [{datetime [localtime] [msec] [show-timezone]} | uptime]

シンタックスの説明

デフォルト ソフトウェア コンポーネントによってイネーブルまたはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

dump-file filename 結合トレースを含むダンプ ファイルを保存する URL を指定します。

l3 レイヤ 3 トレースに関する情報を表示します。

disable イベント トレーシングをオフにします。

enable イベント トレーシングをオンにします。

size number トレースの単一インスタンスでメモリに書き込めるメッセージ数を設定

します。有効な値は 1 ～ 65536 メッセージです。

stacktrace イベント トレース エントリとともに保存されているスタック トレースを

表示します。

depth （任意）トレースポイントのトレース コール スタック。有効値は 1 ～ 16

です。

sequence-number イベント トレース エントリをシーケンス番号で表示します。

spa SPA トレースに関する情報を表示します。

stacktrace イベント トレース エントリとともに保存されているスタック トレースを
表示します。

subsys サブシステムの初期トレースに関する情報を表示します。

timestamps イベント トレースのタイム スタンプの形式に関する情報を表示します。

datetime （任意）イベント トレースのタイム スタンプの形式に関する情報を表示し

ます。

localtime （任意）イベント トレースのタイム スタンプの形式に関する情報を表示

し、日付と時間を含めます。

msec （任意）タイム スタンプにミリ秒を含めます。

show-timezone （任意）イベント トレースのタイム スタンプの形式に関する情報を表示

し、時間帯情報を含めます。

uptime （任意）システム アップタイムに関するタイム スタンプされた情報を表示

します。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） イベント トレーシングは、ソフトウェア診断ツールとしての使用を想定しているため、TAC 担当

者が指示した場合のみ設定してください。サブシステムにイベント トレース機能をサポートして

いない Cisco IOS ソフトウェア イメージでは、monitor event-trace（グローバル コンフィギュレー

ション）コマンドを使用できません。

Cisco IOS ソフトウェアを使用することにより、サブシステム コンポーネントはデフォルトでイベ

ント トレーシングのサポートをイネーブルにするかディセーブルにするかを定義できます。イベン

ト トレーシングのデフォルト設定は、monitor event-trace（EXEC） コマンドまたは monitor

event-trace（グローバル コンフィギュレーション） コマンドを使用することで変更できます。

また、デフォルト設定はコンフィギュレーション ファイルに表示されません。サブシステム ソフ

トウェアがデフォルトでイベント トレーシングをイネーブルにする場合、monitor event-trace

component enableコマンドはネットワーキング デバイスのコンフィギュレーション ファイルに現れ

ませんが、サブシステムがデフォルトでイネーブルにしたイベント トレーシングをディセーブルに

すると、コンフィギュレーション ファイルに 1 行が作成されます。

（注） トレースから収集されるデータの総量は、トレースの各インスタンスに monitor event-trace（グロー

バル コンフィギュレーション）コマンドを使用して設定されたトレース メッセージ サイズにより

ます。

メモリ内のイベント トレース メッセージの数がサイズを超過した場合、新しいメッセージがファ

イル内の古いメッセージを上書きします。

filename の 大長（パスおよびファイル名）は 100 文字で、パスはネットワーキング デバイス内の

フラッシュ メモリ、TFTP、または FTP サーバを指定できます。

サブシステムでイベント トレーシングがイネーブルかディセーブルかを判断するには、monitor

event-trace ?  コマンドを使用して、イベント トレーシングをサポートするソフトウェア コンポー

ネントのリストを取得します。

サブシステムでイベント トレーシングがデフォルトでイネーブルかどうかを判断するには、show

monitor event-trace コマンドを使用してトレース メッセージを表示します。

トレースポイントのトレース コール スタックを指定するには、まずトレース バッファをクリアす

る必要があります。

例 次に、イベント トレーシングを停止し、現在のメモリ内容をクリアして、SPA コンポーネントのト

レース機能を再びイネーブルにする例を示します。この例では、ネットワーキング デバイスでト

レース機能が設定されていてイネーブルであると仮定しています。

Router(config)# monitor event-trace spa disable 
Router(config)# monitor event-trace spa clear 
Router(config)# monitor event-trace spa enable 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

monitor event-trace（グローバル コンフィギュレーション）

2-493
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

関連コマンド コマンド 説明

monitor event-trace（EXEC） 指定された Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポー

ネントのイベント トレース機能を制御します。

show monitor event-trace Cisco IOS ソフトウェア サブシステム コンポーネントのイベ
ント トレース メッセージを表示します。
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monitor permit-list 
宛先ポート許可リストを設定するか、既存の宛先ポート許可リストを追加するには、monitor

permit-list コマンドを使用します。既存の宛先ポート許可リストを削除したりクリアしたりするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

monitor permit-list 

monitor permit-list destination {interface type} {slot/port[-port] [, type slot/port - port] 

no monitor permit-list 

no monitor permit-list destination {interface type} {slot/port[-port] [, type slot/port - port] 

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポートを偶発的に宛先に設定しないようにするために、宛先として使用できるポートの許可リスト

を作成できます。宛先ポート許可リストを設定すると、許可リスト内のポートのみを宛先に設定で

きます。

例 次に、ギガビット イーサネット ポート 5/1 ～ 5/4 および 6/1 を含む宛先ポート許可リストを設定す

る例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# monitor permit-list 
Router(config)# monitor permit-list destination interface gigabitethernet 5/1-4, 
gigabitethernet 6/1 

関連コマンド

destination 宛先ポートを指定します。

interface type インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、または tengigabitethernet です。

slot/port スロットおよびポート番号

-port （任意）ポートの範囲

, （任意）追加のインターフェイス タイプとポートの範囲

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show monitor permit-list 許可リスト ステートおよび設定済みのインターフェイスを表示し

ます。
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monitor session
新規 SPAN（スイッチド ポート アナライザ）、RSPAN（リモート SPAN）、または ERSPAN セッショ

ンの開始、既存のセッションに対するインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）の追加や削除、

特定の VLAN への ERSPAN、SPAN、または RSPAN トラフィックのフィルタリング、セッション

の削除を行うには、monitor session コマンドを使用します。セッションから送信元または宛先イン

ターフェイスを 1 つまたは複数削除したり、セッションから送信元 VLAN を削除したり、セッショ

ンを削除したりするには、このコマンドの no 形式を使用します。

monitor session session source {{interface type} | {{vlan vlan-id} [rx | tx | both]} | 
{remote vlan rspan-vlan-id}}

monitor session session destination {{interface type} | {vlan vlan-id} | {remote vlan vlan-id} | 
{analysis-module slot-number} | {data-port port-number}}

monitor session session-number filter vlan vlan-range

monitor session servicemodule mod-list

monitor session session-number type {erspan-source | erspan-destination}

no monitor session {{range session-range} | local | remote | all | session}

no monitor session session source {{interface type} | {{vlan vlan-id} [rx | tx | both]} | 
{remote vlan rspan-vlan-id}}

no monitor session session destination {{interface type} | {vlan vlan-id} | {remote vlan vlan-id} | 
{analysis-module slot-number} | {data-port port-number}}

シンタックスの説明 session SPAN セッション番号。有効値は 1 ～ 66 です。

source SPAN 送信元

interface type インターフェイス タイプを指定します。フォーマット情報については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

vlan vlan-id VLAN ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

rx （任意）受信トラフィックだけのモニタを指定します。

tx （任意）送信トラフィックだけのモニタを指定します。

both （任意）受信および送信トラフィックのモニタを指定します。

remote vlan 

rspan-vlan-id
RSPAN VLAN を宛先 VLAN として指定します。

destination SPAN 宛先インターフェイスを指定します。

analysis-module 

slot-number
ネットワーク解析モジュール番号を指定します。詳細については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

data-port port-number データポート番号を指定します。詳細については、「使用上のガイドラ

イン」を参照してください。

vlan vlan-id VLAN ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。フォーマット情報に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

filter vlan vlan-range SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に限定します。

servicemodule サービス モジュールを指定します。

mod-list （任意）サービス モジュール番号のリスト

type erspan-destination ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードを開始しま

す。詳細については、monitor session type コマンドを参照してください。

type erspan-source ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードを開始しま

す。詳細については、monitor session type コマンドを参照してください。

range session-range セッションの範囲を指定します。
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デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• both

• servicemodule ― すべてのサービス モジュールで SPAN サービス モジュール セッションを使

用できます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） SPAN タイプ宛先ポートに対応付けられた SPAN タイプ送信元ポートを設定する場合、高トラフィッ

クのインターフェイス上では SPAN の設定を行わないように注意してください。高トラフィックの

インターフェイス上で SPAN を設定した場合は、ファブリック チャネル、レプリケーション エンジ

ン、およびインターフェイスを飽和させる可能性があります。SPAN タイプ宛先ポートに対応付け

られた SPAN タイプ送信元ポートを設定するには、monitor session session source {{interface type} |
{{vlan vlan-id} [rx | tx | both]} | {remote vlan rspan-vlan-id}} コマンドを入力します。

モニタ セッションを設定するには、フォーマットに関する次の注意事項に従ってください。

• interface および single-interface のフォーマットは、type slot/port です。type の有効値は ethernet、
fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet です。

• interface-list は、カンマで区切られたインターフェイス リストです。次の例のように、各カン

マの前後にスペースを挿入します。

single-interface , single-interface , single-interface ... 

local ローカル セッションを指定します。

remote リモート セッションを指定します。

all すべてのセッションを指定します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。 
12.2(17b)SXA SSO モードがサポートされ、デフォルト モードが変更されるように、こ

のコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 2 に追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、 Supervisor Engine 720 でのみ、次のように変更されまし

た。 

• type erspan-source および type erspan-source キーワードのサポートが

追加されました。詳細については、monitor session type コマンドを参

照してください。

• mod-list 引数が monitor session servicemodule コマンドに追加され、モ

ジュールのリストに対して SPAN サービス モジュール セッションを

イネーブルまたはディセーブルできるようになりました。

• 送信方向または送受信方向で、 大で 128 の物理インターフェイスを

送信元として指定できます。
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• interface-range は、ダッシュで区切られたインターフェイスの範囲です。各ダッシュの前後に

スペースを挿入します。複数の範囲を入力するには、次の例のように各範囲をカンマで区切り

ます。

type slot/first-port - last-port

• mixed-interface-list は、インターフェイス リストを組み合わせたものです。次の例のように、各

ダッシュおよびカンマの前後にスペースを挿入します。

single-interface , interface-range , ...（任意の順番）

• single-vlan は、単一 VLAN の ID 番号です。有効値は 1 ～ 4094 です。

• vlan-list は、カンマで区切られた VLAN ID のリストです。次に、例を示します。

single-vlan , single-vlan , single-vlan ... 

• vlan-range は、ダッシュで区切られた VLAN ID の範囲です。次に、例を示します。 

first-vlan-ID - last-vlan-ID

• mixed-vlan-list は、VLAN ID リストを組み合わせたものです。各ダッシュの前後にスペースを

挿入します。複数の範囲を入力するには、次の例のように各 VLAN ID をカンマで区切ります。

single-vlan , vlan-range , ...（任意の順番）

analysis-module slot-number および data-port port-number キーワードおよび引数は、ネットワーク解

析モジュールでのみサポートされています。

port-channel number の有効値は、1 ～ 256 の範囲の 大 64 個の値です。

SPAN セッション間で宛先インターフェイスを共有することはできません。たとえば、1 つの宛先

インターフェイスは 1 つの SPAN セッションにのみ属することができ、別の SPAN セッションの宛

先インターフェイスとして設定することはできません。

Supervisor Engine 720 ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN セッションの制限は、次のとおり

です。

Supervisor Engine 720 ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 送信元および宛先の制限は、次の

とおりです。

合計セッション
ローカル SPAN、RSPAN 送信元、または 
ERSPAN 送信元セッション RSPAN 宛先セッション ERSPAN 宛先セッション

66 2（入力または出力、または両方） 64 23

各ローカル 
SPAN 
セッション

各ローカル 
RSPAN 送信元
セッション

各ローカル 
ERSPAN 送信元
セッション

各 RSPAN 宛先
セッション

各 ERSPAN 宛先
セッション

出力および入出力セッション — —

Release 12.2(18)SXE 以前

のリリース

1 1 1 

Release 12.2(18)SXE 以降

のリリース

128 128 128

入力送信元 — —

Release 12.2(18)SXD 以前

のリリース

64 64 64

Release12.2(18)SXD 以降

のリリース

128 128 128
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（注） • ローカル SPAN セッションに出力 SPAN 送信元が設定されていない場合、Supervisor Engine 2 は
RSPAN をサポートしません。

• RSPAN が設定されている場合は、Supervisor Engine 2 はローカル SPAN の出力 SPAN 送信元を

サポートしません。

Supervisor Engine 2 ローカル SPAN および RSPAN セッションの制限は、次のとおりです。

Supervisor Engine 2 ローカル SPAN および RSPAN の送信元と宛先の制限は、次のとおりです。

（注） ローカル SPAN セッションに出力 SPAN 送信元が設定されていない場合、Supervisor Engine 2 は

RSPAN をサポートしません。

（注） RSPAN が設定されている場合は、Supervisor Engine 2 はローカル SPAN の出力 SPAN 送信元をサ

ポートしません。

RSPAN および ERSPAN 宛先

セッション送信元

— — — 1 RSPAN VLAN 1 送信元 IP アドレス

セッションごとの宛先 64 1 RSPAN

VLAN
1 送信元 IP アド

レス

64 64

各ローカル 
SPAN 
セッション

各ローカル 
RSPAN 送信元
セッション

各ローカル 
ERSPAN 送信元
セッション

各 RSPAN 宛先
セッション

各 ERSPAN 宛先
セッション

合計セッション ローカル SPAN セッション RSPAN 送信元セッション RSPAN 宛先セッション

66 2（入力または出力、または両方） 0 64

1 入力 1（入力または出力、または両方） 64

1 または 2 出力 0 64

各ローカル SPAN セッション
各ローカル RSPAN 送信元
セッション

各 RSPAN 宛先セッ
ション

出力および入出力セッション 1（リモート SPAN 送信元セッ

ションが設定されている場合は

0）

1（ローカル SPAN 出力送信元

セッションが設定されている場

合は 0）

—

入力送信元 —

Release 12.2(18)SXD 以前

のリリース

64 64

Release12.2(18)SXD 以降

のリリース

128 128

RSPAN 宛先セッション送信元 — — 1 RSPAN VLAN

セッションごとの宛先 64 1 RSPAN VLAN 64
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特定の SPAN セッションは VLAN または各インターフェイスをモニタできます。特定のインター

フェイスと特定の VLAN を両方ともモニタする SPAN セッションを設定することはできません。

SPAN セッションを送信元インターフェイスで設定し、送信元 VLAN を同じ SPAN セッションに追

加しようとした場合は、エラーとなります。送信元 VLAN で SPAN セッションを設定し、送信元イ

ンターフェイスをそのセッションに追加しようとした場合も、エラーになります。別のタイプの送

信元に切り替える前に、SPAN セッションのあらゆる送信元をクリアしてください。

モニタされたトランク インターフェイス上で filter キーワードを入力した場合、指定された VLAN

セット上のトラフィックだけがモニタされます。

ポートチャネル インターフェイスを設定した場合、これらは、interface オプションのリスト上に表

示されます。VLAN インターフェイスはサポートされません。ただし、monitor session session source

vlan vlan-id コマンドを入力することにより、特定の VLAN にまたがることができます。

show monitor コマンドは、SPAN サービス モジュール セッションがシステムに割り当てられてい

る場合のみ、表示します。また、許可されたモジュールのリストと、サービス モジュール セッショ

ンで使用可能なアクティブ モジュールのリストを表示します。

show running-config コマンドを入力した場合、monitor session servicemodule コマンドの no 形式の

みが表示されます。

サービス モジュール セッションで使用できるモジュールがない場合、サービス モジュール セッ

ションは自動的に割り当て解除されます。サービス モジュール セッションで使用できるモジュー

ルが少なくとも 1 つあり、少なくとも 1 つのモジュールがオンラインの場合、サービス モジュール

セッションは自動的に割り当てられます。

サービス モジュール セッションで使用するサービス モジュールではないモジュールのリストを許

可または許可しなくても、サービス モジュール セッションの割り当てや割り当て解除には影響し

ません。モジュールのリストのみが設定で保存されます。

SPAN サービス モジュール セッションを no monitor session servicemodule コマンドでディセーブル

にする場合、サービス モジュール セッションで使用するモジュールのリストを許可または許可し

なくても、サービス モジュール セッションの割り当てまたは割り当て解除には影響しません。モ

ジュールのリストのみが設定で保存されます。

スロットに物理的にモジュールが挿入されていない場合でも monitor session servicemodule コマン

ドは受け入れられます。

例 次に、セッションに複数の送信元を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet 5/15 , 7/3 rx
Router(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet 1/2 tx 
Router(config)# monitor session 2 source interface port-channel 102 
Router(config)# monitor session 2 source filter vlan 2 - 3
Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 901

次に、 終スイッチに RSPAN 宛先を設定する例を示します（RSPAN 宛先セッション）。

Router(config)# monitor session 8 source remote vlan 901
Router(config)# monitor session 8 destination interface fastethernet 1/2 , 2/3

次に、セッション 1 およびセッション 2 の設定を削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 1 - 2
Router(config)#
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次に、すべてのセッションの設定を削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session all
Router(config)#

次に、すべてのリモート セッションの設定を削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session remote
Router(config)#

次に、SPAN サービス モジュール セッションを使用するためにモジュールのリストを許可する例を

示します。

Router(config)# monitor session servicemodule module 1-2
Router(config)#

次に、SPAN サービス モジュール セッションで使用しないようにモジュールのリストを不許可にす

る例を示します。

Router(config)# no monitor session servicemodule module 1-2
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

show monitor session ERSPAN、SPAN、および RSPAN セッションに関する情報を表示し

ます。
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monitor session type
ERSPAN 送信元セッション番号を生成したり、セッションの ERSPAN セッション コンフィギュ

レーション モードを開始したりするには、monitor session type コマンドを使用します。ERSPAN

セッションから 1 つまたは複数の送信元や宛先インターフェイスを削除するには、このコマンドの

no 形式を使用します。

monitor session erspan-session-number type {erspan-destination | erspan-source}

no monitor session erspan-session-number type {erspan-destination | erspan-source}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ハードウェア リビジョン 3.2 以降の Supervisor Engine 720

を使用した場合に ERSPAN をサポートしています。ハードウェア リビジョンを表示するには、show

module version | include WS-SUP720-BASE コマンドを入力します。

ERSPAN トラフィックは、Supervisor Engine 720 の ERSPAN 宛先セッションでのみ処理可能な GRE

カプセル化 SPAN トラフィックです。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

switch のすべての ERSPAN 送信元セッションは、同じ送信元 IP アドレスを使用する必要がありま

す。origin ip address コマンドを入力して ERSPAN 送信元セッションの IP アドレスを設定します。

スイッチのすべての ERSPAN 宛先セッションは、同じ IP アドレスを使用する必要があります。ip

address コマンドを入力して ERSPAN 宛先セッションの IP アドレスを設定します。ERSPAN 宛先

IP アドレスが Supervisor Engine 720 でない場合（ネットワーク スニファなど）、トラフィックは GRE

および RSPAN ヘッダー / カプセル化がそのままの状態で着信します。

ERSPAN 送信元セッション宛先 IP アドレスは、宛先 switch のインターフェイス上に設定する必要

がありますが、ERSPAN 宛先セッションが宛先ポートに送信するトラフィックの送信元です。ip

address コマンドを使用して、送信元と宛先セッションの両方に同じアドレスを設定します。

ERSPAN ID は、同じ宛先 IP アドレスに着信した ERSPAN トラフィックを別の ERSPAN 宛先セッ

ションと区別します。

Supervisor Engine 720 のローカル ERSPAN セッションの制限は、次のとおりです。

• 合計セッション ― 66

erspan-session-number SPAN セッション番号。有効値は 1 ～ 66 です。

type erspan-destination ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードを指定しま

す。

type erspan-source ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードを指定し

ます。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• 送信元セッション ― 2（入力または出力、または両方）

• 宛先セッション ― 23

monitor session type コマンドは、新しい ERSPAN セッションを作成したり、ERSPAN セッション

コンフィギュレーション モードを開始できるようにします。ERSPAN は、別の送信元および宛先

セッションを使用します。送信元および宛先セッションを別の switches に設定します。ERSPAN

セッション コンフィギュレーション モードのプロンプトは、次のとおりです。

• Router(config-mon-erspan-src) ― ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードを

示します。

• Router(config-mon-erspan-src-dst) ― ERSPAN 送信元セッション宛先コンフィギュレーション

モードを示します。

• Router(config-mon-erspan-dst) ― ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードを示

します。

• Router(config-mon-erspan-dst-src) ― ERSPAN 宛先セッション送信元コンフィギュレーション

モードを示します。

表 2-25 に、ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードの構文を示します。

表 2-25 ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードの構文

構文 説明

グローバル コンフィギュレーション モード

monitor session erspan-destination-session-number type 

erspan-destination
ERSPAN 宛先セッション コンフィギュレーション モードを開始

してプロンプトを次のように変更します。

Router(config-mon-erspan-dst)#

宛先セッション コンフィギュレーション モード

description session-description （任意）ERSPAN 宛先セッションを説明します。

shutdown （任意）（デフォルト）ERSPAN 宛先セッションを非アクティブに

します。

no shutdown ERSPAN 宛先セッションをアクティブにします。

destination {single-interface | interface-list | 

interface-range | mixed-interface-list} 
ERSPAN 宛先セッション番号を宛先ポートと対応付けます。

source ERSPAN 宛先セッション送信元コンフィギュレーション モードを

開始してプロンプトを次のように変更します。

Router(config-mon-erspan-dst-src)#

宛先セッション送信元コンフィギュレーション モード

ip address ip-address [force] ERSPAN フロー宛先 IP アドレスを設定します。これは、宛先 switch

のインターフェイス上に設定され、ERSPAN 宛先セッション コン

フィギュレーションに入力される必要があります。

erspan-id erspan-flow-id ERSPAN トラフィックを識別するために宛先および宛先セッショ

ンで使用される ID 番号を設定します。

vrf vrf-name （任意）ERSPAN トラフィックにあるパケットの VRF 名を設定し

ます。
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表 2-26 に、ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードの構文を示します。

モニタ セッションを設定する場合は、次の構文ガイドラインに従ってください。

• erspan-destination-span-session-number は、1 ～ 66 の範囲で指定できます。

• single-interface は、interface type slot/port です。type は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、
または tengigabitethernet です。

• interface-list は、single-interface , single-interface , single-interface ... となります。

（注） リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。範囲を示す場合、ダッ

シュの前後にスペースを入れる必要があります。

表 2-26 ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードの構文

構文 説明

グローバル コンフィギュレーション モード

monitor session erspan-source-session-number type 

erspan-source
ERSPAN 送信元セッション コンフィギュレーション モードを開

始してプロンプトを次のように変更します。

Router(config-mon-erspan-src)#

送信元セッション コンフィギュレーション モード

description session-description （任意）ERSPAN 送信元セッションを説明します。

shutdown （任意）（デフォルト）ERSPAN 送信元セッションを非アクティブ

にします。

no shutdown ERSPAN 送信元セッションをアクティブにします。

source {{single-interface | interface-list | interface-range 

| mixed-interface-list | single-vlan | vlan-list | vlan-range | 

mixed-vlan-list} [rx | tx | both]} 

ERSPAN 送信元セッション番号を送信元ポートまたは VLAN と

対応付けて、モニタするトラフィック方向を選択します。

filter {single-vlan | vlan-list | vlan-range | mixed-vlan-list} （任意）ERSPAN 送信元がトランク ポートの場合、送信元 VLAN

フィルタリングを設定します。

destination ERSPAN 送信元セッション宛先コンフィギュレーション モード

を開始してプロンプトを次のように変更します。

Router(config-mon-erspan-src-dst)#

送信元セッション宛先コンフィギュレーション モード

ip address ip-address ERSPAN フロー宛先 IP アドレスを設定します。これは、宛先 switch

のインターフェイス上に設定され、ERSPAN 宛先セッション コン

フィギュレーションに入力される必要があります。

erspan-id erspan-flow-id ERSPAN トラフィックを識別するために送信元および宛先セッ

ションで使用される ID 番号を設定します。

origin ip address ip-address ERSPAN トラフィックの送信元として使用される IP アドレスを

設定します。

ip {{ttl ttl-value} | {prec ipp-value} | {dscp dscp-value}} （任意）ERSPAN トラフィックにある次のパケットを設定します。

• ttl ttl-value ― IP Time-To-Live（TTL）値

• prec ipp-value ― IP precedence 値

• dscp dscp-value ― IP precedence 値

vrf vrf-name （任意）ERSPAN トラフィックにあるパケットの VRF 名を設定し

ます。
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• interface-range は interface type slot/first-port - last-port です。

• mixed-interface-list は、任意の順番で single-interface , interface-range , ... となります。

• erspan-flow-id は、1 ～ 1023 の範囲で指定できます。

モニタ セッションをクリアする場合は、次の構文ガイドラインに従ってください。

• ほかにパラメータを設定せずに no monitor session session-number コマンドを入力した場合は、

セッション session-number をクリアします。

• session-range は、first-session-number-last-session-number です。

（注） no monitor session range コマンドを入力する場合、ダッシュの前後にスペースを入れな

いでください。複数の範囲を入力する場合、カンマの前後にスペースを入れないでくだ

さい。

例 次に、ERSPAN 送信元セッション番号を設定してセッションの ERSPAN 送信元セッション コン

フィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router(config)# monitor session 55 type erspan-source 
Router(config-mon-erspan-src)#

次に、ERSPAN 宛先セッション番号を設定してセッションの ERSPAN 宛先セッション コンフィ

ギュレーション モードを開始する例を示します。

Router(config)# monitor session 55 type erspan-destination 
Router(config-mon-erspan-dst)#

次に、ERSPAN 宛先セッション番号を宛先ポートと対応付ける例を示します。

Router(config-mon-erspan-dst) destination interface fastethernet 1/2 , 2/3

次に、ERSPAN 宛先セッション送信元コンフィギュレーションを入力する例を示します。

Router(config-mon-erspan-dst)# source
Router(config-mon-erspan-dst-src)#

次に、ERSPAN 宛先セッション送信元コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router(config-mon-erspan-dst)# source
Router(config-mon-erspan-dst-src)#

次に、セッションに複数の送信元を設定する例を示します。

Router(config-mon-erspan-src)# source interface fastethernet 5/15 , 7/3 rx
Router(config-mon-erspan-src)# source interface gigabitethernet 1/2 tx 
Router(config-mon-erspan-src)# source interface port-channel 102 
Router(config-mon-erspan-src)# source filter vlan 2 - 3
Router(config-mon-erspan-src)#

次に、ERSPAN 送信元セッション宛先コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router(config-mon-erspan-src)# destination
Router(config-mon-erspan-src-dst)#
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次に、ERSPAN トラフィックを識別するために送信元および宛先セッションで使用する ID 番号を

設定する例を示します。

Router(config-mon-erspan-src-dst)# erspan-id 1005
Router(config-mon-erspan-src-dst)#

関連コマンド

mpls l2transport route
MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）上のレイヤ 2 パケットのルーティングをイネーブ

ルにするには、mpls l2transport route コマンドを使用します。MPLS 上のルーティングをディセー

ブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

mpls l2transport route destination vc-id

no mpls l2transport route destination vc-id 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、MPLS ネットワーク側に OSM

（オプティカル サービス モジュール）または FlexWAN ポート アダプタがあり、顧客側にレイヤ 2

イーサネット ポート（非 OSM）がなければなりません。

mpls l2transport route コマンドは、VLAN（仮想 LAN）パケットをルーティングするのに使用する

VC をイネーブルにします。使用される VC のタイプは次のとおりです。

• VC Type 4 ― VLAN 内のすべてのトラフィックが、MPLS ネットワークを介して単一 VC を使

用できます。

• VC Type 5 ― ポート上のすべてのトラフィックが、MPLS ネットワークを介して単一 VC を共

有できます。

VC のセットアップ中に、VC Type 5 がアドバタイズされます。ピアが VC Type 4 をアドバタイズす

る場合、VC タイプは Type 4 に変更されて VC が再起動します。Type 5 から Type 4 への変更のみ発

生し、Type 4 から Type 5 への変更は発生しないことに注意してください。

コマンド 説明

show monitor session ERSPAN、SPAN、および RSPAN セッションに関する情報を表示し

ます。

destination Virtual Circuit（VC; 仮想回線）の宛先となるルータの IP アドレス

vc-id ルータへの VC の ID 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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レイヤ 2 の MPLS VLAN VC は、MPLS クラウドを介して、2 つの PE ルータの VLAN インターフェ

イスを接続します。

MPLS クラウドを介して PE ルータの VLAN インターフェイスにレイヤ 2 の VLAN パケットをルー

ティングするには、各 PE ルータの VLAN インターフェイス上で mpls l2transport route コマンドを

使用します。宛先パラメータには、他の PE ルータの IP アドレスを指定します。コマンドを発行し

ているルータの IP アドレスは指定しないでください。

VC ID はどの値も選択できます。ただし、VC ID は、使用する VC に対して一意でなければなりま

せん。したがって、大規模ネットワークでは、VC ID を 2 回割り当てることがないように、割り当

てを管理する必要があります。

ルーテッド VC はメイン インターフェイスではサポートされますが、サブインターフェイスではサ

ポートされません。

VC ID は、VC ごとに一意でなければなりません。

例 次に、MPLS を介したレイヤ 2 パケットのルーティングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# mpls l2transport route 192.16.0.1 
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mpls l2transport vc ルータ上の VC のステートを表示します。
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mpls load-balance per-label
タグ間のトラフィックで負荷分散をイネーブルにするには、mpls load-balance per-label コマンドを

使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mpls load-balance per-label 

no mpls load-balance per-label 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン タグ間のトラフィックで負荷分散をイネーブルにする場合、MPLS（マルチプロトコル ラベル ス

イッチング）インターフェイス内の着信ラベル（プレフィクス単位）に基づいてトラフィックが負

荷分散されます。各 MPLS インターフェイスでは同数の着信ラベルをサポートします。

show mpls ttfib コマンドを使用して、ロード バランサに含まれる（アスタリスク [*] で示す）着信

ラベルを表示できます。

例 次に、タグ間のトラフィックの負荷分散をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mpls load-balance per-label
Router(config)#

次に、タグ間のトラフィックの負荷分散をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no mpls load-balance per-label
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mpls ttfib MPLS TTFIB テーブルの情報を表示します。
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mpls ttl-dec
標準 MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）タギングを指定するには、mpls ttl-dec コマ

ンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mpls ttl-dec 

no mpls ttl-dec 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト 適化された MPLS タギング（no mpls ttl-dec）

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco IOS Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、MPLS ラベルがパケット ヘッダーにプッシュ

される前に、元のパケットの IP ToS（サービス タイプ）値および TTL 値を再書き込みできるよう

に、MPLS タギングは 適化されました。この変更により、特定のトラフィックでパフォーマンス

が若干低下します。パケットの元の ToS 値および TTL 値が重要でない場合、標準 MPLS タギング

用に mpls ttl-dec コマンドを入力します。

例 次に、標準 MPLS タギング動作を使用するために Cisco 7600 シリーズ ルータを設定する例を示し

ます。

Router(config)# mpls ttl-dec 
Router(config)# 

次に、 適化された MPLS タギング動作を使用するために Cisco 7600 シリーズ ルータを設定する

例を示します。

Router(config)# no mpls ttl-dec 
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドは Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mpls l2transport route MPLS を介したレイヤ 2 パケットのルーティングをイネーブルにし

ます。
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mtu
大パケット サイズまたは MTU（ 大伝送ユニット）サイズを調整するには、mtu コマンドを使

用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mtu bytes

no mtu

シンタックスの説明

デフォルト 表 2-27 に、ジャンボ フレームをディセーブルにした場合のデフォルトの MTU 値を示します。

ジャンボ フレームがイネーブルの場合、デフォルトは、SVI ポートでは 64、その他のすべてのポー

トでは 9216 です。ジャンボ フレームは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイッチ ポートの場合、グローバルに使用できるのは、デフォルト値よりも大きい MTU1 つのみ

です。レイヤ 3 ポート（ルータ ポートおよび VLAN［仮想 LAN］を含む）の場合、インターフェ

イスごとにデフォルト以外の MTU 値を設定できます。

ジャンボ フレームをサポートしていないモジュールのリストについては、『Cisco 7600 Series Router

Cisco IOS Software Configuration Guide』を参照してください。

mtu コマンドで MTU 値を設定すると、プロトコル固有バージョンのコマンドの値に影響が及ぶこ

とがあります（ip mtu コマンドなど）。ip mtu コマンドで指定された値が mtu コマンドで指定され

た値と同じである場合に、mtu コマンドの値を変更すると、ip mtu 値は、新しい mtu コマンドの値

と一致するように自動的に調整されます。ただし、ip mtu コマンドの値を変更しても、mtu コマン

ドの値には影響しません。

bytes バイト サイズ。有効値は SVI（スイッチ仮想インターフェイス）ポートで

は 64 ～ 9216、GE-WAN+ ポートでは 1500 ～ 9170、その他のすべてのポー

トでは 1500 ～ 9216 です。

表 2-27 デフォルトの MTU 値

メディア タイプ デフォルトの MTU（バイト）

イーサネット 1500

シリアル 1500

トークンリング 4464

ATM 4470

FDDI 4470

HSSI（HSA） 4470

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、1800 バイトの MTU を指定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)#  mtu 1800

関連コマンド コマンド 説明

ip mtu インターフェイス上で送信される IP パケットの MTU サイズを設定しま

す。
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name（MST コンフィギュレーション サブモード）
MST リージョン名を設定するには、name コマンドを使用します。デフォルト名に戻すには、この

コマンドの no 形式を使用します。

name name 

no name name 

シンタックスの説明

デフォルト 空のストリング

コマンド モード MST コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン 同じ VLAN（仮想 LAN）マッピングおよびコンフィギュレーション バージョン番号を持つ複数の

Cisco 7600 シリーズ ルータは、リージョン名が異なっている場合は異なった MST リージョンにあ

ると考えられます。

注意 name コマンドで MST リージョン名を設定する場合には注意してください。間違えた場合、Cisco
7600 シリーズ ルータを別のリージョンに配置できます。コンフィギュレーション名は大文字と小

文字の区別があります。

例 次に、リージョンに名前を付ける例を示します。

Router(config-mst)# name Cisco
Router(config-mst)# 

関連コマンド

name MST リージョンに付ける名前。 大 32 文字の任意のストリングです。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

instance 1 つ または 一連の VLAN を MST インスタンスにマッピング

します。

revision MST コンフィギュレーション リビジョン番号を設定しま

す。

show MST コンフィギュレーションを確認します。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション サブモードを開始します。
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neighbor
ピアごとのトンネル シグナリングおよびカプセル化メカニズムを指定し、エミュレート VC の設定

に使用するリモート ピアリング ルータ ID およびトンネル カプセル化タイプを指定するには、

neighbor コマンドを使用します。スプリット ホライズンをディセーブルするには、no-split-horizon

キーワードを使用します。

neighbor remote-router-id {encapsulation encapsulation-type} | {pw-class pw-name} [no-split-horizon]

neighbor remote router id [vc-id-value] {encapsulation mpls} [no-split-horizon]

シンタックスの説明

デフォルト スプリット ホライズンはイネーブルです。

vc-id-value が入力されなかった場合、VFI VPN ID 番号がデフォルトになります。

コマンド モード レイヤ 2 VFI 手動コンフィギュレーション サブモード

使用上のガイドライン スプリット ホライズンは、ブロードキャスト パケットのループを防止し、レイヤ 2 トラフィック

を分離するためのデフォルト設定です。スプリット ホライズンをディセーブルにし、スポーク単位

の複数の VC を同じ VFI へと設定するには、no-split-horizon キーワードを使用します。

任意の vc-id-value 引数を使用する場合、カプセル化タイプを mpls に設定する必要があります。

例 次に、トンネル カプセル化タイプを指定する例を示します。

Router(config-vfi)# neighbor 333 encapsulation mpls
Router(config-vfi)#

次に、VFI 設定の例を示します。

Router(config)# 12 vfi VPLSA manual
Router(config-vfi)# vpn id 100
Router(config-vfi)# neighbor 11.11.11.11 encapsulation mpls
Router(config-vfi)# neighbor 33.33.33.33 encapsulation mpls
Router(config-vfi)# neighbor 44.44.44.44 encapsulation mpls

remote-router-id リモート ピアリング ルータ ID

vc-id-value （任意）ピアリング PE ルータのペア間のエミュレート VC を識別します。

encapsulation 

encapsulation-type
トンネル カプセル化タイプを指定します。有効値は l2tpv3 および mpls で

す。

pw-class pw-name エミュレート VC の設定に使用する擬似配線のプロパティを指定します。

no-split-horizon （任意）データ パス内のレイヤ 2 スプリット ホライズンをディセーブルに

します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(33)SRA VC ID 値を追加するように、コマンドが変更されました。
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次に、ハブおよびスポークの VFI 設定の例を示します。

Router(config)# 12 vfi VPLSA manual
Router(config-vfi)# vpn id 100
Router(config-vfi)# neighbor 9.9.9.9 2001 encapsulation mpls
Router(config-vfi)# neighbor 12.12.12.12 2002 encapsulation mpls
Router(config-vfi)# neighbor 33.33.33.33 2003 encapsulation mpls no-split-horizon

次に、データ パス内のレイヤ 2 スプリット ホライズンをディセーブルにする例を示します。

Router(config-vfi)# neighbor 1.5.1.1 encapsulation mpls no-split-horizon
Router(config-vfi)#

関連コマンド コマンド 説明

show vfi vfi name VFI ステータスを表示します。

show mpls l2 vc detail PE ルータ上の VC に関する詳細情報を表示します。
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net
ルーティング プロセスに IS-IS NET を設定するには、net コマンドを使用します。NET を削除する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

net net1 {alt net2}

no net net

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• NET は設定されていません。

• IS-IS プロセスはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン NET は、 終バイトが必ず n セレクタで、常にゼロである NSAP です。NET のバイト数は 8 ～ 20

です。

ほとんどの場合、NET を 1 つだけ設定する必要があります。

net を入力する場合は、次の注意事項に従ってください。

• 3 スロット シャーシの場合、スロット 1 がプライマリ スロット、スロット 2 が代替スロットで

す。

• 6 スロット シャーシの場合、スロット 5 がプライマリ スロット、スロット 6 が代替スロットで

す。

• 9 スロット シャーシの場合、スロット 5 がプライマリ スロット、スロット 6 が代替スロットで

す。

• 13 スロット シャーシの場合、スロット 7 がプライマリ スロット、スロット 8 が代替スロット

です。

IS-IS を使用して IP ルーティングのみを実行している（Connectionless Network Services［CLNS; コネ

クションレス型ネットワーク サービス］ルーティングがイネーブルでない）場合、ルータ ID およ

びエリア ID を定義するように NET を設定する必要があります。

net1 プライマリ スロットに搭載された MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィー

チャ カード）の IS-IS ルーティング プロセスの NET NSAP 名またはアド

レス。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

alt net2 代替スロットに搭載された MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ

カード）の IS-IS ルーティング プロセスの NET 名またはアドレスを指定

します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

net 削除する NET NSAP 名またはアドレス

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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ルータごとに複数の NET（ 大 3 つの NET）を設定できます。まれに、2 つまたは 3 つの NET を

設定できることがあります。このような場合、このルータが属するエリアは、1 つのエリアに対し

て 3 つのエリア アドレスを持ちます。

複数の NET があると、複数のエリアを結合したり、1 つのエリアを複数のエリアに分割するネット

ワーク再設定時に、一時的に便利です。複数のエリア アドレスがある場合は、必要に応じてエリア

ごとに番号を付け直すことができます。

例 次に、ルータのシステムIDを0000.0c11.1110、エリアIDを47.0004.004d.0001に設定する例を示します。

router isis Pieinthesky
net 47.0004.004d.0001.0001.0c11.1111.00

次に、3 つのエリアが設定された IS-IS ルーティング プロセスを示します。エリアごとに一意の ID

がありますが、システム ID はすべてのエリアで同じです。

clns routing

...

interface Tunnel529
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.0
 ip router isis BB
 clns router isis BB

interface Ethernet1
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
 ip router isis A3253-01
 clns router isis A3253-01
!
interface Ethernet2
 ip address 10.2.2.5 255.255.255.0
 ip router isis A3253-02
 clns router isis A3253-02

...

router isis BB                          ! Defaults to "is-type level-1-2"
 net 49.2222.0000.0000.0005.00
!
router isis A3253-01
 net 49.0553.0001.0000.0000.0005.00
 is-type level-1
!
router isis A3253-02
 net 49.0553.0002.0000.0000.0005.00
 is-type level-1

関連コマンド コマンド 説明

is-type IS-IS ルーティング プロセスのインスタンスのルーティング レベル

を設定します。

router isis IS-IS ルーティング プロトコルをイネーブルにし、IS-IS プロセスを

指定します。
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nsf
Cisco NSF をイネーブルにして、設定するには nsf コマンドを使用します。NSF をディセーブルに

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

nsf [enforce global]

nsf [{cisco | ietf} | {interface {wait seconds}} | {interval minutes} | {t3 [adjacency | {manual 
seconds}}]

no nsf

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• NSF はディセーブルです。

• enforce global ― イネーブル

• interval minutes ― 5 分

• interface wait seconds ― 10 秒

• t3 manual seconds ― 30 秒

コマンド モード ルータ コンフィギュレーション IS-IS

コマンド履歴

enforce global （任意）非 NSF アウェアのネイバが検出されると、OSPF NSF 再開がキャ

ンセルされます。

cisco （任意）アクティブ RP がフェール オーバーした場合に、シスコ独自の

IS-IS NSF チェックポイント方式を指定します。

ietf （任意）アクティブ RP がフェール オーバーした場合に、IETF IS-IS NSF

プロトコル変更方式を指定します。

interface wait seconds （任意）フェールオーバー後、インターフェイスが Cisco NSF プロセス

を進めるまで起動するのを待機する時間を指定します。有効値は 1 ～ 60

秒です。

interval minutes （任意）RP の安定後、再開するまでに待機する時間を指定します。有効

値は 0 ～ 1440 秒です。

t3 adjacency （任意）IETF NSF が、スイッチオーバーまでに同期化する LSP（ラベル

スイッチド パス）データベースを待機する時間は、指定された RP のネ

イバにアドバタイズされる隣接ホールドタイムにより決定されること

を指定します。

t3 manual seconds （任意）NSF が同期化を行ったあと、中継としての考慮事項から再開ノー

ドを削除するように他のノードに通知するまでの待機時間を指定しま

す。有効値は 5 ～ 3600 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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使用上のガイドライン nsf コマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされませ

ん。

シスコ独自の IS-IS NSF が設定されている場合、または nsf t3 マニュアル コマンドにより Internet

Engineering Task Force（IETF）IS-IS NSF がイネーブルの場合は、nsf interface wait コマンドを使用

できます。インターフェイスが低速で動作する場合に、このコマンドを使用できます。

（注） Cisco NSF は、Cisco 7600 シリーズ ルータが再開時に Cisco NSF を実行する予定の場合のみ、必要

となります。Cisco 7600 シリーズ ルータが、Cisco NSF 再開のみを実行するネイバと連携する予定

の場合、スイッチはデフォルトで NSF 対応である（Cisco NSF をサポートするコード バージョンを

実行する）必要がありますが、スイッチに Cisco NSF を設定する必要はありません。

nsf コマンドは、router コマンドのサブセットで、指定されたプロセスの対象となるインターフェ

イスすべてに影響します。Cisco NSF は、BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）、OSPF、IS-IS、

および EIGRP プロトコルをサポートします。NSF 処理をイネーブルにするコンフィギュレーショ

ン コマンドは、次のとおりです。

• router ospf コマンド下の nsf

• router isis コマンド下の nsf ietf

• router bgp コマンド下の bgp graceful-restart

次のコマンドは、ルータの実行コンフィギュレーションの一部として発行される必要があります。

このコマンドは、再開時に NSF 処理を実行するために復元されます。

[{cisco | ietf} | {interface {wait seconds}} | {interval minutes} | {t3 [adjacency | {manual seconds}}] キー

ワードおよび引数は、IS-IS のみを適用します。

{enforce global} キーワードは、OSPF のみを適用します。

BGP NSF に関する注意事項

NSF の BGP サポートでは、ネイバ ネットワーキング装置が NSF 対応装置である必要があります。

すなわち、これらの装置には適切な再開機能が必要とされ、OPEN メッセージのこの機能をセッ

ション確立時にアドバタイズする必要があります。NSF 対応ルータが、特定のネイバで適切な再開

機能がイネーブルでないことを検出した場合、このネイバによる NSF 対応セッションを確立しませ

ん。適切な再開機能がある他のネイバはすべて、この NSF 対応ネットワーキング装置を使用して

NSF 対応セッションを引き続き確立します。適切な再開機能をイネーブルにするには、bgp

graceful-restart ルータ コンフィギュレーション コマンドを入力します。詳細については、『Cisco

IOS Release 12.2 Command Reference』を参照してください。

EIRGP NSF に関する注意事項

ルータが NSF 対応ルータであっても、コールド スタートから動作する場合には NSF 再開ネイバの

援助に関与しない可能性があります。
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IS-IS NSF に関する注意事項

ネットワーキング装置上で IETF が設定されていても、ネイバ ルータが IETF 互換でない場合は、

NSF はスイッチオーバー後に中断されます。

IS-IS NSF を設定する場合は、次の 2 つのキーワードを使用します。

• ietf ― IETF IS-IS。スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後、NSF 対応ルータは隣接す

る NSF 対応装置に IS-IS NSF 再開要求を送信します。

• cisco ― Cisco IS-IS。すべての隣接情報および LSP 情報は、スタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンに保存（チェックポイント）されます。スイッチオーバー後、新規のアクティブ スーパーバ

イザ エンジンはルーティング テーブルを短時間で再築するために、チェックポイントされた

データを使用して隣接情報を維持します。

OSPF NSF に関する注意事項

OSPF NSF では、すべてのネイバ ネットワーキング装置が NSF 対応装置である必要があります。

NSF 対応ルータが、特定のネットワーク セグメントに非 NSF 対応ネイバがあることを検出した場

合、このセグメントに対する NSF 機能はディセーブルになります。すべて NSF 対応ルータまたは

NSF 対応ルータで構成されるその他のネットワーク セグメントは、引き続き NSF 機能を提供しま

す。

OSPF NSF は、NSF/SSO を IPv4 トラフィックに対してのみサポートします。OSPFv3 は、NSF/SSO

とともにはサポートされません。NSF/SSO とともにサポートされるのは、OSPFv2 のみです。

例 次に、すべての OSPF プロセス インターフェイスに対して、NSF をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# router ospf 109
Router(config-router)# nsf
Router(config-router)#

次に、すべての OSPF プロセス インターフェイスに対して、NSF をディセーブルにする例を示しま

す。

Router(config)# router ospf 109
Router(config-router)# no nsf
Router(config-router)#

関連コマンド コマンド 説明

router ルーティング プロセスをイネーブルにします。
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pagp learn-method
着信パケットの入力インターフェイスを学習するには、pagp learn-method コマンドを使用します。

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

pagp learn-method {aggregation-port | physical-port}

no pagp learn-method

シンタックスの説明

デフォルト aggregation-port 方式

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、バンドル内の物理ポートのアドレス学習方式を設定する例を示します。

Router(config-if)# pagp learn-method physical-port
Router(config-if)#

次に、バンドル内のポートチャネルのアドレス学習方式を設定する例を示します。

Router(config-if)# pagp learn-method
Router(config-if)#

関連コマンド

aggregation-port ポートチャネルでのアドレスの学習方法を指定します。

physical-port バンドル内の物理ポート上のアドレスの学習方法を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show pagp ポート チャネル情報を表示します。
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pagp port-priority
ホット スタンバイ モードでポートを選択するには、pagp port-priority コマンドを使用します。デ

フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

pagp port-priority priority

no pagp port-priority

シンタックスの説明

デフォルト priority は 128 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン プライオリティが高いほど、ポートがホット スタンバイ モードで選択される可能性が高くなりま

す。

例 次に、ポート プライオリティを設定する例を示します。

Router(config-if)# pagp port-priority 45
Router(config-if)#

関連コマンド

priority プライオリティ番号。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

pagp learn-method 着信パケットの入力インターフェイスを学習します。

show pagp ポート チャネル情報を表示します。
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platform ip features sequential
IP precedence または DSCP（DiffServ コード ポイント）ポリシングを使用するために IP precedence

ベースまたは DSCP ベースの出力 QoS（サービス品質）フィルタリングをイネーブルにしたり、入

力 PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS による変更をマーキングしたりするには、platform ip

features sequential コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

platform ip features sequential [access-group {ip-acl-name | ip-acl-number}]

no platform ip features sequential [access-group {ip-acl-name | ip-acl-number}]

シンタックスの説明

デフォルト IP precedence ベースまたは DSCP ベースの出力 QoS フィルタリングは、受信 IP precedence または

DCSP 値を使用し、ポリシングやマーキングの結果として出力 QoS による IP precedence または

DSCP の変更値を使用しません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 拡張出力 QoS フィルタリングでは、入力 QoS による IP precedence や DSCP ポリシングまたはマー

キングの変更を使用するために、IP precedence ベースまたは DSCP ベースの出力 QoS フィルタリン

グをイネーブルにします。

非拡張出力 QoS フィルタリング動作は、QoS がハードウェアに適用される時には通常の Cisco 7600

シリーズ ルータの動作です。

PFC3 は、出力レイヤ 3 インターフェイス（レイヤ 3 インターフェイスまたは VLAN［仮想 LAN］

インターフェイスとして設定された LAN ポート）上のレイヤ 3 スイッチングされ、ルーティング

されたトラフィック用の出力 PFC QoS のみを提供します。

出力レイヤ 3 インターフェイス（レイヤ 3 インターフェイスまたは VLAN インターフェイスとして

設定された LAN ポート）に拡張出力 QoS フィルタリングを設定します。

特定の標準 IP ACL、拡張された名前付きの IP ACL、または拡張された番号付きの IP ACL によっ

てフィルタリングされたトラフィックに対してのみ、拡張出力 QoS フィルタリングをイネーブルに

するには、IP ACL 名または IP ACL 番号を入力します。

IP ACL 名や番号を入力しない場合、拡張出力 QoS フィルタリングがインターフェイスすべての IP

入力 IP トラフィックに対してイネーブルになります。

access-group ip-acl-name （任意）再循環パケットの一致基準を指定するのに使用される ACL

（アクセス コントロール リスト）の名前を指定します。

access-group ip-acl-number （任意）再循環パケットの一致基準を指定するのに使用される ACL

の番号を指定します。有効な値は 1 ～ 199 と、1300 ～ 2699 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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（注） 拡張出力 QoS フィルタリングを設定する際に、PFC3A は入力 PFC QoS を適用するようにトラ

フィックを処理します。PFC3A は、入力 QoS フィルタリングおよび Cisco 7600 シリーズ ルータ

ハードウェア入力 QoS を適用します。PFC3A は、出力インターフェイスに設定された出力 QoS フィ

ルタリングおよび Cisco 7600 シリーズ ルータハードウェア出力 QoS を正しく適用しません。

（注） IP precedence または DSCP を、入力 QoS マーキングによって変更されたものと一致させるために、

レイヤ 2 機能を使用するインターフェイスに拡張出力 QoS フィルタリングを設定する場合、パケッ

トはリダイレクトされるかドロップされ、出力 QoS で処理されません。

（注） 拡張出力 QoS フィルタリングをイネーブルにする場合、再帰 ACL、NAT、TCP Intercept などの

NetFlow ベースの機能のハードウェア アクセラレーションはディセーブルになります。

コンフィギュレーションを確認するには、show running-config interface コマンドを使用します。

例 次に、拡張出力 QoS フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# platform ip features sequential 
Router(config-if)# 

次に、拡張出力 QoS フィルタリングをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no platform ip features sequential 
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show running-config interface 現在の実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示

します。
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platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery 
IPv6 ACL（アクセス コントロール リスト）の TCAM サポートを 適化するには、platform ipv6 acl

icmp optimize neighbor-discovery コマンドを使用します。IPv6 ACL の TCAM サポートの 適化を

ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery

no platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） このコマンドは、Cisco TAC が指示した場合にのみ使用します。

IPv6 ACL の TCAM サポートの 適化をイネーブルにする場合、TCAM の上位にあるグローバル

ICMPv6 ネイバ検出 ACL は、すべての ICMPv6 ネイバ検出パケットを許可するようにプログラミン

グされます。 適化をイネーブルにすると、すべての IPv6 セキュリティ ACL の 後に ICMPv6 ACE

を追加しないようにして、使用される TCAM リソースの数を減らします。このコマンドをイネー

ブルにすると、すべてのインターフェイスで IPv6 LACL が再プログラミングされます。

（注） TCAM の上位にある ICMPv6 ネイバ検出 ACL は、設定された ICMP ネイバ検出パケットのセキュ

リティ ACL よりも優先されますが、グローバル ICMP ACL とオーバーラップするブリッジや拒否

があっても、影響がありません。

例 次に、IPv6 ACL の TCAM サポートを 適化する例を示します。

Router(config)# platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery
Router(config)# 

次に、IPv6 ACL の TCAM サポートの 適化をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no platform ipv6 acl icmp optimize neighbor-discovery
Router(config)# 

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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platform scp retry interval
SCP 高速リトライをイネーブルにして、高速リトライ インターバルを設定するには、platform scp

retry interval コマンドを使用します。SCP 高速リトライをディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

platform scp retry interval timeout-value

no platform scp retry interval

シンタックスの説明

デフォルト 2000 ミリ秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） このコマンドは、Cisco TAC が指示した場合にのみ使用します。

例 次に、SCP 高速リトライをイネーブルにして、高速リトライ インターバルを設定する例を示します。

Router(config)# platform scp retry interval 600
Router(config)# 

timeout-value 高速リトライ インターバル。有効値は 200 ～ 2000 ミリ秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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police（ポリシー マップ）
インターフェイス単位のポリサーを作成して、これを使用するポリシーマップ クラスを設定するに

は、police コマンドを使用します。ポリシーマップ クラスからインターフェイス単位のポリサーを

削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

police {aggregate name} 

police flow {bits-per-second [normal-burst-bytes] [maximum-burst-bytes] [pir peak-rate-bps]} |  
[conform-action action] [exceed-action action] [violate-action action]

police flow mask {dest-only | full-flow | src-only} {bits-per-second [normal-burst-bytes] 
[maximum-burst-bytes]} [conform-action action] [exceed-action action] 

no police {aggregate name} 

no police flow {bits-per-second [normal-burst-bytes] [extended-burst-bytes] [pir peak-rate-bps]} |  
[conform-action action] [exceed-action action] [violate-action action] 

no police flow mask {dest-only | full-flow | src-only} {bits-per-second [normal-burst-bytes] 
[maximum-burst-bytes]} [conform-action action] [exceed-action action]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• maximum-burst-bytes は normal-burst-bytes と同じです。

• conform-action は transmit です。

• exceed-action は drop です。

• violate-action は exceed-action と同じです。

• pir peak-rate-bps は normal-burst-bytes rate レートと同じです。

aggregate name 事前に定義済みの集約ポリサー名を指定して、この指定された集約ポリ

サーを使用するポリシーマップ クラスを設定します。

flow マイクロフロー ポリサーを指定します。

bits-per-second 1 秒あたりの CIR（認定情報速度）ビット。有効値は 32000 ～ 4000000000

bps です。

normal-burst-bytes （任意）CIR トークン バケット サイズ。有効値は 1000 ～ 512000000 バ

イトです。

maximum-burst-bytes （任意）PIR トークン バケット サイズ。有効値は 1000 ～ 32000000 バイ

トです。

pir peak-rate-bps （任意）PIR ピーク レートを設定します。有効値は 32000 ～ 

4000000000bps です。

conform-action action （任意）bits-per-second レートを超えた場合の対処方法を指定します。有

効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

exceed-action action （任意）bits-per-second レートを超えた場合の対処方法を指定します。有

効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

violate-action action （任意）bits-per-second レートが、maximum-burst-bytes レートを超えた場

合の対処方法を指定します。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

mask ポリシングで使用するフロー マスクを指定します。

dest-only 宛先専用フロー マスクを指定します。

full-flow full フロー マスクを指定します。

src-only 送信元専用フロー マスクを指定します。
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コマンド モード ポリシーマップ サブコマンド

コマンド履歴

使用上のガイドライン police bits-per-second キーワードおよび引数の有効値は、32000 ～ 4000000000bps です。Release

12.2(17d)SXB3 の FlexWAN インターフェイスの場合のみ例外で、有効値は 8000 ～ 4000000000bps

になります。

名前付き集約ポリサーを作成するには、mls qos aggregate-policer policer-name コマンドを使用しま

す。

2 タイプの集約ポリサーを作成できます。名前付きおよびポート単位です。いずれのタイプも、次

のように複数のポートに付加できます。

• police コマンドを使用して、特定のポリシーマップ クラスのインターフェイス単位の集約ポリ

サーを定義します。複数の入力ポートにインターフェイス単位の集約ポリサーを付加する場合

は、入力ポートごとに一致するトラフィックがポリシングされます。

• mls qos aggregate-policer コマンドを使用して、名前付き集約ポリサーを作成します。複数の入

力ポートに名前付き集約ポリサーを付加する場合は、すべての入力ポートから付加先へと一致

するトラフィックがポリシングされます。

CIR トークン バケット サイズは、normal-burst-bytes 引数により設定されます。

PIR トークン バケット サイズは、maximum-burst-bytes 引数により設定されます（flow キーワードを

使用する場合は、サポートされません）。maximum-burst-bytes 引数が、normal-burst-bytes 設定と同じ

になるように設定する必要があります。

名前付き集約ポリサーの使用をクリアするには、no police aggregate aggregate-name コマンドを使用

します。

pir peak-rate-bps は、extended-burst-bytes に対応します。

police flow コマンドを入力すると、マイクロフロー ポリサーを定義できます（ARP [ アドレス レゾ

リューション プロトコル ] トラフィックにはマイクロフロー ポリシングを適用できません）。

police コマンドを入力すると、インターフェイス単位の集約ポリサーを定義できます。

トラフィックに集約ポリシングおよびマイクロフロー ポリシングの両方が実行される場合は、集約

ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーのいずれもが同じポリシー マップ内にある必要があり、

同じ conform-action キーワードおよび exceed-action キーワードを使用する必要があります。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB3 FlexWAN インターフェイスでのみ、police bits-per-second の 小値が 32000

～ 8000 に低減されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(18)SXD 次のようにこのコマンドが変更されました。

• conform-action の有効値に set-mpls-exp-topmost-transmit キーワード

が追加されました。

• set-mpls-exp-transmitキーワードがset-mpls-exp-imposition-transmitに
変更されました。

12.2(18)SXF CIR の 大値を 10,000,000,000 ビット / 秒に増やすように、このコマンド

が変更されました。 
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action の有効値は次のとおりです。

• drop ― bits-per-second レートを超えないパケットをドロップします。

• policed-dscp-transmit ― すべての不適合トラフィックに、マークダウン マップで指定されてい

るとおりマーキングします。

• set-dscp-transmit {dscp-value | dscp-bit-pattern | default | ef} ― 新しい DSCP（DiffServ コード ポ
イント）値を使用して、一致するトラフィックをマーキングします。有効値は、次のとおりです。

－ dscp-value ― DSCP 値を指定します。有効値は、0 ～ 63 です。

－ dscp-bit-pattern ― DSCP ビット パターンを指定します。有効値を表 2-28 に示します。

－ default ― パケットをデフォルトの dscp（000000）と一致させます。

－ ef ― パケットを EF dscp（101110）と一致させます。

• set-mpls-exp-imposition-transmit new-mpls-exp ― 付加されたラベル エントリ上の MPLS（マル

チプロトコル ラベル スイッチング）の試験ビットを書き換えて、送信します。new-mpls-exp 引

数により、ポリシー マップが定義した MPLS EXP ビットを設定するのに使用する値が指定さ

れます。new-mpls-exp の有効値は、0 ～ 7 です。

• set-mpls-exp-topmost-transmit ― 上位のラベル エントリ上の MPLS の experimental（EXP）
ビットを書き換えて、送信します。new-mpls-exp 引数により、ポリシー マップが定義した MPLS
EXP ビットを設定するのに使用する値が指定されます。new-mpls-exp の有効値は、0 ～ 7 です。

• set-prec-transmit new-precedence ― 新しい IP precedence 値を使用して一致するトラフィックを

マーキングし、送信します。new-precedence の有効値は、0 ～ 7 です。

• transmit ― bits-per-second レートを超えないパケットを送信します。 

表 2-28 dscp-bit-pattern の有効値

キーワード 定義

af11 パケットを AF11 dscp（001010）と一致させます。

af12 パケットを AF12 dscp（001100）と一致させます。

af13 パケットを AF13 dscp（001110）と一致させます。

af21 パケットを AF21 dscp（010010）と一致させます。

af22 パケットを AF22 dscp（010100）と一致させます。

af23 パケットを AF23 dscp（010110）と一致させます。

af31 パケットを AF31 dscp（011010）と一致させます。

af32 パケットを AF32 dscp（011100）と一致させます。

af33 パケットを AF33 dscp（011110）と一致させます。

af41 パケットを AF41 dscp（100010）と一致させます。

af42 パケットを AF42 dscp（100100）と一致させます。

af43 パケットを AF43 dscp（100110）と一致させます。

cs1 パケットを CS1（precedence 1）dscp（001000）と一致させます。

cs2 パケットを CS2（precedence 2）dscp（010000）と一致させます。

cs3 パケットを CS3（precedence 3）dscp（011000）と一致させます。

cs4 パケットを CS4（precedence 4）dscp（100000）と一致させます。

cs5 パケットを CS5（precedence 5）dscp（101000）と一致させます。

cs6 パケットを CS6（precedence 6）dscp（110000）と一致させます。

cs7 パケットを CS7（precedence 7）dscp（111000）と一致させます。
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例 事前に定義済みの集約ポリサー名を指定して、この指定された集約ポリサーを使用するポリシー

マップ クラスを設定する例を示します。

Router(config-pmap-c)# police aggregate agg1
Router(config-pmap-c)# 

次に、クラスマップ ipp5 を使用するポリシー マップ max-pol-ipp5 を作成する例を示します。この

クラスマップは、受信 IP precedence 値を信頼するように設定されていて、 大容量に関する集約ポ

リサーおよびマイクロフロー ポリサーを使用して設定されています。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# policy-map max-pol-ipp5 
Router(config-pmap)# class ipp5 
Router(config-pmap-c)# trust ip-precedence 
Router(config-pmap-c)# police 2000000000 2000000 conform-action set-prec-transmit 6 
exceed-action policed-dscp-transmit 
Router(config-pmap-c)# police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 
exceed-action policed-dscp-transmit 
Router(config-pmap-c)#  

関連コマンド コマンド 説明

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーション

モードをアクセスして QoS クラス マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

show class-map クラス マップ情報を表示します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシー

の統計情報および設定を表示します。
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police rate（コントロール プレーン）
コントロール プレーンに関連付けられたトラフィックに、トラフィック ポリシングを設定するに

は、police rate コマンドを使用します。設定からトラフィック ポリシングを削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

police rate units pps [burst burst-in-packets packets] [peak-rate peak-rate-in-pps pps] [peak-burst 
peak-burst-in-packets packets] 

police rate units bps [burst burst-in-bytes bytes] [peak-rate peak-rate-in-bps bps] [peak-burst 
peak-burst-in-bytes bytes]

police rate percent percentage [burst ms ms] [peak-rate percent percentage] [peak-burst ms ms]

no police rate units pps [burst burst-in-packets packets] [peak-rate peak-rate-in-pps pps] [peak-burst 
peak-burst-in-packets packets] 

police rate units bps [burst burst-in-bytes bytes] [peak-rate peak-rate-in-bps bps] [peak-burst 
peak-burst-in-bytes bytes]

no police rate percent percentage [burst ms ms] [peak-rate percent percentage] [peak-burst ms ms]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

units ポリシー レート。有効値については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。

pps トラフィックがポリシングされるレートを、パケット / 秒で指定

します。

burst burst-in-packets packets （任意）トラフィックのポリシングに使用されるバースト レート

を指定します。有効値は 1 ～ 512000 パケットです。

peak-rate peak-rate-in-pps pps （任意）トラフィックのポリシングに使用される PIR（ 大情報

レート）を指定します。有効値は 1 ～ 512000 パケットです。

peak-burst peak-burst-in-packets 

packets
（任意）トラフィックのポリシングに使用されるピークバースト

値を指定します。有効値は 1 ～ 512000 パケットです。

bps トラフィックがポリシングされるレートを、ビット / 秒で指定し

ます。

burst burst-in-bytes bytes （任意）トラフィックのポリシングに使用されるバースト レート

を指定します。有効値は 1000 ～ 512000000 ビットです。

peak-rate peak-rate-in-pps bps （任意）ピーク レートに使用されるピークバースト値を指定しま

す。有効値は 1000 ～ 512000000 ビットです。 

peak-burst peak-burst-in-bytes 

bytes
（任意）トラフィックのポリシングに使用されるピーク バースト

値を指定します。有効値は 1000 ～ 512000000 ビットです。 

percent percentage （任意）トラフィックがポリシングされるレートを決定するのに

使用されるインターフェイス帯域幅の割合を指定します。有効値

は 1 ～ 100 です。

burst ms ms （任意）トラフィックのポリシングに使用されるバースト レート

を指定します。有効値は 1 ～ 2000 ミリ秒です。

peak-rate percent percentage （任意）PIR を決定するのに使用されるインターフェイスの帯域幅

の割合を指定します。

peak-burst ms ms （任意）トラフィックのポリシングに使用されるバースト レート

を指定します。有効値は 1 ～ 2000 ミリ秒です。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド

police rate（コントロール プレーン）

2-530
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

コマンド モード ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン units の有効値は次のとおりです。

• ポリシー レートが pps で指定されている場合、有効値は 1 ～ 2000000 pps になります。

• ポリシー レートが bps で指定されている場合、有効値は 8000 ～ 10000000000 bps になります。

pps は、PIR の peak-rate-in-pps を計算するのに使用されます。

コントロール プレーンに関連付けられたトラフィックを、パケット / 秒（pps）、バイト / 秒（bps）、

またはインターフェイス帯域幅の割合の単位で制限するには、police rate コマンドを使用します。

police rate コマンドが入力された場合にレートが指定されなければ、コントロール プレーンに関連

付けられたトラフィックは bps 単位でポリシングされます。

例 次に、クラス上でポリシングを設定して、トラフィックを 1500000 pps の標準レートに制限する例

を示します。

Router(config)# class-map telnet-class 
Router(config-cmap)# match access-group 140
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map control-plane-policy
Router(config-pmap)# class telnet-class
Router(config-pmap-c)# police rate 1500000 pps bc 500000 packets 
Router(config-pmap-c)# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXD1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

policy-map QoS（サービス品質）ポリシー マップ コンフィギュレーション モー

ドをアクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。
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policy-map
QoS（サービス品質）ポリシー マップ コンフィギュレーション モードにアクセスして QoS ポリシー

マップを設定するには、policy-map コマンドを使用します。ポリシー マップを削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

policy-map policy-map-name

no policy-map policy-map-name

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• extended-burst-bytes は burst-bytes と同じです。

• conform-action は送信です。

• exceed-action はドロップです。

• violate-action は exceed-action と同じです。

• pir peak-rate-bps は標準の（cir）レートと同じです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードでは、次のコンフィギュレーション コマンド

が利用できます。

• exit ― QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードを終了します。

• no ― 定義済みポリシー マップを削除します。

• class class-map [name] ― QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードにアクセスして、以

前に作成したクラス マップがポリシー マップに含まれるよう指定したり、クラス マップを作

成したりします（詳細については、class-map コマンドを参照）。

• class {class-name | class-default} ― クラス コンフィギュレーション モードにアクセスして、作

成または変更したいポリシーのクラス名を指定します（詳細については、class［ポリシーマッ

プ］コマンドを参照）。

• police [aggregate name] サブコマンド ― マイクロフロー ポリサーまたは集約ポリサーを定義し

て（詳細については、police［ポリシー マップ］コマンドを参照）、次の構文を提供します。

－ police {aggregate name} 

－ police flow {bits-per-second [normal-burst-bytes] [maximum-burst-bytes] [pir peak-rate-bps]} |
[conform-action action] [exceed-action action] [violate-action action]

－ police flow mask {dest-only | full-flow | src-only} {bits-per-second [normal-burst-bytes]
[maximum-burst-bytes]} [conform-action action] [exceed-action action]

policy-map-name ポリシー マップ名。policy-map サブコマンドの説明については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB3 FlexWAN インターフェイスでのみ、police bits-per-second の 小値が 32000

から 8000 に低減されるように、このコマンドが変更されました。
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• trust  {cos | dscp | ip-precedence} ― 指定されたクラス信頼値を設定します。このコマンドで設

定された信頼値は、特定のインターフェイス上で設定された信頼値よりも優先します。

表 2-29 に、class の構文を示します。

  

ポリシー マップで exceed-action を指定しない場合、デフォルトでドロップされ、violate-action に従

います。

ポリシー マップ クラスでは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）QoS は bandwidth、priority、

queue-limit、random-detect、または set キーワードをサポートしません。

例 次に、設定済みのクラスマップ ipp5 を使用するポリシー マップ max-pol-ipp5 を作成する例、およ

び受信された IP precedence 値に信頼状態を設定し、 大容量に関する集約ポリサーおよびマイクロ

フロー ポリサーを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# policy-map max-pol-ipp5
Router(config-pmap)# class ipp5
Router(config-pmap-c)# trust ip-precedence
Router(config-pmap-c)# police 2000000000 2000000 8000000 conform-action 
set-prec-transmit 6 exceed-action policed-dscp-transmit
Router(config-pmap-c)# police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 
exceed-action policed-dscp-transmit
Router(config-pmap-c)# end
Router#

関連コマンド

表 2-29 class の構文

サブコマンド 説明

exit （任意）QoS クラス アクション コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

police （任意）フロー ポリシングを指定します。詳細については、police（ポリ

シー マップ） コマンドを参照してください。

trust state （任意）ポリシー マップ クラスの信頼状態を設定します。信頼状態は cos、

dscp、および ip-precedence です。

cos （任意）受信した CoS（サービス クラス）またはインターフェイスの CoS

から、内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）値を設定します。

dscp （任意）受信した DSCP 値を使用するように QoS を設定します。

ip-precedence （任意）受信した IP precedence から、DSCP 値を設定します。

コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをアクセスして

QoS クラス マップを設定します。

class（ポリシーマップ） 作成または変更したいポリシーを持つクラスの名前を指定するか、

またはポリシーを設定する前に、デフォルト クラス（一般には

class-default クラス）を指定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

show class-map クラス マップ情報を表示します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシーの統計

情報および設定を表示します。
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port access-map
ポート アクセス マップを作成したり、ポート アクセスマップ コマンド モードを開始するには、

port access-map コマンドを使用します。マッピング シーケンスまたはマップ全体を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

port access-map name [seq#]

no port access-map name [seq#]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

既存のマップ シーケンスのシーケンス番号を入力すると、ポート アクセスマップ モードが開始さ

れます。シーケンス番号を指定しないと、番号が自動的に割り当てられます。各マップ シーケンス

には、一致句およびアクション句をそれぞれ 1 つずつ入力できます。

シーケンス番号を指定しないで no port access-map name [seq#] コマンドを入力すると、マップ全体

が削除されます。

ポート アクセスマップ モードを開始すると、次のコマンドが使用可能になります。

• action ― パケットのアクション句を指定します。action コマンドを参照してください。

• default ― コマンドをデフォルトに設定します。

• end ― コンフィギュレーション モードを終了します。

• exit ― ポート アクセスマップ コンフィギュレーション モードを終了します。

• match ― 一致句を指定します。match コマンドを参照してください。

• no ― コマンドを取り消すか、またはデフォルトを設定します。

例 次に、ポート アクセスマップ モードを開始する例を示します。

Router(config)# port access-map ted
Router(config-port-map)#

関連コマンド

name ポート アクセスマップのタグ

seq# （任意）マップのシーケンス番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

action パケット アクション句を設定します。

match VLAN（仮想 LAN）アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL

（アクセス コントロール リスト）を選択することにより一致句を指定しま

す。
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port-channel load-balance
バンドル内のポート間で負荷分散方式を設定するには、port-channel load-balance コマンドを使用

します。負荷分散方式をデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-channel load-balance method [module slot]

no port-channel load-balance

シンタックスの説明

デフォルト method は src-dst-ip です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 有効な method 値は次のとおりです。

• dst-ip ― 宛先 IP アドレス上での負荷分散

• dst-mac ― 宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレス上での負荷分散

• dst-port ― 宛先ポート上での負荷分散

• src-dst-ip ― 送信元 XOR 宛先 IP アドレス上での負荷分散

• src-dst-mac ― 送信元 XOR 宛先 MAC アドレス上での負荷分散

• src-dst-port ― 送信元 XOR 宛先ポート上での負荷分散

• src-ip ― 送信元 IP アドレス上での負荷分散

• src-mac ― 送信元 MAC アドレス上での負荷分散

• src-port ― 送信元ポート上での負荷分散

port-channel load-balance method module slot コマンドは、DFC システムでのみサポートされます。

port-channel per-module load-balance コマンドを使用すると、モジュール単位にポート チャネル負

荷分散機能をイネーブルにしたりディセーブルにしたりできます。port-channel per-module

load-balance コマンドの入力後に、port-channel load-balance method module slot コマンドを入力し

て、特定のモジュール上での負荷分散方式を指定できます。

method 負荷分散方式。有効値のリストについては、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

module slot （任意）モジュール スロット番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF このコマンドに、任意の module slot キーワードおよび引数が追加されま

した。
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例 次に、負荷分散方式を dst-ip に設定する例を示します。

Router(config)# port-channel load-balance dst-ip
Router(config)# 

次に、特定のモジュール上で負荷分散方式を設定する例を示します。

Router(config)# port-channel load-balance dst-ip module 2
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

interface port-channel ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

port-channel per-module load-balance モジュール単位に負荷分散をイネーブルにします。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。
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port-channel load-balance mpls
バンドル内のポート間で MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）パケットの負荷分散方

式を設定するには、port-channel load-balance mpls コマンドを使用します。負荷分散方式をデフォ

ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-channel load-balance mpls {label | label-ip}

no port-channel load-balance mpls

シンタックスの説明

デフォルト label-ip

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

label を選択した場合は、次の注意事項が適用されます。

• MPLS ラベルを 1 つのみ使用する場合は、 後の MPLS ラベルが使用されます。

• MPLS ラベルを複数使用する場合は、 後の 2 つのラベル（ 大 5 つ）が使用されます。

label-ip を選択した場合は、次の注意事項が適用されます。

• IPv4 および 3 つ以下のラベルを使用する場合は、送信元 IP アドレス XOR 宛先 IP アドレスを

使用してパケットが分散されます。

• ラベルを 4 つ以上使用する場合は、 後の 2 つのラベル（ 大 5 つ）が使用されます。

• 非 IPv4 パケットの場合、分散方式は label 方式と同じです。

例 次に、負荷分散方式を label-ip に設定する例を示します。

Router(config)# port-channel load-balance mpls label-ip
Router(config)# 

関連コマンド

label MPLS ラベルを使用してパケットを分散するように指定します。詳細につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

label-ip MPLS ラベルまたは IP アドレスを使用してパケットを分散するように指

定します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

interface port-channel ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
port-channel min-links

2-537
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

port-channel min-links
チャネルがアクティブになる前に必要な、EtherChannel にバンドルされる 小限のポート数を指定

するには、port-channel min-links コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

port-channel min-links min-num

no port-channel min-links

シンタックスの説明

デフォルト min-num は 1 秒です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、LACP（802.3ad）ポートのみです。同一チャネル グループには、

2 つ以上の LACP セカンダリ ポート チャネルが所属できます。このコマンドは、同一グループ内の

すべてのポート チャネルに適用されます。

使用可能なリンクの数が指定された数より少ない場合、ポート チャネル インターフェイスはアク

ティブになりません。

設定を確認するには、show running-config コマンドを使用します。

例 次に、チャネルがアクティブになるために必要な、EtherChanerl にバンドルされる 小限のポート

数を指定する例を示します。

Router(config-if)# port-channel min-links 3
Router(config-if)# 

関連コマンド

min-num チャネルがアクティブになる前に必要な、チャネルにバンドルされる 小

限のポート数。有効値は 0 ～ 8 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。
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port-channel per-module load-balance
モジュール単位で負荷分散をイネーブルにするには、port-channel per-module load-balance コマン

ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-channel per-module load-balance

no port-channel per-module load-balance

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン port-channel load-balance method module slot コマンドは、DFC システムでのみサポートされます。

port-channel per-module load-balance コマンドを使用すると、モジュール単位にポート チャネル負

荷分散機能をイネーブルにしたりディセーブルにしたりできます。port-channel per-module

load-balance コマンドの入力後に、port-channel load-balance method module slot コマンドを入力し

て、特定のモジュール上での負荷分散方式を指定できます。

例 次に、モジュール単位で負荷分散をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# port-channel per-module load-balance 
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

interface port-channel ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

port-channel load-balance モジュール単位に負荷分散をイネーブルにします。

show etherchannel チャネルの EtherChannel 情報を表示します。
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power enable 
モジュールに電源を投入するには、power enable コマンドを使用します。モジュールの電源を切断

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

power enable {module slot}

no power enable {module slot}

シンタックスの説明

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン no power enable module slot コマンドを入力してモジュールの電源を切断した場合、そのモジュール

のコンフィギュレーションは保存されません。

no power enable module slot コマンドを入力して空スロットの電源を切断した場合、そのモジュール

のコンフィギュレーションは保存されます。

slot 引数はモジュール番号を指定します。slot の有効値は、使用するシャーシによって異なります。

たとえば、13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

例 次に、電源が切断されているモジュールに電源を投入する例を示します。

Router(config)# power enable module 5
Router(config)#

次に、モジュールの電源を切断する例を示します。

Router(config)# no power enable module 5
Router(config)#

関連コマンド

module slot モジュールのスロット番号を指定します。有効値については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD 空のスロットに対する電源をディセーブルにできるように、このコマンド

が変更されました。

コマンド 説明

show power 電力状況に関する情報を表示します。
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power inline
インターフェイスにインライン パワーの管理モードを設定するには、power inline コマンドを使用

します。

power inline {auto [max max-milli-watts]} | never | {static [max max-milli-watts]}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• auto.

• max-milli-watts は、15400 ミリリワットです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスのインライン パワーをオフ モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# power inline never

次に、システム電力プールからの電力をポートに割り当てる例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# power inline static max 15000

関連コマンド

auto デバイス検出プロトコルをオンにして、検出されたデバイスに電力を供給

します。

max max-milli-watts （任意）ポートに接続されたデバイスが消費できる 大電力を指定します。

有効値は 4000 ～ 15400 ミリワットです。

never デバイス検出プロトコルをオフにして、デバイスへの電力供給を停止しま

す。

static ポートにシステム電力プールからの電力を割り当てます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA static および max max-milli-watts キーワードおよび引数を追加するように、

このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show power 電力状況に関する情報を表示します。
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power redundancy-mode
電源装置冗長モードを設定するには、power redundancy-mode コマンドを使用します。

power redundancy-mode {combined | redundant}

シンタックスの説明

デフォルト redundant

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、電源装置を非冗長モードに設定する例を示します。

Router(config)# power redundancy-mode combined
Router(config)#

次に、電源装置を冗長モードに設定する例を示します。

Router(config)# power redundancy-mode redundant
Router(config)#

関連コマンド

combined 非冗長モードを指定します（電源装置の出力が合計されます）。

redundant 冗長モードを指定します（いずれかの電源装置でシステムを稼働させるこ

とができます）。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show power 電力状況に関する情報を表示します。
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ppp link
PPP（ポイントツーポイント プロトコル）LCP（リンク コントロール プロトコル）ダウンおよび

キープアライブ障害リンク トラップを生成したり、インターフェイス リセット ベクトルに対する

コールをイネーブルにするには、ppp link コマンドを使用します。PPP LCP ダウンおよびキープア

ライブ障害リンク トラップやインターフェイス リセット ベクトルに対するコールをディセーブル

にするには、ppp link コマンドを使用します。

ppp link {reset | trap}

no ppp link {reset | trap}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• コールはインターフェイス リセット ベクトルへ送信されます。

• トラップは、LCP がダウンした場合に送信されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

no ppp link trap コマンドは、LCP がダウンした場合にリンク トラップの送信をディセーブルにし

ます。

LCP が設定されていたりクローズしている間に PPP がインターフェイス リセット ベクトルを呼び

出す場合、アップまたはダウン メッセージがコンソールに表示されます。専用線設定がアップして

いるもののピアが応答しない場合、PPP はインターフェイス リセット ベクトルを 1 分ごとに呼び

出します。この場合、アップまたはダウン ステータス メッセージがコンソールに表示されます。イ

ンターフェイス リセット ベクトルに対するコールをディセーブルにするには、no ppp link reset コ

マンドを使用します。PPP は引き続きピアとのネゴシエーションを試行しますが、試行間でイン

ターフェイスはリセットされません。

例 次に、インターフェイス リセット ベクトルに対する呼び出しをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ppp link reset
Router(config-if)#

次に、インターフェイス リセット ベクトルに対する呼び出しをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ppp link reset
Router(config-if)#

reset インターフェイス リセット ベクトルに対するコールを指定します。

trap LCP ダウンおよびキープアライブ障害リンク トラップを指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、PPP LCP ダウンおよびキープアライブ障害リンク トラップを生成する例を示します。

Router(config-if)# ppp link trap
Router(config-if)#

次に、LCP がダウンした場合にリンク トラップの送信をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no ppp link trap
Router(config-if)#

priority-queue cos-map
受信および送信完全優先キューに CoS（サービス クラス）値をマッピングするには、priority-queue

cos-map コマンドを使用します。デフォルト マッピングに戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

priority-queue cos-map queue-id cos1 [cos2 [cos3 [cos4 [cos5 [cos6 [cos7 [cos8]]]]]]]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、次の受信および送信完全優先キューに対して、キュー 1 が CoS 5 にマッピングさ

れます。

• 1p1q4t 受信キュー

• 1p1q0t 受信キュー

• 1p1q8t 受信キュー

• 1p2q2t 送信キュー

• 1p3q8t 送信キュー

• 1p7q8t 送信キュー

• 1p3q1t 送信キュー

• 1p2q1t 送信キュー

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 完全優先キューに CoS 値をマッピングする場合は、次の点に注意してください。

• キュー番号は常に 1 です。

• キューのマッピングには 大 8 つの CoS 値を入力できます。

queue-id キュー番号。有効値は 1 です。

cos1 CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

. . . cos8 （任意）CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、ギガビット イーサネット ポート 1/1 上で、完全優先キューに CoS 値 7 をマッピングする例

を示します。

Router(config-if)# priority-queue cos-map 1 7 
Router(config-if)# 

関連コマンド

private-vlan
PVLAN、および PVLAN とセカンダリ VLAN（仮想 LAN）間のアソシエーションを設定するには、

private-vlan コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

private-vlan {isolated | community | primary}

private-vlan association secondary-vlan-list | {add secondary-vlan-list} | {remove secondary-vlan-list}

no private-vlan {isolated | community | primary}

no private-vlan association

シンタックスの説明

デフォルト PVLAN は設定されていません。

コマンド モード config-VLAN サブモード

コマンド履歴

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

isolated VLAN を隔離 PVLAN として指定します。

community VLAN をコミュニティ PVLAN として指定します。

primary VLAN をプライマリ PVLAN として指定します。

association セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN とのアソシエーションを作成しま

す。

secondary-vlan-list セカンダリ VLAN の番号

add セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に対応させます。

remove セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN とのアソシエーションをクリアし

ます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 設定に関する制限が追加されました。詳細については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン ポートセキュリティ ポートには、PVLAN を設定できません。

ポートセキュリティ ポートにpvlanコマンドを入力すると、次のエラー メッセージが表示されます。

Command rejected: Gix/y is Port Security enabled port.

12 個のポートからなるグループ（1 ～ 12、13 ～ 24、25 ～ 36、および 37 ～ 48）内のポートの 1 つ

がトランク、SPAN（スイッチド ポート アナライザ）宛先、またはプロミスキャス プライベート

VLAN ポートの場合は、ポートを隔離 VLAN ポートまたはコミュニティ VLAN ポートとして設定

しないでください。ポートの 1 つがトランク、SPAN 宛先、またはプロミスキャス プライベート

VLAN ポートである場合、12 個のポート内の他のポートの隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN

設定は非アクティブです。これらのポートを再びアクティブにするには、隔離 VLAN ポートまたは

コミュニティ VLAN ポートの設定を削除し、shutdown および no shutdown コマンドを入力します。

注意 PVLAN（プライマリまたはセカンダリ）上の config-VLAN モードで shutdown コマンドを入力し

てから、no shutdown コマンドを入力すると、PVLAN タイプおよび関連情報が削除されます。VLAN
が PVLAN になるように、再設定する必要があります。

（注） リリース 12.2(17a)SX では、この制限はイーサネット 10 MB、10/100 MB、および 100 MB モジュー

ル（WS-X6548-RJ-45 および WS-X6548-RJ-21 を除く）に適用されます。12.2(17a)SX より前のリリー

スでは、この制限はイーサネット 10 MB、10/100 MB、および 100 MB モジュールに適用されます。

VLAN 1 または VLAN 1001 ～ 1005 を PVLAN として設定することはできません。

VTP（VLAN トランキング プロトコル）は PVLAN をサポートしません。PVLAN ポートを使用す

るデバイスごとに、PVLAN を設定する必要があります。

secondary-vlan-list 引数には、スペースを挿入できません。複数のカンマ区切り項目を含めることが

できます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフンで連結した PVLAN ID

の範囲です。secondary-vlan-list パラメータには、複数のコミュニティ VLAN ID を含めることがで

きます。

secondary-vlan-list 引数には、1 つの隔離 VLAN ID だけを含めることができます。PVLAN は、VLAN

番号ペアの共通のセットを特長とするプライベート ポートのセットです。各ペアは、少なくとも 2

つの特別単一方向 VLAN で構成され、ルータと通信するために隔離ポートまたはポートのコミュニ

ティによって使用されます。

隔離 VLAN は、プロミスキャス ポートと通信するために隔離ポートによって使用される VLAN で

す。隔離 VLAN のトラフィックは、同じ VLAN 内のその他のすべてのプライベート ポート上でブ

ロックされます。このトラフィックを受信できるのは、対応するプライマリ VLAN に割り当てられ

た標準トランキング ポートおよびプロミスキャス ポートのみです。

プロミスキャス ポートは、プライマリ VLAN に割り当てられたプライベート ポートとして定義さ

れます。

プライマリ VLAN は、トラフィックをルータからプライベート ポート上の顧客端末ステーション

へ伝送する VLAN として定義されます。

コミュニティ VLAN は、コミュニティ ポート間で、およびコミュニティ ポートから対応するプラ

イマリ VLAN 上のプロミスキャス ポートに、トラフィックを伝送する VLAN として定義されます。
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隔離 vlan-id は 1 つしか指定できません。一方、コミュニティ VLAN は複数を指定可能です。隔離

VLAN およびコミュニティ VLAN は、1 つの VLAN にのみ対応付けることができます。対応付けら

れた VLAN リストには、プライマリ VLAN が含まれていてはなりません。同様に、すでにプライ

マリ VLAN に対応付けられた VLAN は、プライマリ VLAN として設定できません。

config-VLAN サブモードを終了しないと、private-vlan コマンドは有効になりません。

プライマリまたはセカンダリ VLAN を削除すると、VLAN に対応付けられたポートは非アクティブ

となります。

設定に関する注意事項については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』

を参照してください。

例 次に、プライマリ VLAN 14、隔離 VLAN 19、およびコミュニティ VLAN 20 ～ 21 間の PVLAN 関

係を作成する例を示します。

Router(config) # vlan 19
Router(config-vlan) # private-vlan isolated
Router(config) # vlan 20
Router(config-vlan) # private-vlan community
Router(config-vlan) # private-vlan community
Router(config) # vlan 14
Router(config-vlan) # private-vlan primary
Router(config-vlan) # private-vlan association 19-21

次に、隔離 VLAN およびコミュニティ VLAN 20 を PVLAN アソシエーションから削除する例を示

します。

Router(config) # vlan 14
Router(config-vlan) # private-vlan association remove 18,20
Router(config-vlan) #

次に、PVLAN 関係を削除し、プライマリ VLAN を削除する例を示します。対応付けられたセカン

ダリ VLAN は削除されません。

Router(config-vlan) # no private-vlan 14
Router(config-vlan) #

関連コマンド コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。

show vlan private-vlan PVLAN 情報を表示します。
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private-vlan mapping
プライマリ VLAN（仮想 LAN）とセカンダリ VLAN が同じプライマリ VLAN SVI を共有するよう

これらの間のマッピングを作成するには、private-vlan mapping コマンドを使用します。SVI からす

べての PVLAN マッピングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

private-vlan mapping {[secondary-vlan-list | {add secondary-vlan-list} |  
{remove secondary-vlan-list}]}

no private-vlan mapping

シンタックスの説明

デフォルト PVLAN SVI マッピングは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン private-vlan mapping コマンドは、MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）または MSFC2

上でソフトウェアによりスイッチングされるトラフィックに影響します。private-vlan mapping コ

マンドを実行しても、PFC（ポリシー フィーチャ カード）または PFC2 にはレイヤ 3 スイッチング

が設定されません。

secondary-vlan-list 引数にはスペースを挿入できません。複数のカンマ区切り項目を含めることがで

きます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフンで連結した PVLAN ID の

範囲です。

このコマンドは、プライマリ VLAN のインターフェイス コンフィギュレーション モードで有効で

す。

プライマリ VLAN の SVI はレイヤ 3 で作成されます。

セカンダリ VLAN で受信されたトラフィックは、プライマリ VLAN の SVI によってルーティング

されます。

既存のセカンダリ VLAN の SVI は機能せず、このコマンドが入力されたあとはダウンしていると

みなされます。

セカンダリ SVI は、1 つのプライマリ SVI にだけマッピングできます。プライマリ VLAN をセカン

ダリ VLAN として設定した場合、このコマンドで指定されたすべての SVI はダウン状態になりま

す。

有効なレイヤ 2 アソシエーションのない 2 つの VLAN 間のマッピングを設定する場合、マッピング

設定は有効ではありません。

secondary-vlan-list （任意）プライマリ VLAN をマッピングするセカンダリ VLAN の VLAN ID 

add （任意）セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN にマッピングします。

remove （任意）セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN との間のマッピングを削除

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、VLAN 20 のインターフェイスを VLAN 18 の SVI にマッピングする例を示します。

Router(config)# interface vlan 18
Router(config-if)# private-vlan mapping 18 20
Router(config-if)#

次に、PVLAN 303 ～ 307、309、および 440 からのセカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティ

ングを許可して、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface vlan 202 
Router(config-if)# private-vlan mapping add 303-307,309,440 
Router(config-if)# end 
Router# show interfaces private-vlan mapping 
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan202   303            community
vlan202   304            community
vlan202   305            community
vlan202   306            community
vlan202   307            community
vlan202   309            community
vlan202   440            isolated
Router#

次に、追加する VLAN がすでに VLAN 18 の SVI にマッピングされている場合に表示されるエラー

メッセージの例を示します。まず、VLAN 18 の SVI からマッピングを削除する必要があります。

Router(config)# interface vlan 19
Router(config-if)# private-vlan mapping 19 add 21
    Command rejected: The interface for VLAN 21 is already mapped as s secondary.
Router(config-if)# 

次に、VLAN 19 の SVI からすべての PVLAN マッピングを削除する例を示します。

Router(config)# interface vlan 19
Router(config-if)# no private-vlan mapping
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces private-vlan mapping VLAN SVI の PVLAN マッピングに関する情報を

表示します。

show vlan VLAN 情報を表示します。

show vlan private-vlan PVLAN 情報を表示します。
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private-vlan synchronize
セカンダリ VLAN（仮想 LAN）をプライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピングするには、

private-vlan synchronize コマンドを使用します。

private-vlan synchronize

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード MST コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン MST コンフィギュレーション サブモードを終了するときに VLAN を対応付けられたプライマリ

VLAN と同じインスタンスにマッピングしないと、警告メッセージにより、対応付けられたプライ

マリ VLAN と同じインスタンスにマッピングされていないセカンダリ VLAN のリストが表示され

ます。private-vlan synchronize コマンドは、すべてのセカンダリ VLAN を、対応付けられたプライ

マリ VLAN と同じインスタンスに自動的にマッピングします。

例 次の例では、プライマリ VLAN 2 およびセカンダリ VLAN 3 が VLAN 2 に対応付けられ、すべての

VLAN が CIST インスタンス 1 にマッピングされていると仮定します。また、次の例ではプライマ

リ VLAN 2 のマッピングのみを変更しようとした場合の出力も示します。

Router(config)# spanning-tree mst configuration 
Router(config-mst)# instance 1 vlan 2
Router(config-mst)# exit
These secondary vlans are not mapped to the same instance as their primary:
-> 3

次に、PVLAN 同期を初期化する例を示します。

Router(config-mst)# private-vlan synchronize
Router(config-mst)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show MST コンフィギュレーションを確認します。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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process-min-time percent
他のプロセスに CPU が開放されるまでに OSPF が使用できる CPU 処理時間の 小割合を指定する

には、process-min-time percent コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

process-min-time percent percent

no process-min-time

シンタックスの説明

デフォルト percent は 25 です。

コマンド モード ルータ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） このコマンドは、Cisco TAC が指示した場合にのみ使用します。

このコマンドは OSPFv2 および OSPFv3 でサポートされます。

処理 大時間の 小割合を設定するには、process-min-time コマンドを使用します。この割合を超

えると、CPU の制御がより優先順位の高いプロセスに移される可能性があります。

処理 大時間は、process-max-time コマンドを使用して設定します。process-min-time は、

process-max-time コマンドとともにしてください。

例 次に、CPU が開放されるまでに使用できる CPU 処理時間の割合を設定する例を示します。

Router> configure terminal
Router(configure)# router ospf
Router(config-router)# process-min-time percent 35
Router(config-router)# 

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router> configure terminal
Router(configure)# router rip
Router(config-router)# no process-min-time
Router(config-router)# 

関連コマンド

percent 他のプロセスに CPU が開放されるまでに使用できる CPU 処理時間の割

合。有効値は 1 ～ 100 です。

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor 

Engine 320 に追加されました。

コマンド 説明

process-max-time プロセスが CPU を自発的に他のプロセスに開放するまでの時間を

設定します。
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rcv-queue bandwidth
重みをスケジューリングして、入力（受信）WRR（重み付けラウンドロビン）キューの帯域幅を定

義するには、rcv-queue bandwidth コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

rcv-queue bandwidth weight-1 ... weight-n

no rcv-queue bandwidth 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• QoS（サービス品質）がイネーブル ― 4：255

• QoS がディセーブル ― 255：1

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドは、2q8t および 8q8t ポート上でのみサポートされます。

キューの重みは 7 つまで設定できます。

例 次に、3 対 1 の帯域幅比率を割り当てる例を示します。

Router(config-if)# rcv-queue bandwidth 3 1 
Router(config-if)#

関連コマンド

weight-1 ... weight-n WRR 重み。有効値は 0 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

rcv-queue queue-limit 完全優先キューと標準受信キューの間のサイズ比を設定します。

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue cos-map
CoS（サービス クラス）値を標準受信キュー ドロップのしきい値にマッピングするには、rcv-queue

cos-map コマンドを使用します。マッピングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

rcv-queue cos-map queue-id threshold-id cos-1 ... cos-n

no rcv-queue cos-map queue-id threshold-id

シンタックスの説明

デフォルト 表 2-30 に、デフォルト値を示します。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン cos-n 値は、モジュールおよびポート タイプによって定義されます。cos-n 値を入力する場合は、大

きい値ほど高いプライオリティを示すことに注意してください。

このコマンドは信頼されたポートでのみ使用してください。

例 次に、標準受信キューのしきい値 1 に CoS 値 0 および CoS 値 1 をマッピングする例を示します。

Router (config-if)# rcv-queue cos-map 1 1 0 1
  cos-map configured on:  Gi1/1 Gi1/2
Router(config-if)#

関連コマンド

queue-id キュー ID。有効値は 1 です。

threshold-id しきい値 ID。有効値は 1 ～ 4 です。

cos-1 ... cos-n CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

表 2-30 デフォルトの CoS/ 標準受信キュー マップ

キュー しきい値 CoS マップ キュー しきい値 CoS マップ

QoS（サービス品質）がディセーブルの場合 QoS がイネーブルの場合

1 1 0、1、2、3、4、

5、6、7 

1 1 0、1

1 2 1 2 2、3

1 3 1 3 4

1 4 1 4 6、7

2 1 5 2 1 5 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue queue-limit
完全優先キューと標準受信キューの間のサイズ比を設定するには、rcv-queue queue-limit コマンド

を使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

rcv-queue queue-limit {q-limit-1} {q-limit-2}

no rcv-queue queue-limit

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 80%（ロープライオリティ）

• 20%（完全優先）

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1p1q8t 入力 LAN ポートを除き、有効な完全優先キューの重み値は 1 ～ 100% です。1p1q8t 入力 LAN

ポートでは、完全優先キューの有効値は 3 ～ 100% です。

rcv-queue queue-limit コマンドは、ASIC（特定用途向け集積回路）単位でポートを設定します。

ネットワークにおける完全優先トラフィック / 標準トラフィックの配分（標準トラフィック 80%、

完全優先トラフィック 20% など）を推定し、推定値をキューの重みに使用します。

例 次に、インターフェイス Gigabit Ethernet 1/2 に受信キュー サイズ比を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2 
Router(config-if)# rcv-queue queue-limit 75 15 
Router(config-if)# end 
Router# 

関連コマンド

q-limit-1 標準キューの重み。有効値は 1 ～ 100% です。

q-limit-2 完全優先キューの重み。有効値については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue random-detect 
指定された受信キューの 小および 大しきい値を指定するには、rcv-queue random-detect コマン

ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

rcv-queue random-detect {max-threshold | min-threshold} queue-id threshold-percent-1 ... 
threshold-percent-n

no rcv-queue random-detect {max-threshold | min-threshold} queue-id

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• min-threshold ― 80%

• max-threshold ― 20%

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、1p1q8t および 8q8t ポート上でのみサポートされます。

1p1q8t インターフェイスは、1 つの完全優先キューと、8 つのしきい値がある 1 つの標準キューを

意味します。8q8t インターフェイスは、8 つのしきい値がある 8 つの標準キューを意味します。完

全優先キューのしきい値は、設定できません。

しきい値には、それぞれ低および高しきい値があります。しきい値は受信キュー容量の割合です。

受信キューのしきい値の設定方法については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software 

Configuration Guide』の「QoS」を参照してください。

例 次に、ロー プライオリティ受信キューのしきい値を設定する例を示します。

Router (config-if)# rcv-queue random-detect max-threshold 1 60 100
Router (config-if)# 

関連コマンド

max-threshold 大しきい値を指定します。

min-threshold 小しきい値を指定します。

queue-id キュー ID。有効値は 1 です。

threshold-percent-1 
threshold-percent-n

しきい値の重み。有効値は 1 ～ 100% です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。
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rcv-queue threshold
1p1q4t および 1p1q0t インターフェイス上の標準受信キューにドロップのしきい値を設定するには、

rcv-queue threshold コマンドを使用します。しきい値をデフォルト設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

rcv-queue threshold queue-id threshold-percent-1 ... threshold-percent-n

no rcv-queue threshold 

シンタックスの説明

デフォルト 1p1q4t および 1p1q0t のデフォルト設定は、次のとおりです。

• QoS（サービス品質）は CoS（サービス クラス）が 5 のすべてのトラフィックを完全優先キュー

に割り当てます。

• QoS はその他のすべてのトラフィックを標準キューに割り当てます。

1q4t のデフォルト設定では、QoS はすべてのトラフィックを標準キューに割り当てます。

QoS がイネーブルの場合は、次のデフォルトのしきい値が適用されます。

• 1p1q4t インターフェイスのドロップのしきい値のデフォルト設定は、次のとおりです。

－ CoS 0、1、2、3、4、6、または 7 のフレームは、標準受信キューに送られます。

－ 標準受信キュー ドロップのしきい値が 1 の場合、受信キュー バッファが 50% 以上満たさ

れると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 0 または 1 の着信フレームをドロップします。

－ 標準受信キュー ドロップのしきい値が 2 の場合、受信キュー バッファが 60% 以上満たさ

れると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 2 または 3 の着信フレームをドロップします。

－ 標準受信キュー ドロップのしきい値が 3 の場合、受信キュー バッファが 80% 以上満たさ

れると、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 4 の着信フレームをドロップします。

－ 標準受信キュー ドロップのしきい値が 4 の場合、受信キュー バッファが 100% 満たされる

と、Cisco 7600 シリーズ ルータは CoS 6 または 7 の着信フレームをドロップします。

－ CoS 5 のフレームは、完全優先受信キュー（キュー 2）に送られます。完全優先受信キュー

バッファが 100% 満たされた場合にのみ、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フレームをド

ロップします。

• 1p1q0t インターフェイスのドロップのしきい値のデフォルト設定は、次のとおりです。

－ CoS 0、1、2、3、4、6、または 7 のフレームは、標準受信キューに送られます。受信キュー

バッファが 100% 満たされると、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フレームをドロップし

ます。

－ CoS 5 のフレームは、完全優先受信キュー（キュー 2）に送られます。完全優先受信キュー

バッファが 100% 満たされた場合にのみ、Cisco 7600 シリーズ ルータは着信フレームをド

ロップします。

（注） 100% のしきい値は、実際は、BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）トラフィックを処理

できるように、モジュールによって 98% に変更されます。BPDU しきい値は、出荷時に 100% に設

定されています。

queue-id キュー ID。有効値は 1 です。

threshold- percent-1 ... 
threshold- percent-n

しきい値 ID。有効値は 1 ～ 100% です。
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コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン queue-id 値は、常に 1 です。

値 10 は、バッファが 10% 満たされたときのしきい値を示します。

しきい値 4 は常に 100% に設定してください。

受信しきい値が有効なのは、信頼状態が trust cos のポート上のみです。

1q4t の受信キュー テール ドロップのしきい値割合を設定するには、wrr-queue threshold コマンド

を使用します。

例 次に、インターフェイス Gigabit Ethernet 1/1 に受信キュー ドロップのしきい値を設定する例を示し

ます。

Router(config-if)# rcv-queue threshold 1 60 75 85 100 
Router(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張さ

れました。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

wrr-queue threshold 1q4t および 2q2t インターフェイスの標準受信キューおよび標準送

信キューにドロップのしきい値の割合を設定します。
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reassign
別の実サーバへの接続を試みるまでに許容される、新規接続の未応答 SYN の 大数を定義するに

は、reassign コマンドを使用します。 大接続数をデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

reassign threshold

no reassign

シンタックスの説明

デフォルト threshold は 3 です。

コマンド モード 実サーバ コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

threshold 値を指定しない場合は、再割り当てしきい値のデフォルト値が使用されます。

例 次に、再割り当てしきい値を定義する例を示します。

Router(config-if)# reassign 4
Router(config-if)#

次に、デフォルト値に戻す例を示します。

Router(config-if)# no reassign
Router(config-if)#

関連コマンド

threshold 別の実サーバに接続が割り当て直されるまでに、実サーバに送られる未応

答 TCP SYN の数。有効値は 1 ～ 4 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

faildetect numconns サーバの障害を示す条件を指定します。

inservice（実サーバ） Cisco IOS SLB 機能が使用する実サーバをイネーブルにしま
す。

retry 障害のあるサーバに接続を試みるまでの待機時間を定義し

ます。

maxconns（実サーバ コンフィギュ

レーション サブモード）

実サーバへのアクティブ接続数を制限します。
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redundancy
冗長コンフィギュレーション モードを開始するには、redundancy コマンドを使用します。このモー

ドから、メイン CPU サブモードを開始して、2 つのスーパーバイザ エンジンで使用される設定を

手動で同期化できます。

redundancy 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 冗長コンフィギュレーション モードを開始すると、次のオプションが使用できます。

• exit ― 冗長コンフィギュレーション モードを終了します。

• main-cpu ― メイン CPU サブモードを開始します。

• no ― コマンドを取り消すか、またはデフォルトを設定します。

このメイン CPU サブモードから、auto-sync コマンドを使用して、メイン CPU に適用可能な冗長コ

マンドをすべて使用できます。

冗長モードのタイプを選択するには、mode コマンドを使用します。

NSF/SSO 冗長モードは、IPv4 をサポートします。NSF/SSO 冗長モードは、IPv6、IPX および MPLS

（マルチプロトコル ラベル スイッチング）をサポートしません。

例 次に、冗長モードを開始する例を示します。

Router (config)# redundancy
Router(config-r)#

次に、メイン CPU サブモードを開始する例を示します。

Router (config)# redundancy
Router (config-r)# main-cpu
Router (config-r-mc)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

auto-sync NVRAM（不揮発性 RAM）内のコンフィギュレーション ファイルの自動

同期をイネーブルにします。

mode 冗長モードを設定します。
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redundancy force-switchover
アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンに強制的に切り替え

るには、redundancy force-switchover コマンドを使用します。

redundancy force-switchover

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する前に、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の

「Performing a Fast Software Upgrade (FSU)」を参照して、さらに詳しい情報を入手してください。

redundancy force-switchover コマンドは、冗長スーパーバイザ エンジンの手動切り替えを行います。

冗長スーパーバイザ エンジンが、新しい Cisco IOS イメージを稼働させる新しいアクティブ スー

パーバイザ エンジンになります。モジュールがリセットされ、モジュール ソフトウェアが新しい

アクティブ スーパーバイザ エンジンからダウンロードされます。

RPR+ スイッチオーバーを行っても、アクティブおよび冗長スーパーバイザ エンジンはリセットさ

れません。

古いアクティブ スーパーバイザ エンジンが新しいイメージで再起動され、冗長スーパーバイザ エ

ンジンになります。

例 次に、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンに手動で切り

替える例を示します。

Router# redundancy force-switchover
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mode 冗長モードを設定します。

redundancy 冗長設定モードを開始します。

show redundancy RF 情報を表示します。
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reload 
Cisco 7600 シリーズ ルータ全体をリロードするには、reload コマンドを使用します。

reload [text | in [hh:]mm [text] | at hh:mm [month day | day month] [text] | cancel]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン reload コマンドはシステムを停止します。エラー発生時に再起動するようにシステムが設定されて

いる場合は、自動的に再起動します。reload コマンドは、設定情報がファイルに格納され、スター

トアップ コンフィギュレーションに保存されたあとに使用してください。

あとでリロードを実行するようにスケジュールする場合は（in キーワードを使用）、およそ 24 日以

内にリロードを実行する必要があります。

リロード時刻を指定するときに（at キーワードを使用）月日を指定した場合は、指定された日時に

リロードが実行されます。月日を指定しなかった場合、リロードは当日の指定された時刻（指定さ

れた時刻が現在の時刻よりあとの場合）または翌日（指定された時刻が現在の時刻より前の場合）

に実行されます。00:00 を指定すると、リロードは午前 0 時にスケジューリングされます。リロー

ドはおよそ 24 日以内に実行する必要があります。

コンフィギュレーション ファイルを変更すると、Cisco 7600 シリーズ ルータがコンフィギュレー

ションを保存するように要求します。存在しないスタートアップ コンフィギュレーション ファイ

ルを環境変数 CONFIG_FILE が示している場合は、保存動作中に、Cisco 7600 シリーズ ルータで保

存を進めるかどうかが確認されます。この状況で [yes] と回答すると、Cisco 7600 シリーズ ルータ

はリロード時に setup モードを開始します。

at キーワードを使用するのは、（NTP、ハードウェアのカレンダー、または手動のいずれかで）MSM

にシステム クロックが設定されている場合です。複数の MSM でリロードが同時に実行されるよう

スケジューリングするには、各 MSM の時刻を NTP によって同期化する必要があります。

スケジューリングされたリロードの情報を表示するには、show reload コマンドを使用します。 

text （任意）リロードの理由。1 ～ 255 文字のストリングを指定できます。

in [hh:]mm （任意）特定の期間、Cisco 7600 シリーズ ルータのリロードを遅らせます。

at hh:mm （任意）指定された時刻（24 時間方式のクロックを使用）で実行するよう

に、Cisco 7600 シリーズ ルータのリロードをスケジューリングします。

month （任意）月の名前。任意の文字数からなる一意のストリングです。

day （任意）日付の番号。有効値は 1 ～ 31 です。

cancel （任意）スケジューリングされたリロードをキャンセルします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、Cisco 7600 シリーズ ルータをただちにリロードする例を示します。

Router# reload
Router#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータを 10 分後にリロードする例を示します。

Router# reload in 10
Router# Reload scheduled for 11:57:08 PDT Fri Apr 21 1996 (in 10 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
Router#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータを当日の午後 1 時にリロードする例を示します。

Router# reload at 13:00
Router# Reload scheduled for 13:00:00 PDT Fri Apr 21 1996 (in 1 hour and 2 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
Router#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータを 4 月 20 日の午前 2 時にリロードする例を示します。

Router# reload at 02:00 apr 20
Router# Reload scheduled for 02:00:00 PDT Sat Apr 20 1996 (in 38 hours and 9 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
Router#

次に、リロードの保留をキャンセルする例を示します。

Router# reload cancel
%Reload cancelled.
Router#

関連コマンド コマンド 説明

copy system:running-config nvram:startup-config 設定変更をスタートアップ コンフィギュ

レーションに保存します。

show reload ルータ上のリロード ステータス表示します。
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remote command
Cisco 7600 シリーズ ルータに 初にログインすることなく、スイッチ コンソールまたは指定された

モジュール上で直接 Cisco 7600 シリーズ ルータ コマンドを実行するには、remote command コマン

ドを使用します。

remote command {{module num} | standby-rp | switch} command

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン module num キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定します。指定できる値は、使用する

シャーシによって決まります。たとえば、13 スロット シャーシを使用する場合、有効値は 1 ～ 13

になります。module num キーワードおよび引数をサポートするのは、DFC を装備したモジュール

およびスタンバイ スーパーバイザ エンジンのみです。

remote command switch コマンドを実行すると、プロンプトは Switch-sp# に変更されます。

このコマンドをサポートするのは、DFC を搭載したモジュールおよびスーパーバイザ エンジンだ

けです。

このコマンドはコマンド完成機能をサポートしていませんが、コマンドの短縮形を使用できます

（たとえば、show の代わりに sh を入力できます）。

例 次に、スタンバイ RP から show calendar コマンドを実行する例を示します。

Router# remote command standby-rp show calendar
Switch-sp#
09:52:50 UTC Mon Nov 12 2001
Router#                               

関連コマンド

module num アクセスするモジュールを指定します。有効値については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

standby-rp スタンバイ Route Processor（RP; ルート プロセッサ）を指定します。

switch アクティブ スイッチ プロセッサを指定します。

command 実行するコマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD standby-rp キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されまし

た。

コマンド 説明

remote login Cisco 7600 シリーズ ルータ コンソールまたは特定のモジュールを

アクセスします。
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remote login
Cisco 7600 シリーズ ルータ コンソールまたは指定されたモジュールにアクセスするには、remote

login コマンドを使用します。

remote login {{module num} | standby-rp | switch} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 attach または remote login コマンドを入力して使用中のスイッチから他のコンソールをアクセスす

る際に、グローバルまたはインターフェイス コンフィギュレーション コマンド モード コマンドを

入力すると、スイッチがリセットする可能性があります。

module num キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定します。指定できる値は、使用する

シャーシによって決まります。たとえば、13 スロット シャーシを使用する場合、有効値は 1 ～ 13

になります。module num キーワードおよび引数をサポートするのは、DFC を装備したモジュール

およびスタンバイ スーパーバイザ エンジンのみです。

remote login module num コマンドを実行すると、接続しているモジュールのタイプに応じて、プロ

ンプトは Router-dfcx# または Switch-sp# に変更されます。

remote login standby-rp コマンドを実行すると、プロンプトは Router-sdby# に変更されます。

remote login switch コマンドを実行すると、プロンプトは Switch-sp# に変更されます。

remote login module num コマンドは、attach コマンドと同一です。

module num アクセスするモジュールを指定します。有効値については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

standby-rp スタンバイ Route Processor（RP; ルート プロセッサ）を指定します。

switch アクティブ スイッチ プロセッサを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD standby-rp キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されまし

た。
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セッションは次の 2 つの方法で終了できます。

• 次のように、exit コマンドを入力します。

Switch-sp# exit

[Connection to Switch closed by foreign host]
Router#

• 次のように、Ctrl-C を 3 回押します。

Switch-sp# ^C
Switch-sp# ^C
Switch-sp# ^C
Terminate remote login session? [confirm] y
[Connection to Switch closed by local host]
Router#

例 次に、特定のモジュールにリモート ログインを実行する例を示します。

Router# remote login module 1
Trying Switch ...
Entering CONSOLE for Switch
Type "^C^C^C" to end this session

Switch-sp#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータのプロセッサにリモート ログインを実行する例を示します。

Router# remote login switch
Trying Switch ...
Entering CONSOLE for Switch
Type "^C^C^C" to end this session
Switch-sp# 

次に、スタンバイ RP にリモート ログインを実行する例を示します。

Router# remote login standby-rp
Trying Switch ...
Entering CONSOLE for Switch
Type "^C^C^C" to end this session
Router-sdby# 

関連コマンド コマンド 説明

attach リモートの場所から特定のモジュールに接続します。
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remote-span
VLAN（仮想 LAN）を RSPAN（リモート SPAN）VLAN として設定するには、remote-span コマン

ドを使用します。RSPAN の指定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

remote-span

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード config-VLAN モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、VLAN データベース モードではサポートされません。

show vlan remote-span コマンドを入力すると、Cisco 7600 シリーズ ルータの RSPAN VLAN を表示

できます。

例 次に、RSPAN VLAN として VLAN を設定する例を示します。

Router(config-vlan)# remote-span
Router(config-vlan)

次に、RSPAN の指定を削除する例を示します。

Router(config-vlan)# no remote-span
Router(config-vlan)

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

接続 説明

show vlan remote-span RSPAN VLAN リストを表示します。
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reset
提示された新規 VLAN（仮想 LAN）データベースを放棄し、VLAN コンフィギュレーション モー

ドのまま、提示された新規 VLAN データベースを現在の VLAN データベースと一致するようにリ

セットするには、reset コマンドを使用します。

reset

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、提示された新規 VLAN データベースを放棄して、現在の VLAN データベースにリセットす

る例を示します。

Router(vlan)# reset
RESET completed.
Router(vlan)#         

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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retry
障害のあるサーバに接続を試みるまでの待機時間を定義するには、retry コマンドを使用します。接

続の再割り当てしきい値およびクライアントのしきい値をデフォルト設定に戻すには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

retry retry-value

no retry

シンタックスの説明

デフォルト retry-value は 60 です。

コマンド モード 実サーバ コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

例 次に、再試行タイマーを定義する例を示します。

Router(config-if)# retry 145
Router(config-if)#

次に、デフォルト値に戻す例を示します。

Router(config-if)# no retry
Router(config-if)#

関連コマンド

retry-value サーバ障害が検出されてからサーバへの新規接続を試みるまでの待機時

間（秒）。有効値は 1 ～ 3600 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

faildetect numconns サーバの障害を示す条件を指定します。

inservice（実サーバ） Cisco IOS SLB 機能が使用する実サーバをイネーブルにし
ます。

maxconns（実サーバ コンフィギュ

レーション サブモード）

実サーバへのアクティブ接続数を制限します。
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revision
MST コンフィギュレーション リビジョン番号を設定するには、revision コマンドを使用します。デ

フォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

revision version 

no revision

シンタックスの説明

デフォルト version は 0 です。

コマンド モード MST コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン コンフィギュレーションが同じで、リビジョン番号が異なる 2 つの Cisco 7600 シリーズ ルータは、

2 つの異なるリージョンに属していると考えられます。

注意 MST コンフィギュレーションのリビジョン番号を設定するのに revision コマンドを使用する場合

には注意が必要です。設定を間違えると、スイッチは異なったリージョンに置かれてしまいます。

例 次に、MST コンフィギュレーションのリビジョン番号を設定する例を示します。

Router(config-mst)# revision 5
Router(config-mst)# 

関連コマンド

version コンフィギュレーション リビジョン番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

instance 1 つまたは 一連の VLAN を MST インスタンスにマッピ

ングします。

name（MST コンフィギュレーション 

サブモード）

MST リージョンの名前を設定します。

show MST コンフィギュレーションを確認します。

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。

spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション サブモードを開始します。
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rmon alarm
MIB（管理情報ベース）オブジェクトにアラームを設定するには、rmon alarm コマンドを使用しま

す。アラームをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

rmon alarm number variable interval {delta | absolute} rising-threshold value [event-number] 
falling-threshold value [event-number] [owner string]

no rmon alarm number

シンタックスの説明

デフォルト アラームは設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン エントリ シーケンスのあとで、MIB オブジェクトをドット付き 10 進数として指定する必要があり

ます（ifEntry.10.1 など）。変数名やインスタンス（ifInOctets.1 など）、またはドット付き 10 進表記

全体を指定することはできません。引数は、entry.integer.instance の形式で指定する必要があります。

RMON アラームをディセーブルにするには、設定されたアラームごとに、このコマンドの no 形式

を入力する必要があります。たとえば、no rmon alarm 1 コマンドを入力します。1 は、削除するア

ラームを識別します。

number RMON（リモート モニタリング）MIB の alarmTable 内の alarmIndex と

同じアラーム番号。有効値は 1 ～ 65535 です。

variable モニタする MIB オブジェクト。この値は RMON MIB の alarmTable で使

用される alarmVariable に変換されます。

interval アラームが MIB 変数をモニタする秒数。この値は、RMON MIB の 

alarmTable で使用される alarmInterval と同じです。有効値は 1 ～ 

4294967295 です。

delta MIB 変数間の変更を指定します。この値は、RMON MIB の alarmTable

内の alarmSampleType に影響します。

absolute 各 MIB 変数を直接指定します。この値は、RMON MIB の alarmTable 内

の alarmSampleType に影響します。

rising-threshold value アラームをトリガーする値を指定します。有効値は –2147483648 ～

2147483647 です。

event-number （任意）上限および下限しきい値の限度を超過したときにトリガーされ

るイベント番号。この値は、RMON MIB の alarmTable 内の

alarmRisingEventIndex または alarmFallingEventIndex と同じです。有効値

は 1 ～ 65535 です。

falling-threshold value アラームをリセットする値を指定します。有効値は –2147483648 ～

2147483647 です。

owner string （任意）アラームの所有者を指定します。この値は、RMON MIB の

alarmTable 内の alarmOwner と同じです。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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RMON アラーム グループの詳細については、RFC 1757 を参照してください。

次に示す設定例では、このアラームは、アラームがディセーブルになるまで、MIB 変数 ifEntry.20.1

を 20 秒ごとに 1 回モニタし、変数の上昇または下降の変化をチェックします。ifEntry.20.1 値が 15

以上の MIB カウンタの増加を示した場合は（たとえば 100000 から 100015）、アラームがトリガー

されます。アラームは次にイベント番号 1 をトリガーします。イベントの設定には、rmon event コ

マンドを使用します。設定可能なイベントは、ログ エントリまたは SNMP（簡易ネットワーク管理

プロトコル）トラップです。ifEntry.20.1 値の変化が 0（下限しきい値が 0）の場合、アラームはリ

セットされ、再度トリガーできます。

例 次に、RMON アラームを設定する例を示します。

Router(config)# rmon alarm 10 ifEntry.20.1 20 delta rising-threshold 15 1 
falling-threshold 0

owner jjohnson

関連コマンド コマンド 説明

rmon イーサネット インターフェイス上の RMON をイネーブルにします。

rmon event RMON イベント番号に対応付けられた RMON イベント テーブルに対して

イベントを追加したり削除したりします。

show rmon ルータ上の RMON エージェントの現在のステータスを表示します。
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rmon event
RMON（リモート モニタリング）イベント番号に対応付けられた RMON イベント テーブルに対し

てイベントを追加または削除するには、rmon event コマンドを使用します。インターフェイス上で

RMON をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

rmon event number [log] [trap community] [description string] [owner string]

no rmon event number

シンタックスの説明

デフォルト アラームは設定されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン RMON MIB の詳細については、RFC 1757 を参照してください。

この行の RMON MIB の eventType の設定を snmp-trap または log-and-trap に設定するには、trap 

community キーワードおよび引数を使用します。この値は、RMON MIB の eventTable 内の

eventCommunityValue と同じです。

例 次に、RMON イベント テーブルにイベントを追加する例を示します。

Router(config)# rmon event 1 log trap eventtrap description “High ifOutErrors” owner 
sdurham 

この設定例では、High ifOutErrors として定義された RMON イベント番号 1 を作成し、アラームに

よるイベント トリガー時にログ エントリを生成します。ユーザ sdurham は、このコマンドによっ

てイベント テーブルに作成された行を所有します。また、この例ではイベント トリガー時に SNMP

トラップが生成されます。

関連コマンド

number RMON MIB（管理情報ベース）の eventTable 内の eventIndex と同じである、

割り当て済みイベント番号。有効値は 1 ～ 65535 です。

log （任意）イベントがトリガーされた場合に RMON ログ エントリを生成し

て、RMON MIB の eventType を log または log-and-trap に設定します。

trap community （任意）このトラップに使用される SNMP（簡易ネットワーク管理プロト

コル）コミュニティ ストリングを指定します。

description string （任意）RMON MIB の eventTable 内のイベント説明と同じイベント説明を

指定します。

owner string （任意）RMON MIB の eventTable 内の eventOwner と同じである、このイベ

ントの所有者を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

rmon イーサネット インターフェイス上の RMON をイネーブルにします。

rmon alarm MIB オブジェクトにアラームを設定します。

show rmon ルータ上での RMON エージェント ステータスを表示します。
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route-converge-interval
古い FIB（転送情報ベース）エントリが除去されるまでのインターバルを設定するには、

route-converge-interval コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

route-converge-interval seconds

シンタックスの説明

デフォルト seconds は 120 秒（2 分）です。

コマンド モード メイン CPU サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン SRM/SSO は、次のリリースでのみサポートされます。

• Release 12.2(17b)SXA および Release 12.2(17b)SXA に続くリビルド

• Release 12.2(17b)SXB および Release 12.2(17b)SXB に続くリビルド

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

ルート コンバージェンス遅延インターバルは、スイッチオーバー時にルーティング プロトコルを

再起動するときに、ルート コンバージェンス時間をシミュレートする場合に必要になります。

例 次に、ルート コンバージェンス遅延インターバルを設定する例を示します。

Router(config)# redundancy
Router(config-red)# main-cpu
Router(config-red-main)# route-converge-interval 90
Router(config-red-main)#

次に、ルート コンバージェンス遅延インターバルをデフォルトに戻す例を示します。

Router(config)# redundancy
Router(config-red)# main-cpu
Router(config-red-main)# no route-converge-interval
Router(config-red-main)#

関連コマンド

seconds 古い FIB エントリが除去されるまでのインターバル。有効値は 60 ～ 3600

秒です。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXD このコマンドをサポートするのは、12.2(18)SXD より前のリリースのみで

す。

コマンド 説明

redundancy 冗長設定モードを開始します。
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router 
ルーティング プロセスをイネーブルにするには、router コマンドを使用します。ルーティング プ

ロセスを終了するには、このコマンドの no 形式を使用します。

router {bgp as-num} | {eigrp as-num} | {isis process-id} | {ospf process-id [vrf vrf-id]} 

no router ospf process-id

シンタックスの説明

デフォルト OSPF ルーティング プロセスは、イネーブルでないかまたは定義されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン process-id を指定する場合は、ローカルに割り当てられ、任意の自然数になります。各 OSPF ルー

ティング プロセスには、一意の値が割り当てられます。

ルータごとに、複数の OSPF ルーティング プロセスを指定できます。

例 次に、OSPF ルーティング プロセスを設定して、プロセス番号 109 を割り当てる例を示します。

Router(config)# router ospf 109
Router(config)# 

次に、OSPF ルーティング プロセスを設定して、特定の VRF にプロセス番号 109 を割り当てる例を

示します。

Router(config)# router ospf 109 vrf 109
Router(config)# 

関連コマンド

bgp as-num 自律 BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）システム番号を指定しま

す。有効値は 1 ～ 65535 です。

eigrp as-num 自律 EIGRP システム番号を指定します。有効値は 1 ～ 65535 です。

isis routing-area-tag ISO（国際標準化機構）ルーティング エリア指定を指定します。

ospf process-id ルーティング プロセスで内部的に使用される ID パラメータを指定しま

す。有効値は、1 ～ 65535 です。

vrf vrf-id （任意）VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）名を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

nsf Cisco NSF をイネーブルにして、設定します。
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scheduler allocate
プロセス タスクの CPU 時間を保証するには、scheduler allocate コマンドを使用します。デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

scheduler allocate interrupt-time process-time

no scheduler allocate

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• interrupt-time は 4000 マイクロ秒です。

• process-time は 800 マイクロ秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 デフォルト設定は変更しないことを推奨します。

引数を指定しないで scheduler allocate コマンドを入力すると、no scheduler allocate または default

scheduler allocate コマンドを入力した場合と同じになります。

例 次に、CPU 時間の 20% をプロセス タスクで使用可能にする例を示します。

Router-config# scheduler allocate 2000 500
Router-config#

interrupt-time 1 つのネットワーク割り込みが発生している状況で、高速スイッチングの

大所要時間を制限する整数（マイクロ秒）。有効値は 400 ～ 60000 マイ

クロ秒です。 

process-time ネットワーク割り込みがディセーブルの場合に、該当プロセス レベルにお

ける 小所要時間を保証する整数（マイクロ秒）。有効値は 100 ～ 4000 で

す。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のようにこのコマンドが変更されました。

• process-time のデフォルト設定が、200 マイクロ秒から 800 マイクロ秒

に変更されました。

• no scheduler allocate アクションが、デフォルト設定に戻るように変更

されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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service counters max age
統計情報を検索する間隔を設定するには、service counters max age コマンドを使用します。デフォ

ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

service counters max age seconds

no service counters max age

シンタックスの説明

デフォルト seconds は 5 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） 統計情報を検索する間隔を、デフォルト設定（5 秒）より短縮する場合、トラフィック輻輳により

SNMP（SNMP バルク）検索が頻繁に行われるようになる可能性があります。

例 次に、統計情報を検索する間隔を設定する例を示します。

Router(config)# service counters max age 10
Router(config)# 

次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no service counters max age
Router(config)# 

seconds CLI（コマンドライン インターフェイス）または SNMP（簡易ネットワー

ク管理プロトコル）から検索される統計情報の有効期限。有効値は、0 ～

60 秒です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。 

12.2(18)SXF 次のようにこのコマンドが変更されました。

• デフォルトが 10 秒から 5 秒に変更されました。

• seconds の有効値が 1 ～ 60 秒から、0 ～ 60 秒に変更されました。
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service-policy
ポリシー マップをインターフェイスに対応付けるには、service-policy コマンドを使用します。イン

ターフェイスからポリシー マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

service-policy {input | output} policy-map-name

no service-policy {input | output} policy-map-name

シンタックスの説明

デフォルト ポリシー マップは対応付けられません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン output キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

EtherChannel のメンバであるポートにサービス ポリシーを付加しないでください。

CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用すると、OC-12 ATM（非同期転送モード）OSM

（オプティカル サービス モジュール）の WAN ポートおよびチャネライズド OSM の WAN ポート

に PFC（ポリシー フィーチャ カード）ベースの QoS（サービス品質）を設定できますが、PFC ベー

スのQoS はこれらの OSM のWANポートではサポートされていません。OSM は、Supervisor Engine 32

を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされません。

PFC QoS がオプションの output キーワードをサポートするのは、VLAN（仮想 LAN）インターフェ

イス上のみです。VLAN インターフェイスには入力ポリシーと出力ポリシーを両方とも対応付ける

ことができます。

例 次に、ポリシー マップをファスト イーサネット インターフェイスに対応付ける例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/20
Router(config-if)# service-policy input pmap1
Router(config-if)# 

関連コマンド

input policy-map-name 以前に設定された入力ポリシー マップを指定します。

output policy-map-name 以前に設定された出力ポリシー マップを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。出力

ポリシー マップをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをアクセスして QoS ク

ラス マップを設定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアクセスして QoS

ポリシー マップを設定します。
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service-policy（コントロール プレーン）
集約コントロール プレーン サービスのコントロール プレーンにポリシー マップを付加するには、

service-policy コマンドを使用します。コントロール プレーンからサービス ポリシーを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

service-policy {input | output} policy-map-name

no service-policy {input | output} policy-map-name

シンタックスの説明

デフォルト サービス ポリシーは、指定されません。

コマンド モード コントロール プレーン コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン policy-map-name には、 大 40 字の英数字を指定できます。

QoS（サービス品質）ポリシーを設定する場合は、control-planeコマンドを入力してからservice-policy

コマンドを使用する必要があります。このポリシーは、プロセス レベル宛のパケットの番号または

レートを制御できる集約コントロール プレーン サービスのコントロール プレーン インターフェイ

スに付加されます。

サイレント モードでは、Cisco IOS ソフトウェアが稼働するルータがシステム メッセージを送信せ

ずに動作できます。ルータ宛のパケットが任意の理由でドロップされる場合、ユーザはエラー メッ

セージを受信しません。エラー メッセージを生成しないイベントは、次のとおりです。

• ルータがリスニングしないポートに送信されるトラフィック

• 不正な要求のため拒否された合法的なアドレスおよびポートへの接続

input コントロール プレーンを開始するパケットに、指定されたサービス ポリ

シーを適用します。

output コントロール プレーンを終了するパケットに指定されたサービス ポリ

シーを適用して、Cisco 7600 シリーズ ルータで自動的にパケットがドロッ

プされるようにします。

policy-map-name 付加されるサービス ポリシー マップ名（policy-map コマンドで作成され

る） 

リリース 変更内容

12.2(18)SXD1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、送信元アドレス 10.1.1.1 および 10.1.1.2 を使用して信頼できるホストを設定し、制約なしに

コントロール プレーンに Telnet パケットを転送する例を示します。この場合、残りの Telnet パケッ

トをすべて特定の速度でポリシングできます。

Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet 
! Allow 10.1.1.2 trusted host traffic. 
Router(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet 
! Rate limit all other Telnet traffic.
Router(config)# access-list 140 permit tcp any any eq telnet
! Define class-map “telnet-class.”
Router(config)# class-map telnet-class 
Router(config-cmap)# match access-group 140
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map control-plane-policy
Router(config-pmap)# class telnet-class
Router(config-pmap-c)# police 80000 conform transmit exceed drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
! Define aggregate control plane service for the active Route Processor.
Router(config)# control-plane
Router(config-cp)# service-policy input control-plane-policy
Router(config-cp)# exit

次に、送信元アドレス 3.3.3.0 および 4.4.4.0 を使用して信頼できるネットワークを設定し、制約な

しに ICMP ポート到達不能応答を受信する例を示します。この場合、残りのすべての ICMP ポート

到達不能応答はドロップされます。

Router(config)# access-list 141 deny icmp host 3.3.3.0 0.0.0.255 any port-unreachable 
! Allow 4.4.4.0 trusted network traffic.
Router(config)# access-list 141 deny icmp host 4.4.4.0 0.0.0.255 any port-unreachable 
! Rate limit all other ICMP traffic. 
Router(config)# access-list 141 permit icmp any any port-unreachable
Router(config)# class-map icmp-class 
Router(config-cmap)# match access-group 141
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map control-plane-out-policy
! Drop all traffic that matches the class "icmp-class."
Router(config-pmap)# class icmp-class
Router(config-pmap-c)# drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# control-plane
! Define aggregate control plane service for the active route processor.
Router(config-cp)# service-policy output control-plane-policy
Router(config-cp)# exit

関連コマンド コマンド 説明

control-plane コントロール プレーン コンフィギュレーション モードを開

始します。このモードでは、デバイスのコントロール プレー

ンに関連付けられた属性またはパラメータ（サービス ポリ

シーなど）の関連付けまたは変更を行えます。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアク

セスして QoS ポリシー マップを設定します。

show policy-map control-plane コントロール プレーンのポリシー マップの、特定のクラス

またはすべてのクラスの設定を表示します。
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session slot
MSM、NAM、ATM（非同期転送モード）などのモジュールとのセッションを開始するには、session

slot コマンドを使用します。

session slot mod {processor processor-id}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン セッションを終了するには、quit コマンドを入力します。

このコマンドでは、モジュール固有の CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用できます。

例 次に、MSM（モジュール 4）とのセッションを開始する例を示します。

Router# session slot 4 processor 2
Router#

mod スロット番号

processor processor-id プロセッサ ID を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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set cos cos-inner（ポリシーマップ コンフィギュレーション）
802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換された発信パケットのトランク VLAN（仮想 LAN）タグの 802.1Q 優

先順位ビットを、内部カスタマー エッジの VLAN タグからのプライオリティ値を使用して設定す

るには、set cos cos-inner コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

set cos cos-inner 

no set cos cos-inner 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト P ビットは、外部プロバイダー エッジの VLAN タグからコピーされます。

コマンド モード ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

802.1P 優先順位ビットは、VLAN タグで QoS（サービス品質）処理に使用されます。

ルータが宛先インターフェイスにダブルタグ付き QinQ パケットをコピーする場合、デフォルトで

は外部（プロバイダー）VLAN タグからの P ビットを使用します。内部（カスタマー）VLAN タグ

の P ビットを保持するには、set cos cos-inner コマンドを使用します。

set cos cos-inner コマンドを有効にするには、mls qos trust コマンドを使用して、該当するインター

フェイスまたはサブインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定する必要があり

ます。このように設定していない場合、インターフェイスまたはサブインターフェイスはデフォル

トで信頼できない状態になるため、set cos cos-inner コマンドを使用して外部 VLAN タグに着信パ

ケットをコピーする前に、レイヤ 2 インターフェイスで着信パケットの P ビットがゼロになります。

set cos cos-inner コマンドは、内部（カスタマー）VLAN により設定されたサブインターフェイスに

対してのみサポートされます。set cos cos-inner コマンドは、bridge-domain（サブインターフェイ

ス コンフィギュレーション）コマンドで out-range キーワードを使用するサブインターフェイス、

または bridge-domain（サブインターフェイス コンフィギュレーション）コマンドの形式を使用し

て設定されていないサブインターフェイスに対してはサポートされません。

この動作はメイン インターフェイスに適用されるポリシーで、set cos cos-inner コマンドを設定す

る場合も保持されます。set cos cos-inner コマンドは、特定の内部 VLAN により設定されたサブイ

ンターフェイスには影響しますが、いずれの VLAN でも設定されないサブインターフェイス、また

は out-range キーワードにより設定されるサブインターフェイスには影響しません。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、内部 VLAN タグからの P ビットを使用する音声トラフィック用のポリシー マップを設定す

る例を示します。

Router(config-pmap-c)# set cos cos-inner 
Router(config-pmap-c)# 

次に、デフォルトのポリシー マップ クラスを設定して、デフォルト値にリセットする例を示しま

す。

Router(config-pmap-c)# no set cos cos-inner 
Router(config-pmap-c)# 

次に、bridge-domain（サブインターフェイス コンフィギュレーション）コマンドで設定されたサ

ブインターフェイスにポリシーを適用しようとすると表示されるシステム メッセージの例を示し

ます。

Router(config-if)# bridge-vlan 32 dot1q-tunnel out-range 
Router(config-if)# service-policy output cos1 

%bridge-vlan 32 does not have any inner-vlan configured. 'set cos cos-inner' is not 
supported

Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

bridge-domain（サブインターフェイ

ス コンフィギュレーション）

PVC を指定された vlan-id にバインドします。

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set ip dscp（ポリシーマップ コンフィ

ギュレーション）

ToS（サービス タイプ）バイトの IP DSCP（DiffServ コー

ド ポイント）を設定してパケットにマーキングします。

set ip precedence（ポリシーマップ コン

フィギュレーション）

IP ヘッダーに優先順位を設定します。

show cwan qinq QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク VLAN

を表示します。

show cwan qinq bridge-domain ギガビット イーサネット WAN インターフェイスの QinQ

変換で使用されるプロバイダー エッジ VLAN ID を表示

するか、または特定のプロバイダー エッジ VLAN に使用

されるカスタマー エッジ VLAN を表示します。

show cwan qinq interface すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイ

スまたはポート チャネル インターフェイスにおける

IEEE 802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換に関するインターフェ

イス統計情報を表示します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリ

シーの統計情報および設定を表示します。
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set ip dscp（ポリシーマップ コンフィギュレーション）
ToS（サービス タイプ）バイトの IP DSCP（DiffServ コード ポイント）を設定してパケットにマー

キングするには、set ip dscp コマンドを使用します。設定済みの IP DSCP を削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

set ip dscp ip-dscp-value

no set ip dscp ip-dscp-value

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード QoS（サービス品質）ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip-dscp-value の数値の代わりに、予約済みキーワード EF（緊急転送）、AF11（保証転送クラス

AF11）、および AF12（保証転送クラス AF12）を入力できます。

IP DSCP ビットを設定すると、このビット設定で他の QoS サービスを稼働させることができます。

set ip precedence（ポリシーマップ コンフィギュレーション）コマンドを使用して IP precedence 別

にパケットにマーキングしてから、set ip dscpコマンドを使用して同じパケットに IP DSCP 値をマー

キングすることはできません。

マーキングされたトラフィックには、ネットワークによってプライオリティ（または緊急処理のタ

イプ）が設定されます。通常は、ネットワーク（または管理ドメイン）のエッジに IP precedence を

設定します。データはこの優先順位に基づいてキューイングされます。WFQ（重み付け均等化キュー

イング）は、輻輳ポイントにおいて、優先順位が高いトラフィックの処理を高速化できます。WRED

（重み付けランダム早期検出）を使用すると、トラフィック輻輳時における優先順位が高いトラ

フィックの損失率は、他のトラフィックよりも低くなります。

QoS ポリシーマップ コンフィギュレーション モードでサービス ポリシーを作成すると、set ip

precedence（ポリシーマップ コンフィギュレーション）コマンドが適用されます。このサービス ポ

リシーはインターフェイスまたは ATM（非同期転送モード）仮想接続に対応付けられません。イ

ンターフェイスへのサービス ポリシーの対応付けについては、service-policy コマンドを参照してく

ださい。

ポリシーマップ クラスのアクションを設定する場合は、次の点に注意してください。

• ハードウェアでスイッチングされるトラフィックの場合、PFC（ポリシー フィーチャ カード）

QoS は bandwidth、priority、queue-limit、または random-detect ポリシーマップ クラス コマン

ドをサポートしません。ソフトウェアでスイッチングされるトラフィックの場合は、これらの

コマンドは使用可能であるため、設定できます。

• PFC QoS は set mpls または set qos-group ポリシーマップ クラス コマンドをサポートしません。

ip-dscp-value IP DSCP 値。有効値は 0 ～ 63 です。詳細については、「使用上のガイドラ

イン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• PFC QoS は set ip dscp および set ip precedence ポリシーマップ クラス コマンドをサポートしま

す（『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』の「Configuring Policy Map
Class Marking」を参照）。

• ポリシーマップ クラス内で次の 3 つをすべて実行することはできません。

－ set ip dscp または set ip precedence（ポリシーマップ コンフィギュレーション）コマンドに

よるトラフィックのマーキング

－ 信頼状態の設定

－ ポリシングの設定

ポリシー マップ クラスでは、set ip dscp または set ip precedence（ポリシーマップ コンフィギュ

レーション）コマンドによるトラフィックのマーキング、あるいは次のいずれかまたは両方を

実行できます。

－ 信頼状態の設定

－ ポリシングの設定

例 次に、ポリシー マップ policy1 内で IP DSCP ToS バイトを 8 に設定する例を示します。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set ip dscp 8

class1 のマッチ基準を満たすすべてのパケットには、IP DSCP 値 8 がマーキングされます。IP DSCP

値 8 がマーキングされたパケットの処理方法は、ネットワーク構成によって決まります。

次に、ネットワーク エッジで音声パケットに関する設定を行ったあと、音声パケットに対して低遅

延処理を行うようにすべての中間ルータを設定する例を示します。

Router(config)# class-map voice
Router(config-cmap)# match ip dscp ef
Router(config)# policy qos-policy
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 24

関連コマンド コマンド 説明

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアクセスし

て QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシーの統計

情報および設定を表示します。
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set ip precedence（ポリシーマップ コンフィギュレーション）
IP ヘッダーに優先順位を設定するには、set ip precedence コマンドを使用します。現在の設定の優

先順位値を放棄するには、このコマンドの no 形式を使用します。

set ip precedence ip-precedence-value

no set ip precedence

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード QoS（サービス品質）ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表 2-31 に、IP ヘッダー内の優先順位値の定義を示します。重要性が低いものから高いものへ、順

に示します。

IP precedence ビットを設定すると、このビット設定で、WFQ（重み付け均等化キューイング）や

WRED（重み付けランダム早期検出）など他の QoS サービスが稼働します。

ネットワーク プライオリティ（または緊急処理のタイプ）によって、ネットワーク内のダウンスト

リーム ポイントに WFQ または WRED が適用され、トラフィックがマーキングされます。通常は、

ネットワーク（または管理ドメイン）のエッジに IP precedence を設定します。データはこの優先順

位に基づいてキューイングされます。WFQ は、輻輳ポイントにおいて、特定の優先順位のトラ

フィックの処理を高速化できます。WRED を使用すると、トラフィック輻輳時における特定の優先

順位値を持つトラフィックの損失率は、他のトラフィックよりも低くなります。

ip-precedence-value IP ヘッダーの優先順位ビット値。有効値は 0 ～ 7 です。値の定義について

は、表 2-31 を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

表 2-31 IP precedence の値定義

値 定義

0 routine

1 priority

2 immediate

3 flash

4 flash-override

5 critical

6 internet

7 network
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QoS ポリシーマップ コンフィギュレーション モードでサービス ポリシーを作成すると、set ip

precedence コマンドが適用されます。このサービス ポリシーはインターフェイスまたは ATM（非

同期転送モード）仮想接続に対応付けられません。インターフェイスへのサービス ポリシーの対応

付けについては、service-policy コマンドを参照してください。

例 次に、クラス マップ class1 のマッチ基準を満たすパケットに、IP precedence 値 5 を設定する例を示

します。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set ip precedence 5

class1 のマッチ基準を満たすすべてのパケットには、IP precedence 値 5 がマーキングされます。IP

precedence 値 5 がマーキングされたパケットの処理方法は、ネットワーク構成によって決まります。

関連コマンド コマンド 説明

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアク

セスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシー

の統計情報および設定を表示します。
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set mpls experimental
試験的な値を設定するには、set mpls experimental コマンドを使用します。デフォルト設定に戻す

には、このコマンドの no 形式を使用します。

set mpls experimental {{imposition | topmost} experimental-value}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード QoS（サービス品質）ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、入力または出力フローの 上位ラベルの EXP ビット値を指定する例を示します。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set mpls experimental topmost 5

imposition 新規に付加されたすべてのラベルの MPLS（マルチプロトコル ラベル ス

イッチング）または MPLS 入力に対する IP の Experimental（EXP）ビット

値を指定します。

topmost 入力または出力フローの 上位ラベルの EXP ビット値を指定します。

experimental-value EXP ビット値。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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set qos-group
レイヤ 2 WAN インターフェイスを信頼できる状態に設定するには、set qos-group コマンドを使用

します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

set qos-group group-value {cos | prec}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード QoS（サービス品質）ポリシーマップ コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、出力キューを選択するために、MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）

入力でパイプ モードを開始します。

このコマンドをサポートするのは、WAN インターフェイスのみです。

LAN インターフェイスに信頼状態を設定するには、mls qos trust コマンドを使用します。

例 次に、インターフェイスの信頼状態を IP precedence に設定する例を示します。

Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class class1
Router(config-pmap-c)# set qos-group 54 prec 
Router(config-if)#

group-value QoS（サービス品質）グループ値。有効値は 0 ～ 99 です。

cos 着信フレームの CoS（サービス クラス）ビットを信頼し、CoS ビットから

内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）値を取得することを指定します。

prec 着信パケットの ToS（サービス タイプ）ビットに IP precedence 値が含ま

れていて、IP precedence ビットから内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）

値を取得することを指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show
MST コンフィギュレーションを確認するには、show コマンドを使用します。

show [current | pending]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード MST コンフィギュレーション サブモード

コマンド履歴

使用上のガイドライン show pending コマンドの出力は、exit コマンドを入力して MST コンフィギュレーション モードを

終了した場合に、現在の設定と置き換えられる編集済みの設定です。

引数を指定しないで show コマンドを入力すると、保留中の設定が表示されます。

例 次に、編集済みの設定を表示する例を示します。

Router(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [zorglub]
Version   31415
Instance  Vlans Mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0        4001-4096
2        1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110
         1120
3        1-1009, 1011-1019, 1021-1029, 1031-1039, 1041-1049, 1051-1059
         1061-1069, 1071-1079, 1081-1089, 1091-1099, 1101-1109, 1111-1119
         1121-4000
------------------------------------------------------------------------------
Router(config-mst)# 

次に、現在の設定を表示する例を示します。

Router(config-mst)# show current 
Current MST configuration 
Name [] 
Revision 0 
Instance Vlans mapped 
-------- --------------------------------------------------------------------- 
0 1-4094 
-------------------------------------------------------------------------------

current （任意）MST の実行に使用される現在の設定を表示します。

pending （任意）現在の設定と置き換える編集済みの設定を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

show adjacency
ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣接テーブルに関する情報を表示するには、show adjacency コ

マンドを使用します。

show adjacency [{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | 
{vlan vlan-id} | detail | internal | summary]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

instance 1 つまたは 一連の VLAN（仮想 LAN）を MST インスタ

ンスにマッピングします。

name（MST コンフィギュレーション 

サブモード）

MST リージョンの名前を設定します。

revision MST コンフィギュレーション リビジョン番号を設定し

ます。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション サブモードを開始します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、 

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、ge-wan、atm です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 256 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

detail （任意）プロトコルの詳細およびタイマーに関する情報を表示します。

internal （任意）内部データ構造に関する情報を表示します。

summary （任意）CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）隣接情報のサマ

リーを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣接統計情報は、60 秒間隔で更新されます。

show adjacency コマンドで表示される情報は、次のとおりです。

• プロトコル インターフェイス

• インターフェイスに設定されているルーティング プロトコルのタイプ

• インターフェイスのアドレス

• 隣接学習方式

• 隣接ルータの MAC（メディア アクセス制御）アドレス

• 隣接ルータが隣接テーブルをロールアウトするまでの時間。ロールアウト後、パケットでは宛

先方向に同じネクストホップを使用する必要があります。

例 次に、隣接情報を表示する例を示します。

Router# show adjacency
Protocol Interface                 Address
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.1(3045)
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.22(11)
Router#

次に、隣接情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show adjacency summary
Adjacency Table has 2 adjacencies
  Interface                 Adjacency Count
  FastEthernet2/3           2
Router#

次に、プロトコルの詳細およびタイマー情報を表示する例を示します。

Router# show adjacency detail
Protocol Interface                 Address
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.1(3045)
                                   0 packets, 0 bytes
                                   000000000FF920000380000000000000
                                   00000000000000000000000000000000
                                   00605C865B2800D0BB0F980B0800
                                   ARP        03:58:12
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.22(11)
                                   0 packets, 0 bytes
                                   000000000FF920000380000000000000
                                   00000000000000000000000000000000
                                   00801C93804000D0BB0F980B0800
                                   ARP        03:58:06
Router#

次に、特定のインターフェイスの隣接情報を表示する例を示します。

Router# show adjacency fastethernet 2/3
Protocol Interface                 Address
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.1(3045)
IP       FastEthernet2/3           172.20.52.22(11)
Router# 
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関連コマンド

show arp
ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）テーブルを表示するには、show arp コマンドを使

用します。

show arp 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、ARP テーブルを表示する例を示します。

Router> show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.20.52.11            4   0090.2156.d800  ARPA   Vlan2
Internet  172.20.52.1            58   0060.5c86.5b28  ARPA   Vlan2
Internet  172.20.52.22          129   0080.1c93.8040  ARPA   Vlan2 
Router> 

コマンド 説明

show mls cef adjacency MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッ

チング隣接ノードに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show asic-version 
特定のモジュールの ASIC（特定用途向け集積回路）バージョンを表示するには、show asic-version

コマンドを使用します。

show asic-version slot number

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show asic-version コマンド出力では、ASIC タイプは次のとおりです。

• Lyra ― レイヤ 2 転送エンジン

• Medusa ― クロスバーおよびバス ファブリック インターフェイス

• Polaris ― レイヤ 3CEF エンジン

• Pinnacle ― 4 ポート ギガビット イーサネット インターフェイス

• Titan ― パケット書き換えおよびレプリケーション エンジン

• Vela ― コンステレーション バス インターフェイス

例 次に、特定のモジュールの ASIC タイプとバージョンを表示する例を示します。

Router# show asic-version slot 1
Module in slot 1 has 3 type(s) of ASICs
        ASIC Name      Count      Version
         PINNACLE          1      (2.0)
           MEDUSA          1      (2.0)
            TITAN          1      (0.1)
Router#

number モジュール番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show bootflash:
bootflash: ファイル システムの情報を表示するには、show bootflash: を使用します。

  show bootflash: [all | chips | filesys]   

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード ユーザ EXEC

コマンド履歴

例 次に、ファイル システム ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router> show bootflash: filesys

-------- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S --------
  Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number          = 6887635   File System Vers = 10000    (1.0)
  Length                = 1000000   Sector Size      = 40000
  Programming Algorithm = 39        Erased State     = FFFFFFFF
  File System Offset    = 40000     Length = F40000
  MONLIB Offset         = 100       Length = C628
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8     Length = 8
  Squeeze Log Offset    = F80000    Length = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000    Length = 40000
  Num Spare Sectors     = 0
    Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used     = 917CE8  Bytes Available = 628318
  Bad Sectors    = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files       = 2       Bytes = 917BE8
  Deleted Files  = 0       Bytes = 0
  Files w/Errors = 0       Bytes = 0
Router>     

all （任意）使用可能なすべてのフラッシュの情報を表示します。

chips （任意）フラッシュ チップに関する情報を表示します。

filesys （任意）ファイル システムに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、イメージ情報を表示する例を示します。

Router> show bootflash:
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1   .. image    8C5A393A  237E3C   14  2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c6msfc-boot-mz
2   .. image    D86EE0AD  957CE8    9  7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley  
Router>

次に、すべてのブートフラッシュ情報を表示する例を示します。

Router> show bootflash: all
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1   .. image    8C5A393A  237E3C   14  2063804 Aug 23 1999 16:18:45 c6msfc-boot-
mz
2   .. image    D86EE0AD  957CE8    9  7470636 Sep 20 1999 13:48:49 rp.halley

6456088 bytes available (9534696 bytes used)

-------- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S --------
  Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number          = 6887635   File System Vers = 10000    (1.0)
  Length                = 1000000   Sector Size      = 40000
  Programming Algorithm = 39        Erased State     = FFFFFFFF
  File System Offset    = 40000     Length = F40000
  MONLIB Offset         = 100       Length = C628
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8     Length = 8
  Squeeze Log Offset    = F80000    Length = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000    Length = 40000
  Num Spare Sectors     = 0
    Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used     = 917CE8  Bytes Available = 628318
  Bad Sectors    = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files       = 2       Bytes = 917BE8
  Deleted Files  = 0       Bytes = 0
  Files w/Errors = 0       Bytes = 0
Router>       
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show bootvar
BOOT 環境変数に関する情報を表示するには、show bootvar コマンドを使用します。

  show bootvar  

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show bootvar コマンドの出力は、次のように boot ステートメントの設定方法によって異なります。

• ブート設定時にboot system flash bootflash:sup720_imageコマンドを入力した場合、show bootvar
の出力にはブートフラッシュ情報が表示されます。

• ブート設定時に boot system flash sup-bootflash:sup720_image コマンドを入力した場合、show
bootvar コマンドの出力には sup-bootflash 情報が表示されます。これは、boot ステートメント

を設定する場合の正しい動作です。

show bootvar コマンドは、スイッチ プロセッサ CLI（コマンドライン インターフェイス）および

ルート プロセッサ CLI で使用できます。スイッチ プロセッサ CLI で使用した場合は、常にブート

フラッシュが表示されます。bootflash または sup-bootflash boot ステートメントのいずれかを使用す

ると、スイッチは正しくブートされます。イメージはスイッチ プロセッサ ブートフラッシュに保

存されているため、ブート コンフィギュレーション ステートメントには sup-bootflash を使用する

必要があります。ルート プロセッサはイメージを sup-bootflash として認識します。

イメージ名の後ろに表示される数（c6sup12-js-mz.121-13.E、12 など）は、Cisco 7600 シリーズ ルー

タがファイルのリブートの試行を繰り返す回数を示しています。

例 次に、BOOT 環境変数に関する情報を表示する例を示します。

Router# show bootvar
BOOT variable = sup-bootflash:c6sup12-js-mz.121-13.E,12
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-13.E.bin
Configuration register is 0x2102

Standby is up
Standby has 112640K/18432K bytes of memory.

Standby BOOT variable = bootflash:c6sup12-js-mz.121-13.E,12
Standby CONFIG_FILE variable =
Standby BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-13.E.bin
Standby Configuration register is 0x2102
Router#           

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

show cable-diagnostics tdr
TDR ケーブル診断のテスト結果を表示するには、show cable-diagnostics tdr コマンドを使用します。

show cable-diagnostics tdr {interface {interface interface-number}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show cable-diagnostics tdr コマンドは、特定のモジュールでサポートされます。TDR をサポートす

るモジュールの一覧は、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2 SX on the Catalyst 6500 and Cisco 7600

Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 32, and Supervisor Engine 2』を参照してください。

コマンド 説明

auto-sync NVRAM（不揮発性 RAM）内のコンフィギュレーション ファイル

の自動同期をイネーブルにします。

interface interface インターフェイス タイプを指定します。有効値は fastethernet および 

gigabitethernet です。

interface-number モジュールおよびポート番号

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD 出力は、次のように変更されました。

• Local Pair フィールドは、Pair フィールドに変更されました。ローカル

ペア指定は、次のように変更されました。

－ Pair A は、Pair 1-2

－ Pair B は、Pair 3-4

－ Pair C は、Pair 5-6

－ Pair D は、Pair 7-8

• Remote Pair フィールドは、削除されました。

• Channel フィールドでは、ペア指定の表示が次のように追加されまし

た。

－ Pair A

－ Pair B

－ Pair C

－ Pair D
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ケーブルがオープンまたは短絡されている場合、ケーブルがオープンまたは短絡されている長さの

精度は ±2m です。

ペアの長さは、m、cm、または km 単位で表示できます。

ポートに TDR テストが実行されなかった場合は、次のメッセージが表示されます。

TDR test was never run on Gi2/12

例 次に、TDR テスト情報を表示する例を示します。

Router> show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet8/1
TDR test last run on: February 25 11:18:31
Interface Speed Pair Cable length        Distance to fault   Channel Pair status
--------- ----- ---- ------------------- ------------------- ------- ------------
Gi8/1     1000  1-2  1    +/- 6  m       N/A                 Pair B  Terminated  
                3-4  1    +/- 6  m       N/A                 Pair A  Terminated  
                5-6  1    +/- 6  m       N/A                 Pair C  Terminated  
                7-8  1    +/- 6  m       N/A                 Pair D  Terminated 
Router> 

表 2-32 に、show cable-diagnostics tdr コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 2-32 show cable-diagnostics tdr コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Interface テスト対象のインターフェイス

Speed 現在の回線速度

Pair ローカル ペアの名前

Cable Length ケーブルの長さおよび精度精度は、m、cm、または km 単位で表示できます。

Channel ペア指定

Pair status 表示されるペア ステータスは、次のいずれかです。

• Terminated ― リンクはアップです。

• Shorted ― ケーブルに短絡が検出されました。

• Open ― ケーブルがオープンしていることが検出されました。

• Not Completed ― ポート テストに失敗しました。

• Not Supported ― ポート テストがサポートされていません。

• Broken ― ペアが不良です（オープンしているか、または短絡してい

ます）。

• ImpedanceMis ― インピーダンスが不一致です。

• InProgress ― 診断テストが実行中です。

コマンド 説明

clear cable-diagnostics tdr TDR をサポートする特定のインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスをクリアします。

test cable-diagnostics 10 ギガビット イーサネット リンクまたは 48 ポート 10/100/1000

BASE-T モジュールの銅線ケーブルの状態をテストします。
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show catalyst6000
Cisco 7600 シリーズ ルータに関する情報を表示するには、show catalyst6000 コマンドを使用します。

show catalyst6000 {all | chassis-mac-address | switching-clock | traffic-meter}

シンタックスの説明

デフォルト all

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン switching-clock キーワードを入力すると、アクティブ クロック ソースに障害が発生した場合に、

バックプレーンでの冗長クロック ソースのスイッチングが可能かどうかを Cisco 7600 シリーズ

ルータが表示します。

Cisco 7600 シリーズ ルータには、ソフトウェア機能をサポートするために使用可能な MAC アドレ

スが 64 または 1024 あります。シャーシの MAC アドレス範囲を表示するには、show catalyst6000

chassis-mac-address コマンドを入力します。

例 次に、MAC アドレス範囲、および現在とピーク時のトラフィック メータの値を表示する例を示し

ます。

Router> show catalyst6000 all
  chassis MAC addresses: 64 addresses from 0001.6441.60c0 to 0001.6441.60ff
  traffic meter =   0%  Never cleared
           peak =   0%  reached at 08:14:38 UTC Wed Mar 19 2003
  switching-clock: clock switchover and system reset is allowed
Router>                                                                    

次に、MAC アドレス範囲を表示する例を示します。

Router# show catalyst6000 chassis-mac-address
  chassis MAC addresses: 1024 addresses from 00d0.004c.1800 to 00d0.004c.1c00
Router#    

次に、現在およびピーク時のトラフィックメータの値を表示する例を示します。

Router> show catalyst6000 traffic-meter
  traffic meter = 0%   peak = 0%  at  09:57:58 UTC Mon Nov 6 2000
Router# 

all MAC（メディア アクセス制御）アドレス範囲、および現在とピーク時の

トラフィック メータの値を表示します。

chassis-mac-address シャーシの MAC アドレス範囲を表示します。

switching-clock スイッチング クロックの障害回復モードを表示します。

traffic-meter バックプレーン（共有バス）の利用率（パーセント）を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、スイッチング クロックの障害回復モードを表示する例を示します。

Router> show catalyst6000 switching-clock
  switching-clock: clock switchover and system reset is allowed
Router>

show cdp neighbors
CDP（シスコ検出プロトコル）を介して検出された近接装置に関する詳細を表示するには、show

cdp neighbors コマンドを使用します。

show cdp neighbors [type number] [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

port-channel 値がサポートされるのは 0 ～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM

および FWSM のみです。

例 次に、CDP ネイバに関する情報を表示する例を示します。

Router# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
lab-7206         Eth 0              157          R        7206VXR   Fas 0/0/0
lab-as5300-1     Eth 0              163          R        AS5300    Fas 0
lab-as5300-2     Eth 0              159          R        AS5300    Eth 0
lab-as5300-3     Eth 0              122          R        AS5300    Eth 0
lab-as5300-4     Eth 0              132          R        AS5300    Fas 0/0
lab-3621         Eth 0              140         R S       3631-telcoFas 0/0
008024 2758E0    Eth 0              132          T        CAT3000   1/2

type （任意）情報を必要とするネイバに接続されたインターフェイス タイプ。

有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、

port-channel、および vlan です。

number （任意）情報を必要とするネイバに接続されたインターフェイスの番号

detail （任意）ネットワーク アドレス、イネーブル化されたプロトコル、ホール

ドタイム、ソフトウェアのバージョンなど、ネイバに関する詳細情報を表

示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-33 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

次に、CDP ネイバに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show cdp neighbors detail
-------------------------
Device ID: lab-7206
Entry address(es):
  IP address: 172.19.169.83
Platform: cisco 7206VXR,  Capabilities: Router
Interface: Ethernet0,  Port ID (outgoing port): FastEthernet0/0/0
Holdtime : 123 sec

Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 5800 Software (C5800-P4-M), Version 12.1(2)
Copyright (c) 1986-2002 by Cisco Systems, Inc.

advertisement version: 2
Duplex: half

-------------------------
Device ID: lab-as5300-1
Entry address(es):
  IP address: 172.19.169.87
.
.
.

表 2-33 show cdp neighbors のフィールドの説明

フィールド 定義

Device ID 近接装置の設定済み ID（名前）、MAC（メディア アクセス制御）アドレ

ス、またはシリアル番号

Local Intrfce （ローカル インターフェイス）接続メディアで使用されるプロトコル

Holdtme （ホールドタイム）現在のデバイスが、送信ルータからの CDP アドバタイ

ズを破棄するまでの残り時間（秒）

Capability デバイスで検出された機能コード。デバイスのタイプは、CDP ネイバ テー

ブルに記載されています。有効値は次のとおりです。

R ― ルータ

T ― トランスペアレント ブリッジ

B ― 送信元ルーティング ブリッジ

S ― スイッチ

H ― ホスト

I ― IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）デバイス

r ― リピータ

P ― 電話

Platform デバイスの製品番号

Port ID デバイスのプロトコルおよびポート番号
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表 2-34 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-34 show cdp neighbors detail のフィールドの説明

フィールド 定義

Device ID 近接装置の名前、およびこの装置の MAC アドレスまたはシリアル

番号

Entry address(es) 近接装置のネットワーク アドレスのリスト

[network protocol] address 近接装置のネットワーク アドレス。このアドレスは、IP、IPX、

AppleTalk、DECnet、またはCLNSのプロトコル表記で表示されます。

Platform 近接装置の製品名および製品番号

Capabilities ネイバのデバイス タイプ。このデバイスは、ルータ、ブリッジ、ト

ランスペアレント ブリッジ、送信元ルーティング ブリッジ、スイッ

チ、ホスト、IGMP デバイス、リピータのいずれかです。

Interface 現在のデバイスのプロトコルおよびポート番号

Holdtime 現在のデバイスが、送信ルータからの CDP アドバタイズを破棄す

るまでの残り時間（秒）

Version: 近接装置で稼働中のソフトウェア バージョン

advertisement version: CDP アドバタイズに使用中の CDP のバージョン

Duplex: 現在のデバイスと近接装置間の接続のデュプレックス ステート

コマンド 説明

show cdp グローバル CDP 情報を表示します。

show cdp entry CDP を使用して検出された特定の近接装置に関する情報を表示し

ます。

show cdp interface CDP がイネーブルであるインターフェイスに関する情報を表示し

ます。

show cdp traffic CDP を使用して収集された装置間のトラフィックに関する情報を

表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show cef interface policy-statistics

2-602
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show cef interface policy-statistics
インターフェイス単位のトラフィック統計情報を表示するには、show cef interface policy-statistics

コマンドを使用します。

show cef interface policy-statistics

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、インターフェイス単位トラフィック統計情報を表示する例を示します。

Router# show cef interface policy-statistics
POS7/0 is up (if_number 7)
Bucket PacketsBytes
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 100 10000
6 0 0
7 0 0
8 0 0
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show class-map
クラス マップ情報を表示するには、show class-map コマンドを使用します。

show class-map [class-name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、すべてのクラス マップに関するクラス マップ情報を表示する例を示します。

Router# show class-map 
 Class Map match-any class-default (id 0)
   Match any
 Class Map match-any class-simple (id 2)
   Match any
 Class Map match-all ipp5 (id 1)
   Match ip precedence 5

 Class Map match-all agg-2 (id 3)

Router#

次に、特定のクラス マップに関するクラス マップ情報を表示する例を示します。

Router# show class-map ipp5
 Class Map match-all ipp5 (id 1)
   Match ip precedence 5

Router#   

関連コマンド

class-name （任意）クラス マップ名です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーション

モードをアクセスして QoS クラス マップを設定します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシー

の統計情報および設定を表示します。
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show counters interface
インターフェイス カウンタに関する情報を表示するには、show counters interface コマンドを使用

します。

show counters interface {type mod/port} [delta]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show counters interface コマンドは、SVI ではサポートされません。

show counters interface delta コマンドは、 後に保存したカウンタ値の詳細なリストを表示します。

例 次に、インターフェイス カウンタに関する情報を表示する例を示します。

Router# show counters interface fastethernet 5/2
64 bit counters:
 0.                      rxHCTotalPkts = 1
 1.                      txHCTotalPkts = 1
 2.                    rxHCUnicastPkts = 0
 3.                    txHCUnicastPkts = 0
 4.                  rxHCMulticastPkts = 0
 5.                  txHCMulticastPkts = 0
 6.                  rxHCBroadcastPkts = 1
 7.                  txHCBroadcastPkts = 1
 8.                         rxHCOctets = 78
 9.                         txHCOctets = 78
10.                 rxTxHCPkts64Octets = 0
11.            rxTxHCPkts65to127Octets = 2
12.           rxTxHCPkts128to255Octets = 0
13.           rxTxHCPkts256to511Octets = 0
14.          rxTxHCpkts512to1023Octets = 0
15.         rxTxHCpkts1024to1518Octets = 0
16.                    txHCTrunkFrames = 0
17.                    rxHCTrunkFrames = 0
18.                     rxHCDropEvents = 0

type （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、pos、atm、null、

tunnel、および ge-wan です。

mod/port モジュールおよびポート番号

delta （任意） 後の clear counters コマンドからのインターフィス カウンタ値を

表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ delta キーワードがサポートされるように、こ

のコマンドが変更されました。 
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32 bit counters:
 0.                   rxCRCAlignErrors = 0
 1.                   rxUndersizedPkts = 0
 2.                    rxOversizedPkts = 0
 3.                     rxFragmentPkts = 0
 4.                          rxJabbers = 0
 5.                       txCollisions = 0
 6.                         ifInErrors = 0
 7.                        ifOutErrors = 0
 8.                       ifInDiscards = 0
 9.                  ifInUnknownProtos = 0
10.                      ifOutDiscards = 0
11.            txDelayExceededDiscards = 0
12.                              txCRC = 0
13.                         linkChange = 1
14.                   wrongEncapFrames = 0
All Port Counters
 1.                          InPackets = 1
 2.                           InOctets = 78
 3.                        InUcastPkts = 0
 4.                        InMcastPkts = 0
 5.                        InBcastPkts = 1
 6.                         OutPackets = 1
 7.                          OutOctets = 78
 8.                       OutUcastPkts = 0
 9.                       OutMcastPkts = 0
10.                       OutBcastPkts = 1
11.                           AlignErr = 0
12.                             FCSErr = 0
13.                            XmitErr = 0
14.                             RcvErr = 0
15.                          UnderSize = 0
16.                          SingleCol = 0
17.                           MultiCol = 0
18.                            LateCol = 0
19.                       ExcessiveCol = 0
20.                       CarrierSense = 0
21.                              Runts = 0
22.                             Giants = 0
23.                         InDiscards = 0
24.                        OutDiscards = 0
25.                           InErrors = 0
26.                          OutErrors = 0
27.                      TrunkFramesTx = 0
28.                      TrunkFramesRx = 0
29.                         WrongEncap = 0
30.     Broadcast_suppression_discards = 0
31.     Multicast_suppression_discards = 0
32.       Unicast_suppression_discards = 0
33.                 rxTxHCPkts64Octets = 0
34.            rxTxHCPkts65to127Octets = 2
35.           rxTxHCPkts128to255Octets = 0
36.           rxTxHCPkts256to511Octets = 0
37.          rxTxHCpkts512to1023Octets = 0
38.         rxTxHCpkts1024to1518Octets = 0
39.                         DropEvents = 0
40.                     CRCAlignErrors = 0
41.                     UndersizedPkts = 0
42.                      OversizedPkts = 0
43.                       FragmentPkts = 0
44.                            Jabbers = 0
45.                         Collisions = 0
46.              DelayExceededDiscards = 0
47.                        bpduOutlost = 0
48.                        qos0Outlost = 0
49.                        qos1Outlost = 0
50.                        qos2Outlost = 0
51.                        qos3Outlost = 0
52.                    bpduCbicOutlost = 0
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53.                    qos0CbicOutlost = 0
54.                    qos1CbicOutlost = 0
55.                    qos2CbicOutlost = 0
56.                    qos3CbicOutlost = 0
57.                         bpduInlost = 0
58.                         qos0Inlost = 0
59.                         qos1Inlost = 0
60.                         qos2Inlost = 0
61.                         qos3Inlost = 0
62.                         qos4Inlost = 0
63.                         qos5Inlost = 0
64.                         qos6Inlost = 0
65.                         qos7Inlost = 0
66.                         pqueInlost = 0
67.                           Overruns = 0
68.                           maxIndex = 0

Router#

次に、 後の clear counters コマンドからのインターフィス カウンタ値を表示する例を示します。

Router# show counters interface gigabitethernet5/2 delta 
Time since last clear 
--------------------- 
1d08h
64 bit counters: 
0. rxHCTotalPkts = 508473 
1. txHCTotalPkts = 2366 
2. rxHCUnicastPkts = 411611 
3. txHCUnicastPkts = 193 
4. rxHCMulticastPkts = 81868 
5. txHCMulticastPkts = 2155 
6. rxHCBroadcastPkts = 14994 
7. txHCBroadcastPkts = 18 
8. rxHCOctets = 36961992
.
.
.
Router#

関連コマンド コマンド 説明

clear counters インターフェイス カウンタをクリアします。
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show cwan 
WAN 統計および表示されない VLAN（仮想 LAN）/WAN インターフェイスに関する情報を表示す

るには、show cwan コマンドを使用します。

show cwan {stats | vlans}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

show vlan internal usage コマンドは、レイヤ 3 VLAN として WAN インターフェイスに割り当てら

れた内部 VLAN を表示しますが、関連サブインターフェイスは表示しません。関連サブインター

フェイスを表示するには、show cwan vlans コマンドを入力します。show cwan vlans コマンドは、

WAN サブインターフェイスと使用中の内部 VLAN のマッピングを表示します。

例 次に、WAN ポート統計に関する情報を表示する例を示します。

Router# show cwan stats

0 unknown VLANs
0 ATM packets with zero src_ltl or inactive VC
0 unknown enctype
0 output unknown enctype drops
0 particle alloc failures
0 pak alloc failures
Router# 

stats WAN 統計情報を表示します。

vlans 表示されない VLAN/WAN インターフェイス マッピングを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show cwan

2-608
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、非表示 VLAN/WAN インターフェイス マッピングの情報を表示する例を示します。

Router# show cwan vlans

Hidden VLAN swidb->if_number Interface 
----------------------------------------------- 
1017 75 ATM2/0/0 
1018 90 ATM2/0/0.54 
1019 92 ATM2/0/0.56 
1020 93 ATM2/0/0.57 
1021 94 ATM2/0/0.100 
1022 95 ATM2/0/0.101 
1023 96 ATM2/0/0.102 
1024 97 ATM2/0/0.103 
1025 98 ATM2/0/0.110 
1026 99 ATM2/0/0.111 
1027 100 ATM2/0/0.112 
1028 101 ATM2/0/0.113 
1029 102 ATM2/0/0.120 
1030 103 ATM2/0/0.200 
1031 104 ATM2/0/0.201 
1032 105 ATM2/0/0.202 
1033 106 ATM2/0/0.203 
1067 76 POS4/1 
1068 77 POS4/2 
1071 79 GE-WAN5/2 
1072 80 GE-WAN5/3 
1073 81 GE-WAN5/4
Recycled VLAN Interface 
-----------------------------
Pending recycle holdtime(ms) Interface 
-------------------------------------------
Router#

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list hardware permit fragments ハードウェアですべての非初期フラグメントを許可

します。
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show cwan qinq
QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク VLAN（仮想 LAN）を表示するには、show

cwan qinq コマンドを使用します。

show cwan qinq [configured | detail | list]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

show cwan qinq コマンドは、実行された QinQ 変換の要約を表示します。詳細については、他の関

連コマンドの項を参照してください。

• show cwan qinq

• show cwan qinq bridge-domain

• show cwan qinq interface

例 次に、show cwan qinq コマンドの一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq 
Bridge-domain   Interface       Egress-if       Inner-start Total Active
32              GE4/4           GE4/4           32          1     1     
  Sub-Interface   Trunk-vlan   Inner-vlan   Service         State    
  GE4/4.1         101          32           dot1q           up/down

Bridge-domain   Interface       Egress-if       Inner-start Total Active
888             Po1             GE4/1           32          1     1     
  Sub-Interface   Trunk-vlan   Inner-vlan   Service         State    
  Po1.1           101          32           dot1q           up/up

Router#

configured （任意）すべての設定済みブリッジ ドメインの統計情報を表示します。

detail （任意）各ブリッジ ドメインの内部 VLAN コンフィギュレーションの詳細

を表示します。

list （任意）現在設定されている割り当てを表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE 次のようにこのコマンドが変更されました。

• 仮想ポート チャネル インターフェイスを使用する QinQ リンク バン

ドルのサポートが追加されました。

• configured、detail、および list キーワードが追加されました。
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表 2-35 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-35 show cwan qinq フィールドの説明

フィールド 説明

Bridge-domain 元の着信パケット上にあると予想される外部 PE（プロバイダー エッジ）

-VLAN タグの VLAN ID 

Interface QinQ 変換で使用されるギガビット イーサネット WAN インターフェイス

またはサブインターフェイス 

Egress-if この特定のサブインターフェイスおよび PE VLAN ID のパケットで使用さ

れる出力インターフェイス

Inner-start 外部 PE-VLAN タグに使用される内部 CE（カスタマー エッジ）VLAN ID

の 32 カウント ブロックの開始基本数は、常に 32 で割り切れます。この

32 個の ID のブロック内に分類されない CE VLAN ID はいずれも、範囲外

となります。

Total この PE VLAN ID（ブリッジ ドメイン）に設定されている CE VLAN サブ

インターフェイスの合計数 

Active このブリッジ ドメインで現在アクティブな合計 VLAN 変換数 

Sub-interface この特定の VLAN 変換に対するギガビット イーサネット WAN インター

フェイスまたはポート チャネル インターフェイスのサブインターフェイ

ス 

Trunk-vlan 外部（または唯一の）VLAN タグとして変換された発信パケットに追加さ

れる、トランク VLAN タグの VLAN ID 

Inner-vlan 元の着信パケット上にあると予想される内部 CE VLAN タグの VLAN ID 

Service サブインターフェイスで使用される QinQ コンフィギュレーション タイ

プ

• dot1q-drop ― 無効なコンフィギュレーションまたはすべてのパケッ

トがドロップされます。

• dot1q ― サブインターフェイスは、QinQ 変換モード用に設定されま

す（2 つのタグから 1 つのタグへの変換：bridge-domain dot1q）。

• dot1q-tunnel ― サブインターフェイスは、QinQ トンネル モード用に

設定されます（2 つのタグから 2 つのタグへのトランスペアレント ト
ンネリング：bridge-domain dot1q-tunnel）。

• dot1q-tunnel out-range ― サブインターフェイスは、この特定の PE
VLAN の範囲外のパケットに対して設定されます（bridge-vlan
dot1q-tunnel out-range）。

State 現在の状態

コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。
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show cwan qinq bridge-domain
ギガビット イーサネット WAN インターフェイスの 802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換で使用される PE

（プロバイダー エッジ）VLAN（仮想 LAN）ID を表示するか、または特定の PE VLAN に使用され

る CE（カスタマー エッジ）VLAN を示すには、show cwan qinq bridge-domain コマンドを使用し

ます。

show cwan qinq bridge-domain [pe-vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト vlan-id を指定しない場合は、各ギガビット イーサネット WAN インターフェイスに設定された PE

VLAN が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールを搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータの

GE-WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コン

フィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN

タグからのプライオリティ値を使用して設定します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリ

シーの統計情報および設定を表示します。

コマンド 説明

pe-vlan-id （任意）特定の PE VLAN ID の情報。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが、Supervisor Engine 720 の show cwan qinq

bridge-vlan コマンドとして追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドが show cwan qinq bridge-domain と名前を変更されました。

また仮想ポート チャネル インターフェイスを使用する QinQ リンク バン

ドルのサポートが追加されました。
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例 次に、show cwan qinq bridge-domain コマンドの一般的な出力例を示します。この出力では、Cisco

7600 シリーズ ルータ上のすべての GE-WAN インターフェイスの PEVLAN（ブリッジ VLAN）が表

示されます。

Router# show cwan qinq bridge-domain 

GE-WAN5/1, group 1, total_rate 2
 2, 4062 
GE-WAN5/2, group 1, total_rate 1 
 150 
GE-WAN5/3, group 1, total_rate 2 
 100, 1000 
GE-WAN5/4, group 1, total_rate 16 
 3-5, 7-10,12-15,18-20,22, 4094 
Port-channel1, group 1, total_rate 21 

Router# 

次に、特定の PE VLAN の一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq bridge-domain 4094 

Bridge-domain   Interface       Egress-if       Inner-start Service Count
4093            GE5/4             GE2/3           192         31 
  Sub-Interface   Trunk-vlan   Inner-vlan   Service
  GE5/4.4000      4000         default      dot1q-tunnel out-ran 
  GE5/4.4062      4062         1            dot1q-tunnel 
  GE5/4.4064      4064         3            dot1q-tunnel 
  GE5/4.4067      4067         6            dot1q-tunnel 
  GE5/4.4068      4068         7            dot1q-tunnel 

.

.

.

表 2-36 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-36 show cwan qinq bridge-domain コマンド フィールドの説明

フィールド 説明

Bridge-domain このインターフェイスのサブインターフェイス上で設定される外部 PE

VLAN ID これらの ID は、範囲として（可能な場合）、または個々の ID と

して示されます。

interface 使用されるギガビット イーサネット WAN インターフェイスまたはサブ

インターフェイス

Egress-if この特定のサブインターフェイスおよび VLAN のパケットで使用される

出力インターフェイス 

Inner-start 外部 PE VLAN タグに使用される内部 CE VLAN ID の 32 カウント ブロッ

クの開始基本数は、常に 32 で割り切れます。この 32 個の ID のブロック

内に分類されない CE VLAN ID はいずれも、範囲外となります。

Service Count 現在設定されている、または使用中であるサービス変換数 

Tr-vlan 外部（または唯一の）VLAN タグとして変換された発信パケットに追加さ

れる、トランク VLAN タグの VLAN ID 



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show cwan qinq bridge-domain

2-613
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

関連コマンド

Inner-vlan このサブインターフェイスに着信した元のパケット上にあると予想され

る内部 CE VLAN タグの VLAN ID このフィールドで [default] が表示され

る場合は、サブインターフェイスがすべての範囲外のパケット（CE VLAN

ID の設定済みの 32 カウント ブロック外にある CE VLAN ID を持つパケッ

ト）に一致することを示しています。

Service サブインターフェイスで使用されるQinQコンフィギュレーション タイプ

• dot1q-drop ― 無効なコンフィギュレーションまたはすべてのパケッ

トがドロップされます。

• dot1q ― サブインターフェイスは、QinQ 変換モード用に設定されま

す（2 つのタグから 1 つのタグへの変換：bridge-vlan dot1q）。

• dot1q-tunnel ― サブインターフェイスは、QinQ トンネル モード用に

設定されます（2 つのタグから 2 つのタグへのトランスペアレント ト
ンネリング：bridge-vlan dot1q-tunnel）。

• dot1q-tunnel out-range ― サブインターフェイスは、この特定の PE 
VLAN の範囲外のパケットに対して設定されます（bridge-vlan 
dot1q-tunnel out-range）。

表 2-36 show cwan qinq bridge-domain コマンド フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コン

フィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN

タグからのプライオリティ値を使用して設定します。

show cwan qinq QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク

VLAN を表示します。

show cwan qinq interface すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイ

スまたはポート チャネル インターフェイスにおける

IEEE QinQ 変換に関するインターフェイス統計情報を表

示します。
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show cwan qinq interface
すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイスまたはポート チャネル インターフェイ

スにおける IEEE 802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換に関するインターフェイス統計情報を表示するに

は、show cwan qinq interface コマンドを使用します。

show cwan qinq interface [gigabitethernet [slot/port[.subint]] | port-channel channel-number 
[.subint]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドを引数なしで入力すると、Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのギガビット イーサ

ネット WAN インターフェイスに関する情報が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

ユーザが作成するポート チャネル番号の有効範囲は 1 ～ 256 です。チャネル番号 257 ～ 282 は、内

部で使用するためにシステムが生成するチャネルで、通常、その統計情報はトラブルシューティン

グやデバッグの場合のみに役立つものです。

show cwan qinq interface コマンドで表示されるインターフェイス カウンタは、show interfaces コマ

ンドにより表示されるインターフェイス カウンタと同じですが、ここでは関連付けられた QinQ PE

（プロバイダー エッジ）VLAN（仮想 LAN）および CE（カスタマー エッジ）VLAN に関するイン

ターフェイス カウンタがサブインターフェイスによって表示されます。

gigabitethernet slot/port （任意）表示されるギガビット イーサネット WAN インターフェイス

を指定します。

port-channel 

channel-number
（任意）表示するポート チャネル仮想インターフェイスを指定しま

す。有効値は 1 ～ 282 です。

subint （任意）表示されるサブインターフェイス番号 

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE ポート チャネル仮想インターフェイスを使用する QinQ リンク バンドル

をサポートするために port-channel キーワードを追加するように、このコ

マンドが変更されました。
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例 次に、show cwan qinq interface コマンドの一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq interface 

Interface        Status    Egress op PE   CE   TRNK Input packets/       Output 
packets/
                                                    Input bytes          Output bytes 
---------------- --------- ------ -- ---- ---- ---- -------------------- 
----------------
GE1/2.500        up        GE3/3  1  50   3200 500  0                    0
                                                    0                    0
GE1/2.501        up        GE3/3  1  50   3201 501  3586                 3498 
                                                    466294               412323 
GE1/2.502        up        GE3/3  1  50   3202 502  3577                 3481  
                                                    464844               410704  
.
.
.
Router# 

次に、特定のインターフェイスの出力例を示します。

Router# show cwan qinq interface GE-WAN 1/2 
Interface        Status    Egress op PE   CE   TRNK Input packets/       Output 
packets/
                                                    Input bytes          Output bytes 
---------------- --------- ------ -- ---- ---- ---- -------------------- 
----------------
GE1/2.500        up        GE7/0  1  50   3200 500  626485               63571
                                                    492579036            508305780  
GE1/2.501        up        GE7/0  1  50   3201 501  626483               63571 
                                                    492579644            508305780 
GE1/2.502        up        GE7/0  1  50   3202 502  626485               63571 
                                                    492701011            508305780 
.
.
.
Router# 

次に、特定のサブインターフェイスの出力例を示します。

Router# show cwan qinq interface GE-WAN 5/1.1000 
Interface        Status    Egress op PE   CE   TRNK Input packets/       Output 
packets/
                                                    Input bytes          Output bytes 
---------------- --------- ------ -- ---- ---- ---- -------------------- 
----------------
GE5/1.1000       up        GE3/1  1  2    2496 1000 476790463            12108753 
                                                    47168162431          1110048768 
Router# 

次に、特定のサブインターフェイスの一般的な出力例の抜粋を示します。

Router# show cwan qinq interface GE-WAN 5/1.1000 

Interface        Status    Egress op PE   CE   TRNK Input packets/       Output 
packets/
                                                    Input bytes          Output bytes 
---------------- --------- ------ -- ---- ---- ---- -------------------- 
----------------
GE5/1.1000       up        GE3/1  1  2    2496 1000 476790463            12108753 
                                                    47168162431          1110048768 

Router# 
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次に、特定のポート チャネル仮想インターフェイスの一般的な出力例の抜粋を示します。

Router# show cwan qinq interface port 3 

Interface        Status    Egress op PE   CE   TRNK Input packets/       Output 
packets/
                                                    Input bytes          Output bytes 
---------------- --------- ------ -- ---- ---- ---- -------------------- 
----------------
Po3.101          up/up     GE2/3  1  150  223  323  59759000             23971 
                                                    3824576384           819613 
Po3.102          up/up     GE2/3  1  150  222  324  59758987             23914 
                                                    3824575552           818231 
.
.
.
Router# 

表 2-37 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-37 show cwan qinq interface フィールドの説明

フィールド 説明

Interface 使用されるギガビット イーサネット WAN インターフェイスまたはポー

ト チャネル インターフェイス

Status このインターフェイスの現在のステータス（アップまたはダウン） 

Egress この特定のサブインターフェイスおよび VLAN のパケットで使用される

出力インターフェイス 

op このサブインターフェイスの動作ステータス コードおよび QinQ コン

フィギュレーション

• 0 ― 無効なコンフィギュレーションまたはすべてのパケットがドロッ

プされます。

• 1 ― サブインターフェイスは、QinQ 変換モード用に設定されます（2
つのタグから 1 つのタグへの変換：bridge-domain dot1q）。

• 2 ― サブインターフェイスは、QinQ トンネル モード用に設定されま

す（2 つのタグから 2 つのタグへの変換：bridge-domain dot1q-tunnel）。

• 3 ― 使用されません。

• 4 ― サブインターフェイスは、この特定の PE VLAN の範囲外のパケッ

トに対して設定されます（bridge-domain dot1q-tunnel out-range）。

PE このインターフェイスのサブインターフェイス上で設定される外部 PE
VLAN ID 

CE このサブインターフェイスに着信した元のパケット上にあると予想され

る内部 CE VLAN タグの VLAN ID 

Trnk 外部（または唯一の）VLAN タグとして変換された発信パケットに追加さ

れる、トランク VLAN タグの VLAN ID 

Input packets このサブインターフェイス上で受信されたパケット数 

Input bytes このサブインターフェイス上で受信されたバイト数 

Output packets このサブインターフェイスから発信された、変換済みパケット数 

Output bytes このサブインターフェイスから発信された、変換済みバイト数 
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関連コマンド コマンド 説明

bridge-domain PVC（相手先固定接続）を指定された vlan-id にバインド

します。

class-map QoS クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを

アクセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コン

フィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN

タグからのプライオリティ値を使用して設定します。

show cwtlc qinq QinQ 変換に関連し、スーパーバイザ エンジンにオンボー

ドの XCM に格納されている情報を表示します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリ

シーの統計情報および設定を表示します。
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show cwan qinq load-balance
すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイスまたはポート チャネル インターフェイ

スにおける、IEEE 802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換に関する負荷分散の統計情報を表示するには、show

cwan qinq load-balance コマンドを使用します。

show cwan qinq load-balance [channel-number | configured | detail | list]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドをオプションなしで入力すると、ルータのすべてのギガビット イーサネット WAN お

よびポート チャネル インターフェイスに関する情報が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、show cwan qinq load-balance コマンドのデフォルト形式における一般的な出力例の抜粋を示

します。

Router# show cwan qinq load-balance 

Port-channel10 total 505 bridge-domain vlan(s) active
  Po10 - GE-WAN3/1 has 167 bridge-domain vlan(s) active
  Po10 - GE-WAN3/2 has 169 bridge-domain vlan(s) active
  Po10 - GE-WAN9/1 has 169 bridge-domain vlan(s) active

  Port-channel20 total 4 bridge-domain vlan(s) active 
  Po20 - GE-WAN3/3 has 1 bridge-domain vlan(s) active
  Po20 - GE-WAN3/4 has 1 bridge-domain vlan(s) active
  Po20 - GE-WAN9/2 has 1 bridge-domain vlan(s) active
  Po20 - GE-WAN9/3 has 1 bridge-domain vlan(s) active

Router# 

次に、configured キーワードを使用した場合の一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq load-balance configured 

 Port-channel1 total 1 bridge-domain vlan(s) active
   Po1 - GE-WAN4/1 has 1 bridge-domain vlan(s) active
         GE-WAN4/1 has 1 bridge-domain vlan(s) configured: 888
   Po1 - GE-WAN8/1 has 0 bridge-domain vlan(s) active
         GE-WAN8/1 has 1 bridge-domain vlan(s) configured: 889

Router# 

channel-number （任意）特定のチャネル グループに関する統計情報。有効値は 1 ～ 256 です。

configured すべての設定済みポート チャネルの統計情報を表示します。

detail 各ポート チャネルの内部 VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーションの詳

細を表示します。

list 現在設定されている割り当てを表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、list キーワードを使用した場合の一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq load-balance list 

 Port-channel1 total 1 bridge-domain vlan(s) active
   Po1 - GE-WAN4/1 has 1 bridge-domain vlan(s) active
   Po1 - GE-WAN4/1 active vlan(s): 888

   Po1 - GE-WAN8/1 has 0 bridge-domain vlan(s) active
   Po1 - GE-WAN8/1 active vlan(s): 889 

Router# 

次に、detail キーワードを使用した場合の一般的な出力例を示します。

Router# show cwan qinq load-balance detail 

 Port-channel1 total 1 bridge-domain vlan(s) active
   Po1 - GE-WAN4/1 has 1 bridge-domain vlan(s) active
     Bridge-domain Inner  Configured Active
     ------------- ------ ---------- ------
     888           active 3          2
   Po1 - GE-WAN8/1 has 0 bridge-domain vlan(s) active
     Bridge-domain Inner  Configured Active
     ------------- ------ ---------- ------
     889           -      1          0

Router# 

表 2-38 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-38 show cwan qinq load-balance detail フィールドの説明

フィールド 説明

Bridge-domain このインターフェイスで使用される PE（プロバイダー エッジ）VLAN 

Inner このブリッジ ドメイン用に設定された内部 VLAN の数 

Configured このインターフェイス上に設定されたブリッジ ドメインの数 

Active このインターフェイス上に設定されアクティブなブリッジ ドメインの数 

コマンド 説明

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーショ

ン モードをアクセスして QoS クラス マップを設定します。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、ギ

ガビット イーサネット WAN インターフェイスをイネーブ

ルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コ

ンフィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN

タグからのプライオリティ値を使用して設定します。

show cwan qinq QinQ 変換で使用される内部、外部、およびトランク VLAN

を表示します。

show cwan qinq interface すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイス

またはポート チャネル インターフェイスにおける IEEE

QinQ 変換に関するインターフェイス統計情報を表示しま

す。
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show cwan qinq port-channel
1 つまたはすべての QinQ リンク バンドル（ポート チャネル）における IEEE 802.1Q-in-802.1Q

（QinQ）統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで show cwan qinq port-channel コマンドを使

用します。

show cwan qinq port-channel [detail channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト detail キーワードなしでこのコマンドを使用した場合、設定されているすべての QinQ リンク バン

ドルの統計情報を表示します。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、QinQ リンク バンドルに使用されている 1 つまたは複数のポート チャネル グルー

プ QinQ 関連情報を表示します。

（注） インターフェイス統計情報を表示するには、show cwan qinq interface コマンドを使用します。

例 次に、show cwan qinq port-channel コマンドのデフォルト形式における一般的な出力例の抜粋を示

します。

Router# show cwan qinq port-channel 

Group    : WAN          if_num idb      pagp         if_num idb      port
---------  ------------ d----- x------- ------------ d----- x------- d-- 
Group 1  : GE-WAN9/1    67     43CABB20 GE-WAN 9/1   88     4529B710 5 

Router#  

表 2-39 に、表示されるフィールドについて説明します。

detail channel-number （任意）特定のポート チャネル グループに関する統計情報を表示しま

す。有効値は 1 ～ 256 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-39 show cwan qinq port-channel フィールドの説明

フィールド 説明

Group このインターフェイスが属するチャネル グループ 

WAN 表示されるインターフェイス 

if_num このインターフェイスの内部番号 

idb インターフェイス データベースにあるこのインターフェイスのメモリ値

（16 進表記） 

pagp PAgP（ポート集約プロトコル）をサポートするインターフェイス 
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show cwtlc qinq
802.1Q-in-802.1Q（QinQ）変換に関連し、スーパーバイザ エンジンにオンボードの XCM に格納さ

れる情報を表示するには、show cwtlc qinq コマンドを使用します。

show cwtlc qinq port [outer-vlan vlan-id [inner-vlan-id] | trunk-vlan vlan-id]

show cwtlc qinq qos

シンタックスの説明

デフォルト 特定の VLAN ID を指定しない場合、このコマンドによりすべての VLAN に関する情報が表示され

ます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、OSM-2+4GE-WAN+ OSM モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスでのみサポートされます。

OSM（オプティカル サービス モジュール）は、Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリー

ズ ルータではサポートされません。

if_num PAgP インターフェイスの内部番号 

idb インターフェイス データベースにある PAgP インターフェイスのメモリ

値（16 進表記） 

port ポート番号

表 2-39 show cwan qinq port-channel フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

port 表示する情報のポート番号を指定します。有効値は 0 ～ 3 です。

outer-vlan vlan-id （任意）特定の外部 PE（プロバイダー エッジ）の VLAN（仮想 LAN）ID

用の XCM テーブルを表示します。有効値は 1 ～ 4094 です。

inner-vlan-id （任意）特定の内部 CE（カスタマー エッジ）の VLAN（仮想 LAN）ID 用

の XCM テーブルを表示します。有効値は 1 ～ 4094 です。

trunk-vlan vlan-id （任意）変換済みパケットに新しい外部 VLAN タグとして追加される特定

のトランク VLAN ID 用の XCM テーブルを表示します。有効値は 1 ～ 4094

です。

qos 変換されたパケットの外部トランク VLAN タグに挿入される 802.1P ビッ

トの送信元を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、PE VLAN ID および CE VLAN ID の特定の組み合わせに対する出力例を示します。

Router# show cwtlc qinq 0 outer-vlan 20 21 

TX VLAN FUNC TABLE
func 4, ce vlan base 0, value 4

TX VLAN TABLE
tx vlan status 1

TX ADJ TABLE
ce_vlan_offset trunk_vlan op_code src_ltl def_fn  pbit intfid
15             2          1       120     2       1    2 

Router# 

次に、trunk-vlan キーワードの出力例を示します。

Router# show cwtlc qinq 0 trunk-vlan 2 

RX VLAN FUNC TABLE
rx_vlan_func 2

RX TVC TABLE
rx_tvc_func src_ltl pe_vlan ce_vlan Q intfid
1           E0      1       20      0 2       

Router# 

表 2-40 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-40 show cwtlc qinq コマンド フィールド

フィールド 説明

TX VLAN FUNC TABLE

ce vlan base 外部 PE VLAN タグに使用される内部 CE VLAN ID の 32 カウント

ブロックの開始基本数は、常に 32 で割り切れます。この 32 個の ID

のブロック内に分類されない CE VLAN ID はいずれも、範囲外とな

ります。

TX VLAN TABLE

tx vlan status 送信 VLAN ステータス 

• 0 ― QINQ_TX_DEF_DROP：ドロップされるパケット 

• 1 ― QINQ_TX_DEF_TRANSPARENT：トランスペアレント ト
ンネリング 

TX ADJ TABLE

trunk_vlan 外部（または唯一の）VLAN タグとして変換された発信パケットに

追加される、トランク VLAN タグの VLAN ID 
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op_code このサブインターフェイスの動作ステータスおよび QinQ コンフィ

ギュレーション

• 0 ― 無効なコンフィギュレーションまたはすべてのパケット

がドロップされます。

• 1 ― サブインターフェイスは、QinQ 変換モード用に設定され

ます（2 つのタグから 1 つのタグへの変換：bridge-vlan dot1q）。

• 2 ― サブインターフェイスは、QinQ トンネル モード用に設定

されます（2 つのタグから 2 つのタグへの変換：bridge-vlan
dot1q-tunnel）。

• 3 ― 使用されません。

• 4 ― サブインターフェイスは、この特定の PE VLAN の範囲外

のパケットに対して設定されます（bridge-vlan dot1q-tunnel
out-range）。

src_ltl このエントリの送信元 Local Target Logic（LTL）アドレス 

use_ce_pbit 変換された発信パケットが、元のパケットの外部 PE VLAN タグま

たは元のパケットの内部 CE VLAN タグからコピーされた 802.1P

ビット（P ビット）を使用しているかどうかを示すステータス

• 0 ― P ビットは、外部 PE VLAN タグからコピーされます。

• 1 ― P ビットは、外部 PE VLAN タグからコピーされます。set
cos cos-inner（ポリシーマップ コンフィギュレーション）コマ

ンドを参照してください。

intfid QinQ 変換に使用されるギガビット イーサネット WAN インター

フェイス用のインターフェイス ID 

RX VLAN FUNC TABLE

rx_vlan_func 後に実行された機能 

• 0 ― RXVLAN_DROP：パケットがドロップされました。

• 1 ― RXVLAN_NORMAL：標準イーサネット パケット

• 2 ― RXVLAN_GATEWAY：QinQ アクセス ゲートウェイから

の受信パケット

• 3 ― RXVLAN_L2_LISTEN

• 4 ― RXVLAN_L2_LEARN

• 5 ― RXVLAN_QINQ_FORWARD

• 6 ― RXVLAN_WAN_TRUNK ― トランク VLAN

RX TVC TABLE

rx_tvc_func 後に実行された機能 

• 0 ― DROP：パケットがドロップされました。

• 1 ― GATEWAY_TRANSLATE：QinQ 変換（二重タグ / 単一タ

グ変換）

• 2 ― GATEWAY_TRANSPARENT：QinQ トランスペアレント ト
ンネリング（二重タグ / 二重タグ変換）

• 3 ― WANTRUNK_XCONNECT：WAN ポート クロス コネクト

• 4 ― WANTRUNK_SWITCH：WAN ポート スイッチング

src_ltl このエントリの送信元 LTL アドレス 

表 2-40 show cwtlc qinq コマンド フィールド（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

 

pe_vlan PE VLAN ID

ce_vlan CE VLAN ID

intfid QinQ 変換に使用されるギガビット イーサネット WAN インター

フェイス用のインターフェイス ID 

表 2-40 show cwtlc qinq コマンド フィールド（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

bridge-vlan QinQ 変換を使用して、特定の内部 CE VLAN タグおよび外

部 PE VLAN タグにサブインターフェイスをマッピングし

ます。

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーショ

ン モードをアクセスして QoS クラス マップを設定しま

す。

mode dot1q-in-dot1q access-gateway QinQ VLAN 変換のゲートウェイとして動作するように、

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスをイ

ネーブルにします。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS ポリシー マップを設定します。

service-policy ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

set cos cos-inner（ポリシーマップ コ

ンフィギュレーション）

QinQ 変換された発信パケットのトランク VLAN タグの

802.1Q 優先順位ビットを、内部カスタマー エッジ VLAN

タグからのプライオリティ値を使用して設定します。

show cwtlc qinq QinQ 変換に関連し、スーパーバイザ エンジンにオンボー

ドの XCM に格納されている情報を表示します。

show policy-map ポリシー マップに関する情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリ

シーの統計情報および設定を表示します。
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show diagnostic
オンライン診断テストの結果、およびサポート対象のテスト スイートを表示するには、show

diagnostic コマンドを使用します。

show diagnostic bootup level

show diagnostic content [module num] 

show diagnostic events  [module num] [event-type event-type]

show diagnostic {ondemand settings} 

show diagnostic {result  [module num] [detail]}

show diagnostic schedule [module num] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン module num を入力しなかった場合、すべてのモジュールが表示されます。

コマンド出力に含まれるテスト結果は、次のとおりです。

• 合格（.）

• 失敗（F）

• 不明（U）

bootup level 設定されているブートアップ診断適用レベルを表示します。

content テスト ID、テスト属性、サポート対象テスト レベルを、テストごとに、

およびすべてのモジュールに対して、表示します。

module num （任意）モジュール番号を指定します。

events 診断イベントのイベント ログを表示します。

event-typeevent-type （任意）イベント タイプを指定します。有効値は error、info、および

warning です。

ondemand settings オンデマンド診断の設定を表示します。

result テスト結果を表示します。

detail （任意）テスト統計情報をテストごとに表示します。

schedule 現在スケジュールされている診断タスクを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、テスト スイート、モニタリング インターバル、およびテスト属性を表示する例を示します。

Router# show diagnostic content module 1
Diagnostic Tests List for Module 1:
Module 1:

  Diagnostics test suite attributes:
    M/C/* - Minimal level test / Complete level test / Not applicable
      B/* - Bypass bootup test / Not applicable
      P/* - Per port test / Not applicable
      D/N - Disruptive test / Non-disruptive test
      S/* - Only applicable to standby unit / Not applicable
      X/* - Not a health monitoring test / Not applicable
      F/* - Fixed monitoring interval test / Not applicable
      E/* - Always enabled monitoring test / Not applicable
      A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
Testing Interval
  ID  Test Name                          Attributes (day hh:mm:ss.ms)
  === ================================== ========== =================
   1) TestDummy1 ----------------------> M**D****A  000 00:01:00.000
   2) TestDummy2 ----------------------> M**D**FEA  000 00:02:30.000
   3) TestGBICIntegrity ---------------> *BPD****I  not configured
   4) TestActiveToStandbyLoopback -----> M*PDS***I  not configured
   5) TestLoopback --------------------> M*PD****I  not configured
   6) TestNewLearn --------------------> M**N****I  not configured
   7) TestIndexLearn ------------------> M**N****I  not configured
   8) TestConditionalLearn ------------> M**N****I  not configured
   9) TestBadBpdu ---------------------> M**D****I  not configured
  10) TestCapture ---------------------> M**D****I  not configured
  11) TestProtocolMatch ---------------> M**D****I  not configured
  12) TestChannel ---------------------> M**D****I  not configured
  13) TestDontShortcut ----------------> M**Nrefer*I  not configured
  14) TestL3Capture2 ------------------> M**N****I  not configured
  15) TestL3VlanMet -------------------> M**N****I  not configured
  16) TestIngressSpan -----------------> M**N****I  not configured
  17) TestEgressSpan ------------------> M**N****I  not configured
  18) TestAclPermit -------------------> M**N****I  not configured
  19) TestAclDeny ---------------------> M**D****I  not configured
  20) TestNetflowInlineRewrite --------> C*PD****I  not configured
Router# 

次に、設定されているブートアップ診断レベルを表示する例を示します。

Router# show diagnostic bootup level 
Current Bootup Diagnostic Level = Complete
Router# 

次に、診断イベント ログを表示する例を示します。

Router# show diagnostic events

Diagnostic events (storage for 500 events, 10 events recorded)
Event Type (ET):I - Info, W - Warning, E - Error

Time Stamp         ET [Card] Event Message
------------------ --  --------------------------------------------------------
08/26 15:51:04.335 I  [1] TestIndexLearn Passed
08/26 15:51:04.335 I  [1] Diagnostics Passed
08/26 15:51:15.511 I  [8] TestLoopback Passed
08/26 15:51:15.511 I  [8] Diagnostics Passed
08/26 16:15:02.247 I  [1] TestDontLearn Passed
08/26 16:15:02.247 I  [1] Diagnostics Passed
08/26 16:15:12.683 I  [8] TestNetflowInlineRewrite Passed
08/26 16:15:12.683 I  [8] Diagnostics Passed
08/26 16:15:42.207 I  [2] TestActiveToStandbyLoopback Passed
08/26 16:15:42.207 I  [2] Diagnostics Passed
Router# 
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次に、オンデマンド診断設定を表示する例を示します。

Router# show diagnostic ondemand settings 
Ondemand Run Iteration   = 2
Ondemand Action-on-Error = CONTINUE
Router# 

次に、指定されたスロットに現在スケジュールされている診断タスクを表示する例を示します。

Router# show diagnostic schedule module 1
Current Time = 07:55:30 UTC Fri August 2 2002

Diagnostic for Module 1:

Schedule #1:
        To be run on January 3 2003 23:32 
        Test ID(s) to be executed:1.

Schedule #2:
        To be run daily 14:45
        Test ID(s) to be executed:2.

Schedule #3:
        To be run weekly Monday 3:33
        Test ID(s) to be executed:all.
Router#

次に、指定されたスロットのテスト結果を表示する例を示します。

Router# show diagnostic result module 3

Current bootup diagnostic level:complete

Module 3:

  Overall Diagnostic Result for Module 8 :PASS
  Diagnostic level at card bootup:complete

  Test results:(. = Pass, F = Fail, U = Untested)

   1) TestLoopback :

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      ----------------------------------------------------------------------------
            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

      Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
      ----------------------------------------------------------------------------
            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   2) TestNewLearn --------------------> .
   3) TestIndexLearn ------------------> .
   4) TestDontLearn -------------------> .
   5) TestConditionalLearn ------------> .
   6) TestDontLearn -------------------> .
   7) TestConditionalLearn ------------> .
   8) TestBadBpdu ---------------------> .
   9) TestTrap ------------------------> .
  10) TestMatch -----------------------> .
  11) TestCapture ---------------------> .
  12) TestProtocolMatch ---------------> .
  13) TestChannel ---------------------> .
  14) TestIPFibShortcut ---------------> .
  15) TestDontShortcut ----------------> .
  16) TestL3Capture2 ------------------> .
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  17) TestL3VlanMet -------------------> .
  18) TestIngressSpan -----------------> .
  19) TestEgressSpan ------------------> .
  20) TestAclPermit -------------------> .
  21) TestAclDeny ---------------------> .
  22) TestNetflowInlineRewrite:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      ----------------------------------------------------------------------------
            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
      Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
      ----------------------------------------------------------------------------
            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Router# 

次に、指定されたスロットの詳細なテスト結果を表示する例を示します。

Router# show diagnostic result module 1 detail
Current bootup diagnostic level:complete

Module 1:

  Overall Diagnostic Result for Module 1 :PASS
  Diagnostic level at card bootup:complete

  Test results:(. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________

   1) TestDummy -----------------------> .
          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 90
          Last test execution time ----> Dec 10 2002 12:34:30
          First test failure time -----> Dec 10 2002 11:57:39
          Last test failure time ------> Dec 10 2002 12:34:10
          Last test pass time ---------> Dec 10 2002 11:34:30
          Total failure count ---------> 65
          Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________

 2) TestLoopback:

      Port  1  2
      ----------
            .  .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test execution time ----> Dec 10 2002 12:37:18
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Dec 10 2002 12:37:18
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
Router# 
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次に、診断イベント ログを表示する例を示します。

Router# show diagnostic events
Diagnostic events (storage for 500 events, 10 events recorded)
EventType:I - Info, W - Warning, E - Error

TimeStamp          Type [Card] EventMessage
08/26 15:51:04.335 I    [1] TestIndexLearn Passed
08/26 15:51:04.335 I    [1] Diagnostics Passed
08/26 15:51:15.511 I    [8] TestLoopback Passed
08/26 15:51:15.511 I    [8] Diagnostics Passed
08/26 16:15:02.247 I    [1] TestDontLearn Passed
08/26 16:15:02.247 I    [1] Diagnostics Passed
08/26 16:15:12.683 I    [8] TestNetflowInlineRewrite Passed
08/26 16:15:12.683 I    [8] Diagnostics Passed
08/26 16:15:42.207 I    [2] TestActiveToStandbyLoopback Passed
08/26 16:15:42.207 I    [2] Diagnostics Passed
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

diagnostic bootup level ブートアップ診断レベルを設定します。

diagnostic cns CNS 診断を設定します。

diagnostic event-log size 診断イベントログ サイズをダイナミックに変更します。

diagnostic monitor ヘルス モニタリング診断テストを設定します。

diagnostic ondemand オンデマンド診断を設定します。

diagnostic schedule test 特定のモジュールに対するテストベース診断テストのスケジュー

ルを設定したり、またはスーパーバイザ エンジンのスイッチオー

バーのスケジュールを設定します。

diagnostic start 指定された診断テストを実行します。

diagnostic stop テスト プロセスを中止します。
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show diagnostic cns
CNS サブジェクト情報を表示するには、show diagnostic cns コマンドを使用します。

show diagnostic cns {publish | subscribe}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

CNS サブシステムは、パブリッシュ モデルおよびサブスクライブ モデルに従って、CNS イベント

エージェントを通してリモート ネットワーク アプリケーションと通信します。アプリケーション

は、適切なイベント サブジェクト名をサブスクライブしてイベントを受信するように、自動的に設

定されます。

例 次に、診断結果をパブリッシュするサブジェクトを表示する例を示します。

Router# show diagnostic cns publish 
Subject: cisco.cns.device.diag_results 
Router# 

次に、サブスクライブされたサブジェクトを表示する例を示します。

Router# show diagnostic cns subscribe 
Subject: cisco.cns.device.diag_get_results
Router# 

関連コマンド

publish 診断結果をパブリッシュするサブジェクトを表示します。

subscribe サブスクライブされたサブジェクトを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

diagnostic cns CNS 診断を設定します。
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show diagnostic sanity
健全性チェック結果を表示するには、show diagnostic sanity コマンドを使用します。

show diagnostic sanity

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドを引数なしで入力すると、Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのギガビット イーサ

ネット WAN インターフェイスに関する情報が表示されます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 健全性チェックでは、警告状態のリストをコンパイルするために、特定のシステム状態について可

能性のある組み合わせで設定された事前定義チェックのセットを実行します。チェックは、不適切

と思われるものを検索するように設計されていて、システムの健全性を保持するのに役立つことを

意図しています。

実行されるチェックと、その状態が検出された場合に実行する処置についてのリストは次のとおり

です。

• デフォルト ゲートウェイが到達可能かどうかチェックします。到達可能な場合、システムは

ping を停止します。

• ポートが半二重に自動ネゴシエートした場合、システムがフラグを立てます。

トランキング チェック

• オンに設定されたモードがトランク ポートにある場合、システムがフラグを立てます。

• ポートがトランキング中で auto の場合、システムがフラグを立てます。

• トランク ポートがトランキング中ではなくモードが desirable の場合、システムがフラグを立て

ます。

• トランク ポートが半二重にネゴシエートした場合、システムがフラグを立てます。

チャネリング チェック

• ポートがチャネリング モードをオンに設定した場合、システムがフラグを立てます。

• トランク ポートがチャネリング中ではなくモードが desirable に設定されている場合、システム

がフラグを立てます。

• VLAN（仮想 LAN）に 32K のスパニングツリー ルート（ルートは未設定）がある場合、シス

テムがフラグを立てます。

スパニングツリー VLAN チェック

• VLAN にデフォルトとは違うスパニングツリー ルートの有効期限がある場合、システムがフラ

グを立てます。

• VLAN にデフォルトとは違うスパニングツリー ルートの転送遅延がある場合、システムがフラ

グを立てます。

• VLAN にデフォルトとは違うブリッジの転送遅延がある場合、システムがフラグを立てます。

• VLAN にデフォルトとは違うブリッジの転送遅延がある場合、システムがフラグを立てます。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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• VLAN にデフォルトとは違うブリッジの hello タイムがある場合、システムがフラグを立てます。

スパニングツリー ポート チェック

• ポートにデフォルトとは違うポート コストがある場合、システムがフラグを立てます。

• ポートにデフォルトとは違うポート プライオリティがある場合、システムがフラグを立てます。

UDLD（単一方向リンク検出）チェック

• ポートで UDLD がディセーブルの場合、システムがフラグを立てます。

• ポートで UDLD がシャットダウンしている場合、システムがフラグを立てます。

• ポートで UDLD が未定の状態の場合、システムがフラグを立てます。

各種ポート チェック

• ポートで受信フロー制御がディセーブルの場合、システムがフラグを立てます。

• トランク ポートで PortFast がイネーブルの場合、システムがフラグを立てます。

• インライン パワー ポートが次のような状態の場合

－ 拒否

－ 障害

－ その他

－ オフ

システムがフラグを立てます。

• ポートでネイティブ VLAN が不一致の場合、システムがフラグを立てます。

• ポートでデュプレックスが不一致の場合、システムがフラグを立てます。

ブートストリングおよび Config レジスタ チェック

• プライマリ スーパーバイザ エンジン（および存在する場合はセカンダリ スーパーバイザ エン

ジン）の config レジスタの値は、0x2、0x102、または 0x210 のいずれかでなければなりません。

• システムは、プライマリ スーパーバイザ エンジン（および存在する場合はセカンダリ スーパー

バイザ エンジン）のブートストリングを確認します。ブートストリングが空の場合、システム

はメッセージを表示します。

• システムはすべてのファイルがブートストリングに指定されていることを確認します。ファイ

ルがない場合や間違ったチェックサムが表示されている場合、システムがメッセージを表示し

ます。

ファイル名として device: のみが指定されていた場合、システムは 初のファイルがデバイスに

あるかどうかを確認します。

各種チェック

• IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングがディセーブルの場合、シス

テムはメッセージを表示します。

• SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）コミュニティ アクセス ストリング 
{RO,RW,RW-ALL} の値がデフォルトと同じ場合、システムはメッセージを表示します。

• モジュールの状態が [Ok] 以外の場合、システムはメッセージを表示します。

• システムは、show test all コマンドで失敗したすべてのテスト（[F] と表示）をリストするメッ

セージを表示します。

• *fast がスイッチのどこにも設定されていない場合、システムはメッセージを表示します。

• bootflash: に crashinfo 用の空きスペースがない場合、システムがメッセージを表示します。

• マルチキャスト ルーティングがグローバルにイネーブルなのにすべてのインターフェイスに

適用されない場合、システムがメッセージを表示します。

• IGMP スヌーピングがディセーブルで RGMP がイネーブルの場合、システムはメッセージを表

示します。
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例 次に、show diagnostic sanity コマンドで表示できるメッセージのサンプル例を示します。

Router# show diagnostic sanity
Pinging default gateway 10.6.141.1 ....
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.6.141.1, timeout is 2 seconds:
..!!.
Success rate is 0 percent (0/5)

IGMP snooping disabled please enable it for optimum config.

IGMP snooping disabled but RGMP enabled on the following interfaces,
please enable IGMP for proper config : 
Vlan1, Vlan2, GigabitEthernet1/1

Multicast routing is enabled globally but not enabled on the following 
interfaces:
GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet1/2

A programming algorithm mismatch was found on the device bootflash:
Formatting the device is recommended.

The bootflash: does not have enough free space to accomodate the crashinfo file. 

Please check your confreg value : 0x0.

Please check your confreg value on standby: 0x0.

The boot string is empty. Please enter a valid boot string .
Could not verify boot image "disk0:" specified in the boot string on the
slave.

Invalid boot image "bootflash:asdasd" specified in the boot string on the
slave.

Please check your boot string on the slave.

UDLD has been disabled globally - port-level UDLD sanity checks are 
being bypassed.
OR
[
The following ports have UDLD disabled. Please enable UDLD for optimum
config:
Fa9/45

The following ports have an unknown UDLD link state. Please enable UDLD
on both sides of the link:
Fa9/45
]

The following ports have portfast enabled:
Fa9/35, Fa9/45

The following ports have trunk mode set to on:
Fa4/1, Fa4/13

The following trunks have mode set to auto:
Fa4/2, Fa4/3

The following ports with mode set to desirable are not trunking:
Fa4/3, Fa4/4

The following trunk ports have negotiated to half-duplex:
Fa4/3, Fa4/4

The following ports are configured for channel mode on:
Fa4/1, Fa4/2, Fa4/3, Fa4/4

The following ports, not channeling are configured for channel mode
desirable:
Fa4/14
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The following vlan(s) have a spanning tree root of 32768:
1

The following vlan(s) have max age on the spanning tree root different from
the default:
1-2

The following vlan(s) have forward delay on the spanning tree root different
from the default:
1-2

The following vlan(s) have hello time on the spanning tree root different
from the default:
1-2

The following vlan(s) have max age on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have fwd delay on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have hello time on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have a different port priority than the default 
on the port FastEthernet4/1
1-2

The following ports have recieve flow control disabled:
Fa9/35, Fa9/45

The following inline power ports have power-deny/faulty status:
Gi7/1, Gi7/2

The following ports have negotiated to half-duplex:
Fa9/45

The following vlans have a duplex mismatch: 
Fas 9/45 
  
The following interafaces have a native vlan mismatch:
interface (native vlan - neighbor vlan)
 Fas 9/45 (1 - 64)   

The value for Community-Access on read-only operations for SNMP is the same 
as default. Please verify that this is the best value from a security point 
of view.

The value for Community-Access on write-only operations for SNMP is the same
as default. Please verify that this is the best value from a security point
of view.

The value for Community-Access on read-write operations for SNMP is the same
as default. Please verify that this is the best value from a security point
of view.

Please check the status of the following modules:
8,9

Module 2 had a MINOR_ERROR.

The Module 2 failed the following tests:
TestIngressSpan

The following ports from Module2 failed test1:
1,2,4,48
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show dot1q-tunnel
802.1Q トンネル対応ポートのリストを表示するには、show dot1q-tunnel コマンドを使用します。

show dot1q-tunnel [{interface interface interface-number}]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを入力しない場合は、すべてのインターフェイスの 802.1Q トンネル ポートが表示され

ます。

ge-wan キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートさ

れません。

interface-number 引数は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、および ge-wan

キーワードのモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよびモ

ジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサ

ネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値

は 1 ～ 48 です。

interface-number 引数は、port-channel キーワードのポート チャネル番号を指定します。有効値は 1

～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM および FWSM のみです。

例 次の例は、ポートが起動していて、その上に 1 つの 802.1Q トンネルが設定されていることを示し

ます。

Router# show dot1q-tunnel interface port-channel 10 
Interface 
--------- 
Po10

関連コマンド

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、および

ge-wan です。

interface-number インターフェイス番号。有効値については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

switchport mode インターフェイス タイプを設定します。

vlan dot1q tag native トランク内のすべての VLAN（仮想 LAN）に対する 802.1Q タギン

グをイネーブルにします。
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show dot1x
802.1X 情報を表示するには、show dot1x コマンドを使用します。

show dot1x {interface interface interface-number}

show dot1x {all | brief | summary | {statistics {interface interface interface-number}}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show dot1x statistics コマンドを入力する場合は、コマンドを正しく実行するために、interface

interface interface-number を入力する必要があります。

802.1X をグローバルにディセーブルにした場合、show dot1x brief コマンドでは何も表示されず、

show dot1x summary コマンドの出力にはすべてのフィールドに 0 が表示されます。

interface-number 引数は、ethernet、fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet キーワー

ドのモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよびモジュールに

よって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モ

ジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は1～13、ポート番号の有効値は1～48です。

interface interface インターフェイス タイプの 802.1X 情報を表示します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。

interface-number インターフェイス番号。有効値については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

all すべてのインターフェイスの 802.1X 情報を表示します。

brief すべてのインターフェイスの 802.1X ステータスに関する情報を表示しま

す。

summary システム全体の 802.1X サマリー情報を表示します。

statistics 802.1X ポートに関する情報を表示します。詳細については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF brief  および summary キーワードを追加するように、このコマンドが変更

されました。
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例 次に、特定のインターフェイスの 802.1X 情報を表示する例を示します。

Router# show dot1x interface fastethernet 5/1
Default Dot1x Configuration Exists for this interface FastEthernet5/1
AuthSM State      = FORCE AUTHORIZED
BendSM State      = IDLE
PortStatus        = AUTHORIZED
MaxReq            = 2
MultiHosts        = Disabled
PortControl       = Force Authorized
QuietPeriod       = 60 Seconds
Re-authentication = Disabled
ReAuthPeriod      = 3600 Seconds
ServerTimeout     = 30 Seconds
SuppTimeout       = 30 Seconds
TxPeriod          = 30 Seconds

Router#

次に、すべてのインターフェイスの 802.1X 情報を表示する例を示します。

Router# show dot1x all 
Dot1x Info for interface FastEthernet3/2 
---------------------------------------------------- 
AuthSM State = FORCE UNAUTHORIZED 
BendSM State = IDLE 
PortStatus = UNAUTHORIZED 
MaxReq = 2 
MultiHosts = Disabled 
Port Control = Force UnAuthorized 
QuietPeriod = 60 Seconds 
Re-authentication = Disabled 
ReAuthPeriod = 3600 Seconds 
ServerTimeout = 30 Seconds 
SuppTimeout = 30 Seconds 
TxPeriod = 30 Seconds 
Dot1x Info for interface FastEthernet3/12 
---------------------------------------------------- 
AuthSM State = Unknown State 
BendSM State = Unknown State 
PortStatus = UNKNOWN 
MaxReq = 2 
MultiHosts = Disabled 
Port Control = Auto 
QuietPeriod = 60 Seconds 
Re-authentication = Disabled 
ReAuthPeriod = 3600 Seconds 
ServerTimeout = 30 Seconds 
SuppTimeout = 30 Seconds 
TxPeriod = 30 Seconds 
Guest-Vlan = 91 
Router# 

次に、ポートの 802.1X 統計情報を表示する例を示します。

Router# show dot1x statistics interface fastethernet3/1 
PortStatistics Parameters for Dot1x 
-------------------------------------------- 
TxReqId = 0 TxReq = 0 TxTotal = 0 
RxStart = 0 RxLogoff = 0 RxRespId = 0 RxResp = 0 
RxInvalid = 0 RxLenErr = 0 RxTotal= 0 
RxVersion = 0 LastRxSrcMac 0000.0000.0000 
Router#
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次に、システム全体の 802.1X サマリー情報を表示する例を示します。

Router# show dot1x summary

Total number of dot1x enabled ports:             336
Total number of FORCE_UNAUTHORIZED dot1x ports:  0
Total number of authorized dot1x enabled ports:  254
Total number of dot1x ports in single host mode: 336
Total number of dot1x ports in multi host mode:  0

Total number of dot1x authenticated supplicants:          254
Total number of supplicants in AUTH_DISCONNECTED state:   0
Total number of supplicants in AUTH_CONNECTING state:     0
Total number of supplicants in AUTH_AUTHENTICATING state: 0
Total number of supplicants in AUTH_HELD state:           0
Router# 

次に、すべての 802.1X 対応ポートのステータスを表示する例を示します。

Router# show dot1x brief
RV - Radius returned VLAN

Port      Supplicant MAC  AuthSM State        BendSM State   Port Status   RV
----      --------------  ------------        ------------   -----------   ----
Fa4/1     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/2     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/3     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/4     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/5     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/6     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
Fa4/7     0000.0000.0000  N/A                 N/A            N/A            -
.
.

. （テキスト出力は省略）
Fa4/35    00fe.ed00.01ba  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/36    00fe.ed00.01b8  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/37    00fe.ed00.01e6  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/38    00fe.ed00.01e4  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/39    00fe.ed00.01e2  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/40    00fe.ed00.01e0  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/41    00fe.ed00.01de  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Fa4/42    00fe.ed00.01dc  AUTHENTICATED       IDLE           AUTHORIZED    101
Router# 
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show dss log
NetFlow テーブルの DSS 範囲の無効化ルートを表示するには、show dss log コマンドを使用します。

show dss log {ip | ipv6}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

ルーティング テーブルから IPv6 エントリを削除するたびに、メッセージがスイッチ プロセッサに

送信されて、該当するネットワークに対応付けられたエントリが削除されます。短期間に多数の無

効化が発生した場合は、複数の IPv6 プレフィクスが、より包括的なプレフィクスに縮小されます。

例 次に、DSS IP の範囲無効化プロファイルを表示する例を示します。

Router# show dss log ip
22:50:18.551  prefix 172.20.52.18 mask 172.20.52.18
22:50:20.059  prefix 127.0.0.0 mask 255.0.0.0
22:51:48.767  prefix 172.20.52.18 mask 172.20.52.18
22:51:52.651  prefix 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
22:53:02.651  prefix 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
22:53:19.651  prefix 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
Router#

ip DSS IP の範囲無効化プロファイルを表示します。

ipv6 DSS IPv6 の範囲無効化プロファイルを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA ipv6 キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。
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show environment alarm
環境アラームに関する情報を表示するには、show environment alarm コマンドを使用します。

show environment alarm [{status | threshold} [frutype]] 

シンタックスの説明

デフォルト frutype を入力しない場合は、環境アラーム ステータスに関するすべての情報が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン frutype の有効値は次のとおりです。

• clock number ― 1 および 2

• earl slot ― 有効値については下の説明を参照

• module slot ― 有効値については下の説明を参照

• rp slot ― 有効値については下の説明を参照

• power-supply number ― 1 および 2

• supervisor slot ― 有効値については下の説明を参照

• vtt number ― 1 ～ 3

slot 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。slot の有効値は、使用するシャーシおよ

びモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

status （任意）動作上の FRU（現場交換可能ユニット）ステータスを表示します。

threshold （任意）事前にプログラミングされたアラームのしきい値を表示します。

frutype （任意）アラーム タイプ。有効値は all、backplane、clock number、earl slot、

fan-tray、module slot、rp slot、power-supply number、supervisor slot、およ

び vtt number です。number および slot の有効値のリストについては、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、環境アラーム ステータスに関するすべての情報を表示する例を示します。

Router> show environment alarm threshold
environmental alarm thresholds:

power-supply 1 fan-fail: OK
  threshold #1 for power-supply 1 fan-fail:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
power-supply 1 power-output-fail: OK
  threshold #1 for power-supply 1 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
fantray fan operation sensor: OK
  threshold #1 for fantray fan operation sensor:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
operating clock count: 2
  threshold #1 for operating clock count:
    (sensor value < 2) is system minor alarm
  threshold #2 for operating clock count:
    (sensor value < 1) is system major alarm
operating VTT count: 3
  threshold #1 for operating VTT count:
    (sensor value < 3) is system minor alarm
  threshold #2 for operating VTT count:
    (sensor value < 2) is system major alarm
VTT 1 OK: OK
  threshold #1 for VTT 1 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
VTT 2 OK: OK
  threshold #1 for VTT 2 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
VTT 3 OK: OK
  threshold #1 for VTT 3 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
clock 1 OK: OK
  threshold #1 for clock 1 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
clock 2 OK: OK
  threshold #1 for clock 2 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm
module 1 power-output-fail: OK
  threshold #1 for module 1 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system major alarm
module 1 outlet temperature: 21C
  threshold #1 for module 1 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 outlet temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm
module 1 inlet temperature: 25C
  threshold #1 for module 1 inlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 inlet temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm
module 1 device-1 temperature: 30C
  threshold #1 for module 1 device-1 temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 device-1 temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm
module 1 device-2 temperature: 29C
  threshold #1 for module 1 device-2 temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 device-2 temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm
module 5 power-output-fail: OK
  threshold #1 for module 5 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system major alarm
module 5 outlet temperature: 26C
  threshold #1 for module 5 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 5 outlet temperature:
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    (sensor value > 75) is system major alarm
module 5 inlet temperature: 23C
  threshold #1 for module 5 inlet temperature:
    (sensor value > 50) is system minor alarm
  threshold #2 for module 5 inlet temperature:
    (sensor value > 65) is system major alarm
EARL 1 outlet temperature: N/O
  threshold #1 for EARL 1 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for EARL 1 outlet temperature:
    (sensor value > 75) is system major alarm
EARL 1 inlet temperature: N/O
  threshold #1 for EARL 1 inlet temperature:
    (sensor value > 50) is system minor alarm
  threshold #2 for EARL 1 inlet temperature:
    (sensor value > 65) is system major alarm
Router> 

関連コマンド コマンド 説明

show environment status FRU 動作ステータスに関する情報を表示します。

show environment temperature 現在の温度値を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show environment cooling

2-643
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show environment cooling
冷却パラメータに関する情報を表示するには、show environment cooling コマンドを使用します。

show environment cooling

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、冷却パラメータに関する情報を表示する例を示します。

Router# show environment cooling
fan-tray 1: 
  fan-tray 1 fan-fail: failed
fan-tray 2: 
  fan 2 type: FAN-MOD-9
  fan-tray 2 fan-fail: OK
chassis cooling capacity: 690 cfm
ambient temperature: 55C
chassis per slot cooling capacity: 75 cfm

  module 1 cooling requirement: 70 cfm
  module 2 cooling requirement: 70 cfm
  module 5 cooling requirement: 30 cfm
  module 6 cooling requirement: 70 cfm
  module 8 cooling requirement: 70 cfm
  module 9 cooling requirement: 30 cfm
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

hw-module fan-tray version ファンのバージョン（高出力または低出力）タイプを設定し

ます。
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show environment status
動作中の FRU（現場交換可能ユニット）ステータスに関する情報を表示するには、show environment

status コマンドを使用します。

show environment status [frutype] 

シンタックスの説明

デフォルト frutype を入力しなかった場合、すべての FRU ステータス情報が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン frutype の有効値は次のとおりです。

• all ― 引数なし

• backplane ― 引数なし

• clock number ― 1 および 2

• earl slot ― 有効値については下の説明を参照

• fan-tray ― 引数なし

• module slot ― 有効値については下の説明を参照

• power-supply number ― 1 および 2

• rp slot ― 有効値については下の説明を参照

• supervisor slot ― 有効値については下の説明を参照

• vtt number ― 1 ～ 3

slot 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。slot の有効値は、使用するシャーシおよ

びモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

frutype （任意）FRU タイプ。有効値のリストについては、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF show environment status power-supply コマンドの出力は、大容量電源装置

に関する情報が含まれるように変更されました。
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例 次に、環境ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router> show environment status
backplane:
  operating clock count: 2
  operating VTT count: 3
fan-tray:
  fantray fan operation sensor: OK
VTT 1:
  VTT 1 OK: OK
VTT 2:
  VTT 2 OK: OK                       
VTT 3:
  VTT 3 OK: OK
clock 1:
  clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: not-in-use
clock 2:
  clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: in-use
power-supply 1:
  power-supply 1 fan-fail: OK
  power-supply 1 power-output-fail: OK
module 1:
  module 1 power-output-fail: OK
  module 1 outlet temperature: 21C
  module 1 inlet temperature: 25C
  module 1 device-1 temperature: 30C
  module 1 device-2 temperature: 29C
  EARL 1 outlet temperature: N/O
  EARL 1 inlet temperature: N/O
module 5:
  module 5 power-output-fail: OK
  module 5 outlet temperature: 26C
  module 5 inlet temperature: 23C
  module 5 device-1 temperature: 26C
  module 5 device-2 temperature: 27C
Router>      

次に、大容量電源装置に関する情報を表示する例を示します。

Router# show environment status power-supply 2
power-supply 2: 
  power-supply 2 fan-fail: OK
  power-supply 2 power-input 1: none
  power-supply 2 power-input 2: AC low
  power-supply 2 power-input 3: AC high
  power-supply 2 power-output: low (mode 1)
  power-supply 2 power-output-fail: OK

表 2-41 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-41 show environment status コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

operating clock count 物理的なクロック数

operating VTT count 物理的な VTT（電圧終端）数

fan tray fan operation sensor システム ファン トレイの障害ステータス。システム ファン トレイ

の障害は、マイナー アラームで示されます。
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関連コマンド

VTT 1、VTT2、および VTT3 シャーシ背面の背面カバーの下にあるシャーシ バックプレーン電

源モニタのステータス。システムが正常に機能するには、少なくと

も 2 つの VTT が稼働している必要があります。3 つの VTT のいず

れかに障害が発生した場合、マイナー システム アラームが送信さ

れます。複数の VTT に障害が発生した場合はメジャー アラームが

送信され、スーパーバイザ エンジンにコンソール ポートを通して

アクセス可能になります。

clock # clock-inuse クロック ステータス。いずれかのクロックに障害が発生した場合、

障害はマイナー アラームとして処理されます。

power-supply # fan-fail ファン障害。電源装置のいずれかまたは両方（存在する場合）に

ファン障害が発生した場合、障害はマイナー アラームとして処理

されます。

power-input-fail 電源入力障害ステータス（なし、AC 高、AC 低）

power-output-fail 電源出力障害ステータス（高、低）

outlet temperature 排気温度値

inlet temperature 吸気温度値

device-1/device-2 temperature 指定された各モジュールの内部温度を測定する 2 つの装置。表示さ

れた温度は、装置が記録している温度を示します。装置は吸気口ま

たは排気口に配置されていない、単なる参照ポイントです。

表 2-41 show environment status コマンドの出力フィールド（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

show environment alarm 環境アラームに関する情報を表示します。

show environment temperature 現在の温度値を表示します。
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show environment temperature
現在の温度値を表示するには、show environment temperature コマンドを使用します。

show environment temperature [frutype]  

シンタックスの説明

デフォルト frutype を入力しなかった場合、モジュールおよび EARL 温度値が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン frutype の有効値は次のとおりです。

• earl slot ― 有効値については下の説明を参照

• module slot ― 有効値については下の説明を参照

• rp slot ― 有効値については下の説明を参照

• vtt number ― 1 ～ 3

• clock number ― 1 および 2

slot 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。slot の有効値は、使用するシャーシおよ

びモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

show environment temperature module コマンド出力には、SCP 応答受信後の更新情報が含まれます。

出力の意味は、次のとおりです。

• N/O（動作不能） ― センサが故障していて、使用不可能な値が戻されています。

• N/A（利用不可） ― センサの値は現在利用できません。あとで再試行してください。

• VTT（電圧終端）1、2、および 3 ― 背面カバーの下のシャーシ バックプレーンにある電源モニ

タです。

frutype （任意）FRU（現場交換可能ユニット）タイプ。有効値のリストについて

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次の情報が出力に含まれるように、show environment temperature module

コマンドの出力が更新されました。

• このセンサの ASIC（特定用途向け集積回路）の名前

• 複数の ASIC が存在する場合は、ASIC 名

• ASIC に複数のセンサが存在する場合は、センサ タイプ

• 現在の温度

• IDPROM で読み取られるメジャー / マイナー しきい値

• 現在の温度が温度しきい値を超えているかどうかを示すステータス

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、特定のモジュールの温度情報を表示する例を示します。

Router> show environment temperature module 5
  module 5 outlet temperature: 34C 
  module 5 inlet temperature: 27C 
  module 5 device-1 temperature: 42C 
  module 5 device-2 temperature: 41C 
  module 5 asic-1 (SSO-1) temp: 29C 
  module 5 asic-2 (SSO-2) temp: 29C 
  module 5 asic-3 (SSO-3) temp: 29C 
  module 5 asic-4 (SSO-4) temp: 28C 
  module 5 asic-5 (SSA-1) temp: 29C 
  module 5 asic-6 (HYPERION-1) temp: 29C
Router>

次に、すべてのモジュールの温度値を表示する例を示します。

Router> show environment temperature
  VTT 1 outlet temperature: 25C
  VTT 2 outlet temperature: 24C
  VTT 3 outlet temperature: 28C
  module 1 outlet temperature: 24C
  module 1 device-2 temperature: 29C
  RP 1 outlet temperature: 25C
  RP 1 inlet temperature: 29C
  EARL 1 outlet temperature: 25C
  EARL 1 inlet temperature: 22C
  module 5 outlet temperature: 27C
  module 5 inlet temperature: 22C
Router#

表 2-42 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-42 show environment temperature コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

outlet temperature 排気温度値

inlet temperature 吸気温度値

device-1/device-2 temperature 指定されたモジュールの内部温度を測定する 2 つの装置。表示され

た温度は、装置が記録している温度を示します。装置は吸気口また

は排気口に配置されていない、単なる参照ポイントです。

コマンド 説明

show environment alarm 環境アラームに関する情報を表示します。

show environment status FRU 動作ステータスに関する情報を表示します。
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show eobc
EOBC インターフェイスに関する情報を表示するには、show eobc コマンドを使用します。

show eobc 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、EOBC インターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

Router> show eobc
EOBC0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is DEC21143, address is 0000.2100.0000 (bia 0000.2100.0000)
  MTU 0 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Unknown duplex, Unknown Speed, MII
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 25/2147483647, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     172196 packets input, 11912131 bytes
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast
     0 input packets with dribble condition detected
     172144 packets output, 11363476 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Interface EOBC0/0
Hardware is DEC21143
 dec21140_ds=0x618FB938, registers=0x3C018000, ib=0x38A9180
 rx ring entries=128, tx ring entries=256, af setup failed=0
 rxring=0x38A9280, rxr shadow=0x618FBB20, rx_head=28, rx_tail=0
 txring=0x38A9AC0, txr shadow=0x618FBD4C, tx_head=72, tx_tail=72, tx_count=0
 PHY link up
 CSR0=0xF8024882, CSR1=0xFFFFFFFF, CSR2=0xFFFFFFFF, CSR3=0x38A9280
 CSR4=0x38A9AC0, CSR5=0xF0660000, CSR6=0x320CA002, CSR7=0xF3FFA261
 CSR8=0xE0000000, CSR9=0xFFFDC3FF, CSR10=0xFFFFFFFF, CSR11=0x0
 CSR12=0xC6, CSR13=0xFFFF0000, CSR14=0xFFFFFFFF, CSR15=0x8FF80000

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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 DEC21143 PCI registers:
  bus_no=0, device_no=6
  CFID=0x00191011, CFCS=0x02800006, CFRV=0x02000041, CFLT=0x0000FF00
  CBIO=0x20000801, CBMA=0x48018000, CFIT=0x28140120, CFDD=0x00000400
 MII registers:
  Register 0x00:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x08:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x10:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x18:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF 
throttled=0, enabled=0, disabled=0
 rx_fifo_overflow=0, rx_no_enp=0, rx_discard=0
 tx_underrun_err=0, tx_jabber_timeout=0, tx_carrier_loss=0
 tx_no_carrier=0, tx_late_collision=0, tx_excess_coll=0
 tx_collision_cnt=0, tx_deferred=0, fatal_tx_err=0, tbl_overflow=0
 HW addr filter: 0x38D2EE0, ISL Disabled
  Entry= 0:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 1:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 2:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 3:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 4:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 5:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 6:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 7:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 8:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 9:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=10:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=11:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=12:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=13:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=14:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=15:  Addr=0000.2100.0000
Router>   
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次に、ワード出力を含む行を除いて、EOBC インターフェイスに関する情報を表示する例を示しま

す。

Router> show eobc | exclude output
EOBC0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is DEC21143, address is 0000.2100.0000 (bia 0000.2100.0000)
  MTU 0 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Unknown duplex, Unknown Speed, MII
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 25/2147483647, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     175919 packets input, 12196443 bytes
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast
     0 input packets with dribble condition detected
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
Interface EOBC0/0
Hardware is DEC21143
 dec21140_ds=0x618FB938, registers=0x3C018000, ib=0x38A9180
 rx ring entries=128, tx ring entries=256, af setup failed=0
 rxring=0x38A9280, rxr shadow=0x618FBB20, rx_head=7, rx_tail=0
 txring=0x38A9AC0, txr shadow=0x618FBD4C, tx_head=209, tx_tail=209, tx_count=0
 PHY link up
 CSR0=0xF8024882, CSR1=0xFFFFFFFF, CSR2=0xFFFFFFFF, CSR3=0x38A9280
 CSR4=0x38A9AC0, CSR5=0xF0660000, CSR6=0x320CA002, CSR7=0xF3FFA261
 CSR8=0xE0000000, CSR9=0xFFFDC3FF, CSR10=0xFFFFFFFF, CSR11=0x0
 CSR12=0xC6, CSR13=0xFFFF0000, CSR14=0xFFFFFFFF, CSR15=0x8FF80000
 DEC21143 PCI registers:
  bus_no=0, device_no=6
  CFID=0x00191011, CFCS=0x02800006, CFRV=0x02000041, CFLT=0x0000FF00
  CBIO=0x20000801, CBMA=0x48018000, CFIT=0x28140120, CFDD=0x00000400
 MII registers:
  Register 0x00:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x08:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x10:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
  Register 0x18:   FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF  FFFF
 throttled=0, enabled=0, disabled=0
 rx_fifo_overflow=0, rx_no_enp=0, rx_discard=0
 tx_underrun_err=0, tx_jabber_timeout=0, tx_carrier_loss=0
 tx_no_carrier=0, tx_late_collision=0, tx_excess_coll=0
 tx_collision_cnt=0, tx_deferred=0, fatal_tx_err=0, tbl_overflow=0   
 HW addr filter: 0x38D2EE0, ISL Disabled
  Entry= 0:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 1:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 2:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 3:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 4:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 5:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 6:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 7:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 8:  Addr=0000.0000.0000
  Entry= 9:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=10:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=11:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=12:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=13:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=14:  Addr=0000.0000.0000
  Entry=15:  Addr=0000.2100.0000
Router>   
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show erm statistics
IPv4、IPv6、および MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）プロトコルの FIB（転送情報

ベース）TCAM 例外ステータスを表示するには、show erm statistics コマンドを使用します。

show erm statistics 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

IPv4、IPv6、および MPLS 例外ステータスには、プロトコルが例外状況にない場合は FALSE が、プ

ロトコルが例外状況にある場合は TRUE が表示されます。

例 次に、IPv4、IPv6、および MPLS プロトコルの FIB TCAM 例外ステータスを表示する例をします。

Router> show erm statistics
#IPv4 excep notified     = 0
#IPv6 excep notified     = 0
#MPLS excep notified     = 0
#IPv4 reloads done       = 0
#IPv6 reloads done       = 0
#MPLS reloads done       = 0
Current IPv4 excep state = FALSE
Current IPv6 excep state = FALSE
Current MPLS excep state = FALSE
#Timer expired           = 0
#of erm msgs             = 1
Router>

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls erm priority プロトコルが例外ステータスから回復を試みる順番を定義するプ

ライオリティを設定します。
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show errdisable detect
errdisable 検出ステータスを表示するには、show errdisable detect コマンドを使用します。

show errdisable detect  

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、errdisable 検出ステータスを表示する例を示します。

Router# show errdisable detect
ErrDisable Reason    Detection status
-----------------    ----------------
udld                 Enabled
bpduguard            Enabled
rootguard            Enabled
packet-buffer-err    Enabled
pagp-flap            Enabled
dtp-flap             Enabled
link-flap            Enabled
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA パケット バッファ エラー ステータス情報が追加されるように、このコマ

ンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

errdisable detect cause errdisable 検出をイネーブルにします。
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show errdisable recovery
errdisable 回復タイマーに関する情報を表示するには、show errdisable recovery コマンドを使用しま

す。

show errdisable recovery  

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、errdisable 回復タイマーに関する情報を表示する例を示します。

Router# show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
udld                 Enabled
bpduguard            Enabled
rootguard            Enabled
pagp-flap            Enabled
dtp-flap             Enabled
link-flap            Enabled

Timer interval:300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface    Errdisable reason    Time left(sec)
---------    -----------------    --------------
Fa9/4           link-flap             279 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

errdisable recovery 回復メカニズム変数を設定します。

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。
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show etherchannel
チャネルの EtherChannel 情報を表示するには、show etherchannel コマンドを使用します。

show etherchannel [channel-group] {port-channel | brief | detail | summary | port | load-balance | 
protocol} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン channel-group を指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。

257 ～ 282 の channel-group 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

次の例の [Passive port list] フィールドには、レイヤ 3 ポート チャネルに関する情報のみが表示され

ます。このフィールドは、まだ起動していない物理インターフェイスが、チャネル グループに含ま

れるように（およびチャネル グループ内の唯一のポート チャネルに間接的に含まれるように）設

定されていることを意味します。

インターフェイスがモード ON のチャネルの一部として設定されている場合、show etherchannel

protocol の出力には、[Protocol: - (Mode ON)] が表示されます。

show etherchannel summary コマンドの出力には、次の注意事項が適用されます。

• チャネル モードがオンの場合、チャネルに使用されるプロトコルの表示カラムにはハイフン

（-）が表示されます。

• LACP では、複数のアグリゲータがサポートされます。たとえば、2 つの異なるバンドルを作

成した場合、Po1 はプライマリ アグリゲータを、Po1A と Po1B はセカンダリ アグリゲータを

示します。

channel-group （任意）チャネル グループの番号。有効値は 1 ～ 282 の範囲の 大 64 個の

値です。

port-channel ポート チャネル情報を表示します。

brief EtherChannel 情報のサマリーを表示します。

detail EtherChannel の詳細情報を表示します。

summary 各チャネル グループのサマリーを 1 行で表示します。

port EtherChannel ポート情報を表示します。

load-balance ロードバランシング情報を表示します。

protocol イネーブル化されたプロトコルを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX1 IPv6 情報が追加されるように、show etherchannel load-balance コマンドの

出力が変更されました。MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）

情報を追加するように出力が変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show etherchannel load-balance コマンドの出力には、次の注意事項が適用されます。

• IPv6 トラフィックの EtherChannel ロードバランシングを行うためにトラフィックを 
EtherChannel にブリッジングした場合（たとえば、EtherChannel がレイヤ 2 チャネルである場

合に、同じ VLAN［仮想 LAN］内のトラフィックをこのチャネルを介してブリッジングした場

合）、トラフィックは常に IPv6 アドレス、または src、dest、または src-dest のいずれか（設定

によって異なる）に基づいてロードバランシングされます。このため、スイッチはブリッジン

グされた IPv6 トラフィックの MAC（メディア アクセス制御）/IP/ ポートを無視します。

src-dst-mac が設定されている場合は、src-dst-ip(v6) アドレスが使用されます。src-mac が設定さ

れている場合は、src-ip(v6) アドレスが使用されます。

• レイヤ 2 またはレイヤ 3 チャネルを介してルーティングされる IPv6 トラフィックは、設定に応

じて、MAC アドレスまたは IPv6 アドレスに基づいてロードバランシングされます。MAC/IP
および src/dst/src-dst はサポートされますが、レイヤ 4 ポートに基づくロードバランシングはサ

ポートされません。port キーワードを使用する場合は、IPv6 アドレス、または src、dst、src-dst
のいずれかを使用します。

例 次に、特定のグループのポート チャネル情報を表示する例を示します。

Router# show etherchannel 12 port-channel
Group: 12 
----------
                Port-channels in the group: 
                ----------------------
Port-channel: Po1
------------

Age of the Port-channel   = 143h:01m:12s
Logical slot/port   = 14/1           Number of ports = 2
GC                  = -              HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse 
Protocol            = LACP

Ports in the Port-channel: 

Index   Load   Port    EC state
------+------+------+------------
  0     55     Fa4/1   active
  1     AA     Fa4/2   active

Time since last port bundled:    16h:28m:58s    Fa4/1
Time since last port Un-bundled: 16h:29m:00s    Fa4/4
Router#

次にロードバランシング情報を表示する例を示します。

Router# show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
        dst-mac
        mpls label-ip
EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Destination MAC address
  IPv4: Destination MAC address
  IPv6: Destination MAC address (routed packets)
        Destination IP address (bridged packets)
  MPLS: Label or IP
Router#     
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次に、特定のグループに関する情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show etherchannel 1 brief
Group: 1 
----------
Group state = L2 
Ports: 4   Maxports = 8 
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
Protocol: LACP
Router# 

次に、特定のグループに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show etherchannel 12 detail
Group state = L2
Ports: 1   Maxports = 8
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
Protocol:   PAgP
                Ports in the group:
                -------------------
Port: Fa5/2
------------

Port state    = Down Not-in-Bndl
Channel group = 12          Mode = Desirable-Sl     Gcchange = 0
Port-channel  = null        GC   = 0x00000000          Pseudo port-channel = Po1
2
Port index    = 0           Load = 0x00        Protocol =   PAgP

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs
        A - Device is in active mode       P - Device is in passive mode

Local information:
                            LACP Port    Admin     Oper    Port     Port
Port      Flags   State     Priority      Key      Key     Number   State
Fa4/1     SA      bndl      32768         100      100     0xc1     0x75

Partner’s information:

         Partner                Partner               Partner
Port     System ID              Port Number    Age    Flags
Fa4/1    8000,00b0.c23e.d861    0x81           14s    SP

         LACP Partner    Partner     Partner
         Port Priority   Oper Key    Port State
         32768           128         0x81

Age of the port in the current state: 16h:27m:42s

                Port-channels in the group:
                ----------------------
Port-channel: Po12
------------

Age of the Port-channel   = 04d:02h:52m:26s
Logical slot/port   = 14/1          Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse
Protocol            =   PAgP

Router#
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次に、各チャネル グループのサマリーを 1 行で表示する例を示します。

Router# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
12     Po12(SD)        PAgP      Fa5/2(D)
24     Po24(RD)         -
Router#

次に、特定のグループの EtherChannel ポートに関する情報を表示する例を示します。

Router# show etherchannel 1 port
                Channel-group listing:
                -----------------------
Group: 1
----------
                Ports in the group:
                -------------------
Port: Fa5/4
------------
Port state    = EC-Enbld Down Not-in-Bndl Usr-Config
Channel group = 1           Mode = Desirable     Gcchange = 0
Port-channel  = null        GC   = 0x00000000    Psudo-agport = Po1
Port index    = 0           Load = 0x00        Protocol =   LACP

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs
        A - Device is in active mode       P - Device is in passive mode

Local information:
                            LACP Port    Admin     Oper    Port     Port
Port      Flags   State     Priority      Key      Key     Number   State
Fa5/4     SA      bndl      32768         100      100     0xc1     0x75

Partner’s information:

         Partner                Partner               Partner
Port     System ID              Port Number    Age    Flags
Fa5/4    8000,00b0.c23e.d861    0x81           14s    SP

         LACP Partner    Partner     Partner
         Port Priority   Oper Key    Port State
         32768           128         0x81

Age of the port in the current state: 04d:02h:57m:38s
Router#       

次に、イネーブル化されたプロトコルを表示する例を示します。

Router# show etherchannel protocol
                Channel-group listing:
                -----------------------
Group: 12
----------
Protocol:  PAgP

Group: 24
----------
Protocol:   -  (Mode ON)
Router#
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関連コマンド   

   

show fabric
クロスバー ファブリックに関する情報を表示するには、show fabric コマンドを使用します。

show fabric [active]

show fabric {channel-counters | errors | status} [slot | all] 

show fabric switching-mode [module {slot | all}] 

show fabric utilization [slot | all] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

channel-group EtherChannel インターフェイスを EtherChannel グループに割り当

て、設定します。

channel-protocol インターフェイスで使用されるチャネル管理用プロトコルを設定

します。

interface port-channel ポート チャネル仮想インターフェイスを作成し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

active （任意）スイッチ ファブリック モジュールの冗長ステータスを表示しま

す。

channel-counters ファブリック チャネル カウンタ情報を表示します。

errors クロスバー ファブリックに対応付けられたエラーを表示します。詳細につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

status ファブリック チャネルの現在のステータスを表示します。

slot （任意）スロット番号

all （任意）クロスバー ファブリックを使用するすべてのモジュールの情報を

表示します。

switching-mode モジュールのスイッチング モードを表示します。詳細については、「使用

上のガイドライン」を参照してください。

module slot （任意）指定されたスロットのスイッチング モードを表示します。

module all （任意）搭載されたすべてのモジュールのスイッチング モードを表示しま

す。

utilization 各ファブリック チャネルの利用率を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 32 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま
せん。

slot を指定した場合は、指定されたスロットの情報が表示されます。all を指定した場合は、クロス

バー ファブリックを使用するすべてのスロットの情報が表示されます。slot または all を指定しな

かった場合は、all を入力した場合と同様に表示されます。

関連するすべてのクロスバー ファブリック情報を表示するには、キーワードを指定しないで show

fabric コマンドを入力します。

ファブリック チャネルは、モジュールとクロスバー ファブリック モジュール間の接続です。各モ

ジュールには 0、1、または 2 個のファブリック チャネルを設定できます。モジュールのファブリッ

ク チャネル数が多いほど、モジュールで使用できる合計帯域幅が大きくなります。

クロスバー ファブリックに対応付けられるエラーは、次のとおりです。

• 同期化エラー ― も一般的なエラー タイプです。

• ハートビート エラー ― スーパーバイザ エンジンは、クロスバー ファブリックを使用して、各

モジュールに定期的にハートビート パケットを送信します。これらのモジュールまたはクロス

バー ファブリックのいずれかが、ある期間にハートビート パケットを検出できなかった場合、

ハートビート エラーが報告されます。

• CRC（巡回冗長検査）エラー ― クロスバー ファブリックを通過するすべてのパケットは、CRC
で保護されています。モジュールとクロスバー ファブリック モジュール間の任意の ASIC（特

定用途向け集積回路）が CRC エラーを検出すると、CRC エラーが報告されます。

3 つのタイプのファブリック スイッチング モードを次に示します。

• バス ― パケットは、すべてのモジュールで共有される従来のバックプレーンを通って、スー

パーバイザ エンジンでスイッチングされます。クロスバー ファブリック コネクタを持たない

モジュールは、このモードに制限されます。このモード タイプには、48 ポート 10/100TX RJ-45
モジュールなどがあります。

• クロスバー ― ヘッダーを持つパケットは、単に従来のバックプレーンを通って、スーパーバ

イザ エンジンでスイッチングされたあと、クロスバー ファブリックを通過します。このモ

ジュール タイプには、16 ポート ギガビット イーサネット GBIC（ギガビット インターフェイ

ス コンバータ）スイッチング モジュールなどがあります。

• dCEF ― パケットは、モジュール自体によってスイッチングされ、クロスバー ファブリックを

通過します。このモジュール タイプには、16 ポート ギガビット イーサネット GBIC スイッチ

ング モジュール、および 16 ビット ギガビット イーサネット モジュールなどがあります。16
ポートギガビット イーサネット GBIC スイッチング モジュールは、上記の 3 つのモードのいず

れかをとります。ただし、16 ポート ギガビット イーサネット モジュールがとることができる

のは、dCEF モードのみです。

しきい値情報は、no fabric switching-mode allow truncated コマンドを入力した場合のみ表示されま

す。

show fabric switching-mode コマンド出力で有効なグローバル スイッチング モードは、次のとおり

です。

• flow-through（bus）モード ― スイッチのファブリック非対応モジュール間のトラフィックや、

ファブリック非対応モジュールとファブリック対応モジュール間のトラフィックに対して使

用されるモード。このモードでは、すべてのトラフィックはローカル バスとスーパーバイザ エ
ンジン バス間で送受信されます。

• truncated ― スイッチにファブリック対応モジュールとファブリック非対応モジュールが両方

とも搭載されている場合に、ファブリック対応モジュール間のトラフィックに対して使用され

るモード。このモードでは、スイッチ ファブリック チャネルを通じて、切り捨てられたトラ

フィック（このフレームの 初の 64 バイト）が送信されます。
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• compact モード ― スイッチにファブリック対応モジュールのみが搭載されている場合に、すべ

てのトラフィックに対して使用されるモード。このモードでは、スイッチ ファブリック チャ

ネルを通じて DBus ヘッダーのコンパクト版が転送され、 良のパフォーマンスが得られます。

show fabric switching-mode コマンド出力では、インストールされているスーパーバイザ エンジン

に応じて、次のメッセージが表示されます。

• Supervisor Engine 2 では、次のメッセージが出力に含まれます。

An enabled Switch Fabric is not required for the system to operate 

• Supervisor Engine 720 では、次のメッセージが出力に含まれます。

Fabric module is not required for system to operate

例 次に、スイッチ ファブリック モジュールの冗長ステータスを表示する例を示します。

Router# show fabric active
Active fabric card in slot 5
No backup fabric card in the system
Router#

次に、チャネル カウンタ情報を表示する例を示します。

Router# show fabric channel-counters
 slot channel   rxErrors   txErrors  txDropped
    1       0          0          0          0
Router#

次に、クロスバー ファブリックに対応付けられたエラーを表示する例を示します。

Router# show fabric errors
Module errors:
slot     channel        crc      hbeat       sync      DDR sync
   1           0          0          0          0             0
   8           0          0          0          0             0
   8           0          0          0          0             0
   9           0          0          0          0             0

Fabric errors:
slot     channel       sync     buffer    timeout
   1           0          0          0          0
   8           0          0          0          0
   8           0          0          0          0
   9           0          0          0          0
Router# 

次に、モジュールのスイッチング モードを表示する例を示します。

Router# show fabric switching-mode
Global switching mode is Truncated
An enabled Switch Fabric is not required for the system to operate 
Modules are allowed to operate in bus mode
Truncated mode is not allowed unless threshold is met 
Threshold for truncated mode operation is 2 SFM-capable cards
 Module Slot     Switching Mode
     1           Bus
     2           Crossbar
     3           Crossbar
     4           Bus
     5           No Interfaces
     7           DCEF
     9           DCEF
Router#
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次に、ファブリック チャネル ステータスを表示する例を示します。

Router# show fabric status
 slot    channel      speed            module            fabric
                                       status            status
    1          0          8G               OK                OK
    5          0          8G               OK       Up- Timeout
    6          0         20G               OK      Up- BufError
    8          0          8G               OK               OK
    8          1          8G               OK               OK
    9          0          8G    Down- DDRsync               OK
Router#

次に、すべてのファブリック対応チャネルの利用率を表示する例を示します。

Router# show fabric utilization all
 slot    channel  Ingress %   Egress %
    1          0          0          0

crc      hbeat       sync       sync
    1          0          0          0          0          0
Router#

show fm features
機能マネージャに関する情報を表示するには、show fm features コマンドを使用します。

show fm features 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴 リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、機能マネージャに関する情報を表示する例を示します。

Router> show fm features
Designated MSFC:1 Non-designated MSFC:1

Redundancy Status:designated
Interface:FastEthernet2/10 IP is enabled
  hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1
  hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0
  mcast = 0
  priority = 2
  reflexive = 0
  inbound label:1
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:106
  outbound label:2
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:106
Interface:FastEthernet2/26 IP is enabled
  hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 0
  hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 1
  mcast = 0
  priority = 2
  reflexive = 0
  inbound label:24
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:113
  outbound label:3
        protocol:ip
          feature #:1                                           feature
id:FM_IP_WCCP
          Service ID:0
          Service Type:0
Interface:Vlan55 IP is enabled
  hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1
  hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0
  mcast = 0
  priority = 2
  reflexive = 0
  inbound label:4
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:111
Interface:Vlan101 IP is enabled
  hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1
  hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0
  mcast = 0
  priority = 2
  reflexive = 0
  inbound label:5
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:101
  outbound label:6
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:101  
Router>          
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次に、先頭行が [Redundancy] で始まる機能マネージャ情報の行を表示する例を示します。

Router> show fm features | begin Redundancy
Redundancy Status: designated
Router> 

show fm inband-counters
MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）から送信された SLB および WCCP の帯域内パ

ケット数を表示するには、show fm inband-counters コマンドを使用します。

show fm inband-counters 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show fm inband-counters コマンドの出力には、MSFC によって送信された SLB 帯域内パケット数、

および MSFC によって送信された WCCP 帯域内パケット数が含まれます。

CBAC（コンテキストベース アクセス コントロール）が設定されている場合、コマンド出力には

MSFC によって送信された CBAC パケット数が表示されます。

例 次に、MSFC によって送信された SLB および WCCP 帯域内パケット数を表示する例を示します。

Router# show fm inband-counters
      Inband Packets Sent
 Slot  WCCP         SLB
 1     0            0
 2     0            0
 3     0            0
 4     0            0
 5     0            0
 6     0            0
 7     0            0
 8     0            0
 9     0            0
 10    0            0
 11    0            0
 12    0            0
 13    0            0
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show fm insp
CBAC（コンテキストベース アクセス コントロール）が設定された ACL（アクセス コントロール

リスト）およびポートのリストおよびステータスを表示するには、show fm insp コマンドを使用し

ます。

show fm insp [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン CBAC を設定する前にポートに VACL が設定されている場合は、ステータス INACTIVE が表示さ

れます。それ以外の場合はステータス ACTIVE が表示されます。PFC（ポリシー フィーチャ カー

ド）リソースが枯渇している場合にこのコマンドを実行すると、BRIDGE が表示され、その後処理

のために MSFC2 に送信された、現在アクティブな失敗済み NetFlow 要求の数が表示されます。

show fm insp コマンドの出力には、次の情報が含まれます。

• interface: ― IP 検査機能がイネーブルであるインターフェイス

• (direction) ― IP 検査機能がイネーブルである方向（IN または OUT）

• acl name: ― 検査中のパケットを識別するための名前

• status: ― （ACTIVE または INACTIVE）このインターフェイスと方向の組がハードウェアでサ

ポートされているかどうか（ハードウェアでサポートされている場合は ACTIVE、それ以外は

INACTIVE）

オプションの detail キーワードを指定すると、指定されたインターフェイス方向の IP 検査に使用さ

れる ACL 内の ACE（アクセス コントロール エントリ）が表示されます。

例 次に、CBAC が設定された ACL およびポートのリストおよびステータスを表示する例を示します。

Router> show fm insp
         interface:Vlan305(in) status :ACTIVE
         acl name:deny
           interfaces:
              Vlan305(out):status ACTIVE

detail （任意）すべてのフロー情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show fm interface
機能マネージャに関する詳細情報をインターフェイス単位で表示するには、show fm interface コマ

ンドを使用します。

show fm interface {{interface interface-number} | {null interface-number} | {port-channel number} | 
{vlan vlan-id}}  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドラ

イン」を参照してください。

null interface-number ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の範囲の

大 64 個の値です。

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX show fm interface vlan コマンド出力に表示される情報の順序が変更されま

した。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、指定されたインターフェイスの機能マネージャに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show fm interface fastethernet 2/26
Interface:FastEthernet2/26 IP is enabled
  hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 0
  hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 1
  mcast = 0
  priority = 2
  reflexive = 0
  inbound label:24
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_ACCESS
          ACL:113
                vmr IP value #1:0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 - 1
                vmr IP mask #1:0, 0, FFFF, FFFF, 0, 0, 0, FF
                vmr IP value #2:642D4122, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 6 - 1
                vmr IP mask #2:FFFFFFFF, 0, 0, 0, 1, 0, 0, FF
                vmr IP value #3:0, 64020302, 0, 0, 6, 0, 0, 6 - 1
                vmr IP mask #3:0, FFFFFFFF, 0, 0, 6, 0, 0, FF
                vmr IP value #4:0, 64020302, 0, 0, A, 0, 0, 6 - 1
                vmr IP mask #4:0, FFFFFFFF, 0, 0, A, 0, 0, FF
                vmr IP value #5:0, 64020302, 0, 0, 12, 0, 0, 6 - 1
                vmr IP mask #5:0, FFFFFFFF, 0, 0, 12, 0, 0, FF
                vmr IP value #6:0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 - 2
                vmr IP mask #6:0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  outbound label:3
        protocol:ip
          feature #:1
          feature id:FM_IP_WCCP
          Service ID:0
          Service Type:0
Router#
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次に、特定の VLAN の機能マネージャに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show fm interface vlan 21 
Interface: Vlan21 IP is disabled 
hw_state[INGRESS] = not reduced, hw_state[EGRESS] = not reduced 
mcast = 0 
priority = 0 
flags = 0x0 
inbound label: 8 
Feature IP_VACL: 
----------------------------------------------------------------------------- 
FM_FEATURE_IP_VACL_INGRESS i/f: Vl21 map name: test 
=============================================================================
------------------------------------------------------------ 
IP Seq. No: 10 Seq. Result : VACL_ACTION_FORWARD_CAPTURE 
------------------------------------------------------------ 
DPort - Destination Port SPort - Source Port Pro - Protocol 
X - XTAG TOS - TOS Value Res - VMR Result 
RFM - R-Recirc. Flag MRTNP - M-Multicast Flag R - Reflexive flag 
- F-Fragment flag - T-Tcp Control N - Non-cachable 
- M-More Fragments - P-Mask Priority(H-High, L-Low) 
Adj. - Adj. Index T - M(Mask)/V(Value) FM - Flow Mask 
NULL - Null FM SAO - Source Only FM DAO - Dest. Only FM 
SADA - Sour.& Dest. Only VSADA - Vlan SADA Only FF - Full Flow 
VFF - Vlan Full Flow F-VFF - Either FF or VFF A-VSD - Atleast VSADA 
A-FF - Atleast FF A-VFF - Atleast VFF A-SON - Atleast SAO 
A-DON - Atleast DAO A-SD - Atleast SADA SHORT - Shortest 
A-SFF - Any short than FF A-EFF - Any except FF A-EVFF- Any except VFF 
A-LVFF- Any less than VFF ERR - Flowmask Error 
+----+-+---------------+---------------+-----+-----+---+---+-+---+-----+----+------+ 
|Indx|T| Dest Ip Addr | Source Ip Addr|DPort|SPort|Pro|RFM|X|ToS|MRTNP|Adj.| FM | 
+----+-+---------------+---------------+-----+-----+---+---+-+---+-----+----+------+
1 V 22.2.2.2 21.1.1.1 0 0 0 --- 0 0 ----L ---- SHORT 
M 255.255.255.255 255.255.255.255 0 0 0 000 0 0 
TM_PERMIT_RESULT
2 V 32.2.2.2 31.1.1.1 0 0 0 --- 0 0 ----L ---- SHORT 
M 255.255.255.255 255.255.255.255 0 0 0 000 0 0 
TM_PERMIT_RESULT
3 V 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 --- 0 0 ----L ---- SHORT 
M 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 000 0 0 
TM_L3_DENY_RESULT

------------------------------------------------------------ 
IP Seq. No: 65536 Seq. Result : VACL_ACTION_DROP 
------------------------------------------------------------ 
+----+-+---------------+---------------+-----+-----+---+---+-+---+-----+----+------+ 
|Indx|T| Dest Ip Addr | Source Ip Addr|DPort|SPort|Pro|RFM|X|ToS|MRTNP|Adj.| FM | 
+----+-+---------------+---------------+-----+-----+---+---+-+---+-----+----+------+
1 V 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 --- 0 0 ----L ---- SHORT 
M 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 000 0 0 
TM_PERMIT_RESULT
Router#
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show fm ipv6 traffic-filter
IPv6 情報を表示するには、show fm ipv6 traffic-filter コマンドを使用します。 

show fm ipv6 traffic-filter {all | {interface interface interface-number}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、特定のインターフェイスの IPv6 情報を表示する例を示します。

Router# show fm ipv6 traffic-filter interface vlan 50 
----------------------------------------------------------------------------- 
FM_FEATURE_IPV6_ACG_INGRESS Name:testipv6 i/f: Vlan50 
============================================================================= 
DPort - Destination Port SPort - Source Port Pro - Protocol 
X - XTAG TOS - TOS Value Res - VMR Result 
RFM - R-Recirc. Flag MRTNP - M-Multicast Flag R - Reflexive flag 
- F-Fragment flag - T-Tcp Control N - Non-cachable 
- M-More Fragments - P-Mask Priority(H-High, L-Low) 
Adj. - Adj. Index T - M(Mask)/V(Value) FM - Flow Mask 
NULL - Null FM SAO - Source Only FM DAO - Dest. Only FM 
SADA - Sour.& Dest. Only VSADA - Vlan SADA Only FF - Full Flow 
VFF - Vlan Full Flow F-VFF - Either FF or VFF A-VSD - Atleast VSADA 
A-FF - Atleast FF A-VFF - Atleast VFF A-SON - Atleast SAO 
A-DON - Atleast DAO A-SD - Atleast SADA SHORT - Shortest 
A-SFF - Any short than FF A-EFF - Any except FF A-EVFF- Any except VFF 
A-LVFF- Any less than VFF ERR - Flowmask Error 

all すべてのインターフェイスの IPv6 トラフィック フィルタ情報を表示しま

す。

interface interface 指定したインターフェイスの IPv6 トラフィック フィルタ情報を表示しま

す。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、

pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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+----+-+----------------------------------------+-------------------------------------
---+---+---+-+-----+----+------+
|Indx|T| Dest IPv6 Addr | Source IPv6 
Addr |Pro|RFM|X|MRTNP|Adj.| FM | 
+----+-+----------------------------------------+-------------------------------------
---+---+---+-+-----+----+------+
1 V 0:200E:: 
200D::1 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M 0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
2 V 0:200E:: 
200D::1 17 --- - ----L ---- Shorte 
M 0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
3 V 200E:: 
200D::1 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
4 V 200E:: 
200D::1 17 --- - ----L ---- Shorte 
M FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
5 V 
:: :: 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
6 V 
:: :: 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
7 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
8 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
9 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
10 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
11 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
12 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
13 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
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:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
14 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
15 V 
:: :: 0 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 0 0 
TM_L3_DENY_RESULT
Router#

次に、すべてのインターフェイスの IPv6 情報を表示する例を示します。

Router# show fm ipv6 traffic-filter all 
----------------------------------------------------------------------------- 
FM_FEATURE_IPV6_ACG_INGRESS Name:testipv6 i/f: Vlan50 
============================================================================= 
DPort - Destination Port SPort - Source Port Pro - Protocol 
X - XTAG TOS - TOS Value Res - VMR Result 
RFM - R-Recirc. Flag MRTNP - M-Multicast Flag R - Reflexive flag 
- F-Fragment flag - T-Tcp Control N - Non-cachable 
- M-More Fragments - P-Mask Priority(H-High, L-Low) 
Adj. - Adj. Index T - M(Mask)/V(Value) FM - Flow Mask 
NULL - Null FM SAO - Source Only FM DAO - Dest. Only FM 
SADA - Sour.& Dest. Only VSADA - Vlan SADA Only FF - Full Flow 
VFF - Vlan Full Flow F-VFF - Either FF or VFF A-VSD - Atleast VSADA 
A-FF - Atleast FF A-VFF - Atleast VFF A-SON - Atleast SAO 
A-DON - Atleast DAO A-SD - Atleast SADA SHORT - Shortest 
A-SFF - Any short than FF A-EFF - Any except FF A-EVFF- Any except VFF 
A-LVFF- Any less than VFF ERR - Flowmask Error 
+----+-+----------------------------------------+-------------------------------------
---+---+---+-+-----+----+------+
|Indx|T| Dest IPv6 Addr | Source IPv6 
Addr |Pro|RFM|X|MRTNP|Adj.| FM | 
+----+-+----------------------------------------+-------------------------------------
---+---+---+-+-----+----+------+
1 V 0:200E:: 
200D::1 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M 0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
2 V 0:200E:: 
200D::1 17 --- - ----L ---- Shorte 
M 0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
3 V 200E:: 
200D::1 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
4 V 200E:: 
200D::1 17 --- - ----L ---- Shorte 
M FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
5 V 
:: :: 0 -F- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
6 V 
:: :: 0 -F- - ----L ---- Shorte 
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M 
:: :: 0 1 
TM_SOFT_BRIDGE_RESULT
7 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
8 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
9 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
TM_PERMIT_RESULT
10 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
13 V 
:: :: 58 --- - ----L ---- Shorte 
M 
:: :: 255 0 
.

. （テキスト出力は省略）

.
Interface(s) using this IPv6 Ingress Traffic Filter: 
Vl50,
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show fm nat netflow data
NAT（ネットワーク アドレス変換）に関連する NetFlow データについての情報を表示するには、

show fm nat netflow data コマンドを使用します。

show fm nat netflow data

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、NAT 関連の NetFlow データに関する情報を表示する例を示します。

Router> show fm nat netflow data 
FM Pattern with stat push disabled: 1 
Default/TCP/UDP Timeouts: 
Def s/w timeout: 86400 h/w timeout: 300 Pattern(ingress): 4 
Pattern(egress): 4 Push interval: 1333 
TCP s/w timeout: 86400 h/w timeout: 300 Pattern(ingress): 4 
Pattern(egress): 4 Push interval: 1333 
UDP s/w timeout: 300 h/w timeout: 300 Pattern(ingress): 3 
Pattern(egress): 3 Push interval: 100 
Port Timeouts: 
Idle timeout :3600 secs 
Fin/Rst timeout :10 secs 
Fin/Rst Inband packets sent per timeout :10000 
Netflow mode to Zero-out Layer4 information for fragment packet lookup : 
Enabled 
Router> 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD NetFlow 検索モードのフラグメントに関するステートを表示するように、

出力が変更されました。
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show fm reflexive
機能マネージャのダイナミック再帰エントリに関する情報を表示するには、show fm reflexive コマ

ンドを使用します。

show fm reflexive 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、機能マネージャのダイナミック再帰エントリに関する情報を表示する例を示します。

Router# show fm reflexive
       Reflexive hash table:
        Vlan613:refacl, OUT-REF, 64060E0A, 64060D0A, 0, 0, 7, 783, 6

Router#                                   

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show fm summary
機能マネージャ情報のサマリーを表示するには、show fm summary コマンドを使用します。

show fm summary 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、機能マネージャ情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show fm summary
Current global ACL merge algorithm:BDD
Interface:FastEthernet2/10
  ACL merge algorithm used:
    inbound direction:  ODM
    outbound direction:BDD
  TCAM screening for features is ACTIVE outbound
  TCAM screening for features is ACTIVE inbound
Interface:FastEthernet2/26
  ACL merge algorithm used:
    inbound direction:  ODM
    outbound direction:BDD
  TCAM screening for features is ACTIVE outbound
  TCAM screening for features is INACTIVE inbound
.
.
.
Router#                                   

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show fm vlan
機能マネージャに関する情報を VLAN（仮想 LAN）単位で表示するには、show fm vlan コマンドを

使用します。

show fm vlan vlan-id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

vlan-id VLAN ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、機能マネージャに関する情報を VLAN 単位で表示する例を示します。

Router# show fm vlan 1 
hw[EGRESS] = 1, hw[INGRESS] = 1 
hw_force_default[EGRESS] = 0, hw_force_default[INGRESS] = 0 
mcast = 0 
priority = 2 
reflexive = 0 
vacc_map : map1 
inbound label: 5 
merge_err: 0 
protocol: ip 
feature #: 1 
feature id: FM_VACL 
map_name: map1 
seq #: 10 
(only for IP_PROT) DestAddr SrcAddr Dpt Spt L4OP TOS Est prot Rslt 
vmr IP value # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 6 permit 
vmr IP mask # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 FF 
vmr IP value # 2: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 11 permit 
vmr IP mask # 2: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 FF 
vmr IP value # 3: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 deny 
vmr IP mask # 3: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 
seq #: 65536 
(only for IP_PROT) DestAddr SrcAddr Dpt Spt L4OP TOS Est prot Rslt 
vmr IP value # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 permit 
vmr IP mask # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 
outbound label: 6 
merge_err: 0 
protocol: ip 
feature #: 1 
feature id: FM_VACL 
map_name: map1 
seq #: 10 
(only for IP_PROT) DestAddr SrcAddr Dpt Spt L4OP TOS Est prot Rslt 
vmr IP value # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 6 permit 
vmr IP mask # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 FF 
vmr IP value # 2: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 11 permit 
vmr IP mask # 2: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 FF 
vmr IP value # 3: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 deny 
vmr IP mask # 3: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 
seq #: 65536 
(only for IP_PROT) DestAddr SrcAddr Dpt Spt L4OP TOS Est prot Rslt 
vmr IP value # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 permit 
vmr IP mask # 1: 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 
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show icc
ICC カウンタおよびステータスに関する情報を表示するには、show icc コマンドを使用します。

show icc {counters | status} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、ICC カウンタに関する情報を表示する例を示します。

Router# show icc counters
total tx RPC packets to slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   2 =0            7 =0            8 =0            10=0           
   11=0            12=0            14=0            17=0           
   18=0            19=0            20=0           
total rx RPC packets from slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   2 =5            7 =7            8 =11           10=4           
   11=1            12=2            14=1            17=67          
   18=7            19=159          20=29
total tx MCAST-SP packets to slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   6 =0            7 =0            8 =0            9 =0           
   12=0            14=0           
total rx MCAST-SP packets from slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   6 =1            7 =1            8 =1            9 =1           
   12=41           14=67          
total tx L3-MGR packets to slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   1 =0            2 =0            3 =0           
total rx L3-MGR packets from slot 1 LCP = 0
  detail by request id: (<request-id>=<number-of-packets>)
   1 =1            2 =2            3 =1
Router#

次に、ICC ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show icc status
Class Name             Msgs Pending  Max Pending  Total Sent
----- ---------------- ------------  -----------  ----------
    2 RPC                         0            3         403
    3 MSC                         0            1           1
    5 L3-MGR                      0            4        4173
   13 TCAM-API                    0           10          26
Router#

counters カウンタ情報を指定します。

status ステータス情報を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show idprom
FRU（現場交換可能ユニット）の IDPROM を表示するには、show idprom コマンドを使用します。

show idprom {all | frutype | interface interface slot} [detail] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 有効な frutypes は次のとおりです。

• backplane ― 引数なし 

• clock number ― 1 および 2 

• earl slot ― 有効値については下の説明を参照

• module slot ― 有効値については下の説明を参照

• rp slot ― 有効値については下の説明を参照

• power-supply ― 1 および 2

• supervisor slot ― 有効値については下の説明を参照

• vtt number ― 1 ～ 3

slot 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。slot の有効値は、指定したインターフェ

イス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まります。たとえば、ギ

ガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭載された 48 ポート

10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 で、

ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

シャーシのシリアル番号を表示するには、show idprom backplane コマンドを使用します。

オプションの interface interface slot キーワードおよび引数がサポートされるのは、GBIC（ギガビッ

ト インターフェイス コンバータ）セキュリティ対応インターフェイスのみです。

all すべての FRU タイプの情報を表示します。

frutype 情報を表示する FRU タイプ。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

interface interface slot 情報を表示するインターフェイスを指定します。有効値は次のとおりで

す。

• interface ― GigabitEthernet

• slot ― 1 ～ 13

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

detail （任意）IDPROM データの詳細ダンプを表示します（詳細）。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、クロック 1 の IDPROM 情報を表示する例を示します。

Router> show idprom clock 1
IDPROM for clock #1
  (FRU is 'Clock FRU')
  OEM String = 'Cisco Systems'
  Product Number = 'WS-C6000-CL'
  Serial Number = 'SMT03073115'
  Manufacturing Assembly Number = '73-3047-04'
  Manufacturing Assembly Revision = 'A0'
  Hardware Revision = 1.0
  Current supplied (+) or consumed (-) = 0.000A
Router> 

次に、電源装置 1 の IDPROM 情報を表示する例を示します。

Router> show idprom power-supply 1
IDPROM for power-supply #1
  (FRU is '110/220v AC power supply, 1360 watt')
  OEM String = 'Cisco Systems, Inc.'
  Product Number = 'WS-CAC-1300W'
  Serial Number = 'ACP03020001'
  Manufacturing Assembly Number = '34-0918-01'
  Manufacturing Assembly Revision = 'A0'
  Hardware Revision = 1.0
  Current supplied (+) or consumed (-) = 27.460A
Router>      

次に、電源装置 1 の IDPROM 詳細情報を表示する例を示します。

Router# show idprom power-supply 1 detail
IDPROM for power-supply #1
IDPROM image:

  (FRU is '110/220v AC power supply, 1360 watt')

IDPROM image block #0:
  hexadecimal contents of block:
  00: AB AB 01 90 11 BE 01 00 00 02 AB 01 00 01 43 69    ..............Ci
  10: 73 63 6F 20 53 79 73 74 65 6D 73 2C 20 49 6E 63    sco Systems, Inc
  20: 2E 00 57 53 2D 43 41 43 2D 31 33 30 30 57 00 00    ..WS-CAC-1300W..
  30: 00 00 00 00 00 00 41 43 50 30 33 30 32 30 30 30    ......ACP0302000
  40: 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 34 2D 30 39 31    1.........34-091
  50: 38 2D 30 31 00 00 00 00 00 00 41 30 00 00 00 00    8-01......A0....
  60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  70: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 09 00 0C 00 03    ................
  80: 00 01 00 06 00 01 00 00 00 00 0A BA 00 00 00 00    ................

  block-signature = 0xABAB, block-version = 1,
  block-length = 144, block-checksum = 4542

  *** common-block ***
  IDPROM capacity (bytes) = 256  IDPROM block-count = 2
  FRU type = (0xAB01,1)
  OEM String = 'Cisco Systems, Inc.'
  Product Number = 'WS-CAC-1300W'
  Serial Number = 'ACP03020001'
  Manufacturing Assembly Number = '34-0918-01'
  Manufacturing Assembly Revision = 'A0'
  Hardware Revision = 1.0
  Manufacturing bits = 0x0  Engineering bits = 0x0
  SNMP OID = 9.12.3.1.6.1.0
  Power Consumption = 2746 centiamperes    RMA failure code = 0-0-0-0
  *** end of common block ***
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IDPROM image block #1:
  hexadecimal contents of block:
  00: AB 01 01 14 02 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A BA    ....._..........
  10: 0A BA 00 16                                        ....

  block-signature = 0xAB01, block-version = 1,
  block-length = 20, block-checksum = 607

  *** power supply block ***
  feature-bits:  00000000 00000000
  rated current at 110v:  2746    rated current at 220v:  2746   (centiamperes)
  CISCO-STACK-MIB SNMP OID = 22  *** end of power supply block ***

End of IDPROM image
Router#                

次に、バックプレーンの IDPROM 情報を表示する例を示します。

Router# show idprom backplane
IDPROM for backplane #0
  (FRU is 'Catalyst 6000 9-slot backplane')
  OEM String = 'Cisco Systems'
  Product Number = 'WS-C6009'
  Serial Number = 'SCA030900JA'
  Manufacturing Assembly Number = '73-3046-04'
  Manufacturing Assembly Revision = 'A0'
  Hardware Revision = 1.0
  Current supplied (+) or consumed (-) = 0.000A       
Router#                
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次に、GBIC セキュリティ対応インターフェイスの IDPROM 情報を表示する例を示します。

Router# show idprom interface g5/1
GBIC Serial EEPROM Contents: 
Common block: 
Identifier : 
Connector : 
Transceiver 
Speed : 
Media : 
Technology : 
Link Length : 
GE Comp Codes : 
SONET Comp Codes : 
Encoding : 8B10B 
BR, Nominal : 12x100 MHz 
Length(9u) : GBIC does not support single mode fibre, 
or the length information must be determined from 
the transceiver technology. 
Length(50u) : GBIC does not support 50 micron multi-mode fibre, 
or the length information must be determined from 
the transceiver technology. 
Length(62.5u) : GBIC does not support 62.5 micron multi-mode fibre, 
or the length information must be determined from 
the transceiver technology. 
Length(Copper) : GBIC does not support copper cables, 
or the length information must be determined from 
the transceiver technology. 
Vendor Name : IBM 
Vendor OUI : 0x8 0x0 0x5A 
Vendor PN : IBM42P12SNY 
Vendor rev : CS10 
CC_BASE : 0xC6
Extended ID Fields 
Options : Loss of Signal implemented TX_FAULT signal implemented 
TX_D 
ISABLE is implemented and disables the serial output 
BR, max : 5% 
BR, min : 5% 
Vendor SN : 21P70420005D6 
Date code : 02071001 
CC_EXT : 0xCE
Vendor Specific ID Fields:
0x00: 00 00 00 70 2E DF C4 69 50 E6 54 F9 05 D4 83 A2 
0x10: 4B 0E 8B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 3F D9 1E
Router#                
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show interfaces
特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示するには、show interfaces コマンドを使

用します。

show interfaces  [{interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 のポート チャネルは内部で割り当てられていて、CSM および FWSM でのみサポートさ

れています。

統計情報は、レイヤ 2 スイッチド パケットおよびレイヤ 3 スイッチド パケットに基づいて、VLAN

単位で収集されます。統計情報はユニキャストとマルチキャストの両方のトラフィックで利用でき

ます。レイヤ 3 スイッチド パケット数は、入力と出力の両方の方向で利用できます。各 VLAN の

統計情報は、5 秒間隔で更新されます。

場合によっては、show interfaces コマンドと show running-config コマンドで表示されるデュプレッ

クス モードが異なる場合があります。この場合は、show interfaces コマンドで表示されるデュプ

レックス モードが、インターフェイスが実際に実行しているデュプレックス モードです。show

interfaces コマンドは、インターフェイスの動作モードを表示しますが、show running-config コマ

ンドは、インターフェイスに設定されているモードを表示します。

キーワードを入力しなかった場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、port-channel、atm、および

ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。アップリンク デュアルモード ポート情報が更新されました。
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例 次に、特定のインターフェイスのトラフィックを表示する例を示します。

Router# show interfaces GigabitEthernet9/5
GigabitEthernet9/5 is up, line protocol is up 
Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0001.64f8.3fa5 (bia 0001.64f8.3fa5)
Internet address is 172.20.20.20/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s 
Dual-mode port configured as RJ45
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
L2 Switched: ucast: 8199 pkt, 1362060 bytes - mcast: 6980 pkt, 371952 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes 
300114 packets input, 27301436 bytes, 0 no buffer
Received 43458 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
15181 packets output, 1955836 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

次に、FlexWAN モジュールのトラフィックを表示する例を示します。

Router# show interfaces pos 6/1/0.1
POS6/1/0.1 is up, line protocol is up 
  Hardware is Packet over Sonet
  Internet address is 1.1.2.2/24
  MTU 4470 bytes, BW 155000 Kbit, DLY 100 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation FRAME-RELAY <<<+++ no packets info after this line
Arches#sh mod 6            
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  6    0  2 port adapter FlexWAN                 WS-X6182-2PA       SAD04340JY3

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  6  0001.6412.a234 to 0001.6412.a273   1.3   12.2(2004022 12.2(2004022 Ok

Mod Online Diag Status 
--- -------------------
  6 Pass
Router#
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show interfaces accounting
設定済みのすべてのインターフェイスを介して送信されたパケット数をプロトコルごとに表示す

るには、show interfaces accounting コマンドを使用します。

show interfaces  [{interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id}] accounting

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） Pkts Out および Chars Out フィールドでは、IPv6 パケット数のみが表示されます。Pkts In および

Chars In フィールドには、トンネル インターフェイスを除く IPv4 と IPv6 の両方のパケット数が表

示されます。トンネル インターフェイスでは、IPv6 入力パケットは IPv6 パケットとしてのみ認識

されます。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 のポート チャネルは内部で割り当てられていて、CSM および FWSM でのみサポートさ

れています。

キーワードを入力しなかった場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、port-channel、atm、および

ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、すべての設定済みのインターフェイスを介して送信されたパケット数を、プロトコルごとに

表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet5/2 accounting 
GigabitEthernet5/2 
Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out 
IP       50521   50521000 0        0 
DEC MOP  0       0        1        129 
CDP      0       0        1        592 
IPv6     11      834      96       131658
Router# 

表 2-43 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-43 show interfaces accounting コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Protocol インターフェイス上で動作するプロトコル

Pkts In 指定されたプロトコルで受信された IPv4 パケット数

Chars In 指定されたプロトコルで受信された IPv4 文字数

Pkts Out 特定のプロトコルに送信されたハードウェア スイッチング済み IPv6 パ

ケット数

Chars Out 指定されたプロトコルに送信された IPv6 文字数



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show interfaces capabilities

2-687
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show interfaces capabilities
特定のモジュール、特定のインターフェイス、またはすべてのインターフェイスのインターフェイ

ス機能を表示するには、show interfaces capabilities コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] capabilities [{module number}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、使

用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポー

ト 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 2 ～

13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

port-channel 値がサポートされるのは 0 ～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM

および FWSM のみです。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、port-channel、および

ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、次に関する情報が含められるように、出力

が変更されました。

• ポート セキュリティ

• dot1xdot1x
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例 次に、特定のモジュールのインターフェイス機能を表示する例を示します。

Router# show interfaces capabilities module 6 
FastEthernet6/1 
Dot1x: yes 
Model: WS-X6248-RJ-45 
Type: 10/100BaseTX 
Speed: 10,100,auto 
Duplex: half,full 
Trunk encap. type: 802.1Q,ISL 
Trunk mode: on,off,desirable,nonegotiate 
Channel: yes 
Broadcast suppression: percentage(0-100) 
Flowcontrol: rx-(off,on),tx-(none) 
Membership: static 
Fast Start: yes 
QOS scheduling: rx-(1q4t), tx-(2q2t) 
CoS rewrite: yes 
ToS rewrite: yes 
Inline power: no 
SPAN: source/destination 
UDLD yes 
Link Debounce: yes 
Link Debounce Time: no 
Ports on ASIC: 1-12 
Port-Security: yes 
Router# 

次に、特定のインターフェイスのインターフェイス機能を表示する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 4/1 capabilities 
FastEthernet4/1 
Model: WS-X6348-RJ-45 
Type: 10/100BaseTX 
Speed: 10,100,auto 
Duplex: half,full 
Trunk encap. type: 802.1Q,ISL 
Trunk mode: on,off,desirable,nonegotiate 
Channel: yes 
Broadcast suppression: percentage(0-100) 
Flowcontrol: rx-(off,on),tx-(none) 
Fast Start: yes 
QOS scheduling: rx-(1q4t), tx-(2q2t) 
CoS rewrite: yes 
ToS rewrite: yes 
Inline power: no 
SPAN: source/destination

次に、ポート チャネル インターフェイス機能を表示する例を示します。

Router# show interfaces port-channel 12 capabilities
Port-channel12
  Model:                 NO IDPROM
  Type:                  unknown
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex:                half,full
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)
  Fast Start:            yes
  QOS scheduling:        rx-(1q4t), tx-(1q4t)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
Router#
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show interfaces counters
物理インターフェイスで認識されるトラフィックを表示するには、show interfaces counters コマン

ドを使用します。

show interfaces counters [errors | etherchannel | {module number} | {trunk [module number]}] 

show interfaces [interface] counters storm-control [module number]

show interfaces [interface] counters {broadcast | etherchannel | multicast | unicast | storm-control} 
[module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show interfaces [interface] counters コマンドは、着信したすべてのパケット数を表示しますが、ス

トーム制御設定によってインターフェイスでドロップされた可能性のあるパケット数も含まれて

います。ドロップされたパケットの合計数を表示するには、show interfaces [interface] counters

storm-control コマンドを入力します。

show interfaces counters storm-control コマンドにより、各モードのドロップ数およびレベル設定が

表示されます。ドロップ数は、3 つのモードすべての合計です。

errors （任意）インターフェイスのエラー カウンタを表示します。

etherchannel （任意）EtherChannel インターフェイスに関する情報を表示します。

module number （任意）モジュール番号を表示します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

trunk （任意）インターフェイスのトランク カウンタを表示します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値のリストについては、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

storm-control 各モードのドロップ数およびレベル設定を表示します。

broadcast 物理インターフェイスでドロップされるブロードキャスト トラフィック

を表示します。

multicast 物理インターフェイスでドロップされるマルチキャスト トラフィックを

表示します。

unicast 物理インターフェイスでドロップされるユニキャスト トラフィックを表

示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX オプションの storm-control キーワードが追加されるように、このコマン

ドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD broadcast、multicast、およびunicastキーワードを後方互換し、storm-control

キーワードの出力に対する個々の表示を追加するように、このコマンドが

変更されました。
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この構文をサポートするのは、Release 12.2(18)SXD より前のリリースのみです。

show interfaces [interface] counters {broadcast | etherchannel | multicast | unicast | storm-control} 
[module number]

この構文は、Release 12.2(18)SXD 以降のリリースでサポートされます。

show interfaces [interface] counters {etherchannel | storm-control} [module number]

キーワードを入力しなかった場合は、すべてのモジュールのすべてのカウンタが表示されます。

interface を入力する場合は、次のフォーマットを使用できます。

• card-type {slot}/{first-port} - {last-port}

• card-type {slot}/{first-port} - {last-port}

コマンド エントリごとにポート範囲を 1 つ定義できます。ポート範囲を指定する場合は、同じス

ロットおよびポート タイプで範囲を構成する必要があります。

範囲を定義する場合は、次のように、 初のポートとハイフン（-）の間にスペースを挿入する必要

があります。

show interfaces gigabitethernet7/1 -7 counters

module number キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定し、表示対象をモジュール上のイ

ンターフェイスに限定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、

13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

card-type の有効値は次のとおりです。

• ethernet 

• fastethernet

• gigabitethernet

• tengigabitethernet 

• port-channel interface-number ― 有効値は 1 ～ 282 です。257 ～ 282 の値は、CSM および FWSM
でのみサポートされています。

show interface interface counters etherchannel コマンドを入力する場合は、次の注意事項に従ってく

ださい。

• interface が物理ポートを指定する場合は、[Etherchnl not enabled on this interface] というメッセー

ジが表示されます。

• interface を省略した場合は、（システム内の）すべてのポート チャネルのカウンタ、および対

応する物理ポートのカウンタが表示されます。

• interface がポート チャネルを指定している場合は、ポート チャネルのカウンタ、および対応す

るすべての物理ポートのカウンタが表示されます。また、複数のアグリゲータを持つ LACP ポー

ト チャネルのプライマリ アグリゲータを指定するコマンドを入力した場合は、ポート チャネ

ルのすべてのアグリゲータ、および対応するポートの統計情報が出力に含まれます。
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例

Release 12.2(18)SXD の出力表示

次に、特定のモジュールのエラー カウンタを表示する例を示します。

Router# show interfaces counters errors module 1
Port        Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err UnderSize
Gi1/1               0          0          0          0         0
Gi1/2               0          0          0          0         0

Port      Single-Col Multi-Col  Late-Col Excess-Col Carri-Sen     Runts    Giant
s
Gi1/1              0         0         0          0         0         0        0
Gi1/2              0         0         0          0         0         0        0
Router# 

次に、特定のモジュールで認識されるトラフィックを表示する例を示します。

Router# show interfaces counters module 1

Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi1/1                  0             0             0             0
Gi1/2                  0             0             0             0

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Gi1/1                  0             0             0             0
Gi1/2                  0             0             0             0
Router# 

次に、特定のモジュールのトランク カウンタを表示する例を示します。

Router# show interfaces counters trunk module 1

Port        TrunkFramesTx  TrunkFramesRx  WrongEncap
Gi1/1                   0              0           0
Gi1/2                   0              0           0
Router#                                             
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次に、（システム内の）すべてのポート チャネルのカウンタ、および対応する物理ポートのカウン

タを表示する例を示します。

Router# show interfaces counters etherchannel
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Po1                 5518             1            29             1
Fa3/48              5518             1            29             1
Po2                11897             2            54             2
Fa3/45              5878             1            27             1
Fa3/46              6019             1            27             1
Po3                    0             0             0             0
Po5                 6073             1            27             1
Fa3/44              6073             1            27             1
Po5A                7811             1            53             1
Fa3/43              7811             1            53             1

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Po1                 4333             1            24             1
Fa3/48              4333             1            24             1
Po2                 9532             2            46             2
Fa3/45              4766             1            23             1
Fa3/46              4766             1            23             1
Po3                    0             0             0             0
Po5                17224             1           214             1
Fa3/44             17224             1           214             1
Po5A              174426             1          2669             1
Fa3/43            174426             1          2669             1

次に、特定のポート チャネルのカウンタ、および対応する物理ポートのカウンタを表示する例を示

します。

Router# show interfaces port-channel2 counters etherchannel

Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Po2                 6007             1            31             1
Fa3/48              6007             1            31             1

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Po2                 4428             1            25             1
Fa3/48              4428             1            25             1
Router#

次に、各モードのドロップ数およびレベル設定を表示する例を示します。

Router# show interfaces counters storm-control

Port         UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %  TotalSuppDiscards
Fa5/1             100.0           100.0           100.0                   0
Fa5/2             100.0           100.0           100.0                   0
Fa5/3             100.0           100.0           100.0                   0
.
.
.
Router# 
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Release 12.2(18)SXD より前の出力表示

次に、すべてのインターフェイスの合計ドロップ数を表示する例を示します。

Router# show interfaces counters broadcast
Port      TotalSuppDiscards
Gi1/1              32309122
Gi1/2                     0
Fa3/1                  7809
Fa3/2                     0
Fa3/3                 28773
Fa3/4                   995
Fa3/5                     0
Fa3/6                     0
Fa3/7                     0
Fa3/8                     0
Fa3/9                     0
Fa3/10                72801
Fa3/11                    0
Fa3/12                    0
Fa3/13                    0
Fa3/14                    0
Fa3/15                    0
Fa3/16                    0
Router# 

次に、特定のモジュールの合計ドロップ数を表示する例を示します。

Router# show interfaces counters multicast module 1

Port      TotalSuppDiscards
Gi1/1              32309122
Gi1/2                     0
Router# 

次に、特定のインターフェイスの合計ドロップ数を表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet1/1 counters unicast

Port      TotalSuppDiscards
Gi1/1              32309122
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

clear counters インターフェイス カウンタをクリアします。
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show interfaces debounce
デバウンス タイマーのステータスおよび設定を表示するには、show interfaces debounce コマンド

を使用します。

show interfaces [{interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id}] debounce 
[module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

デバウンス タイマーは、10 ギガビット イーサネット モジュール（WSX-6502-10GE）ではサポート

されません。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

ポート チャネル値は 0 ～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM および FWSM の

みです。

例 次に、インターフェイスのデバウンス設定を表示する例を示します。

Router# show interfaces GigabitEthernet1/1 debounce
Port   Debounce time   Value
Gi1/1   enable          100  
Router#

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、pos、atm、および

ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

module num （任意）表示対象を、指定されたモジュールのインターフェイスに限定し

ます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

link debounce インターフェイス上で、デバウンス タイマーをイネーブルにします。
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show interfaces description
インターフェイスの説明およびステータスを表示するには、show interfaces description コマンドを

使用します。

show interfaces [interface] description 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴 

使用上のガイドライン interface 値を入力する場合は、次のフォーマットを使用できます。

• card-type {slot}/{first-port} - {last-port}

• card-type {slot}/{first-port} - {last-port}

コマンド エントリごとにポート範囲を 1 つ定義できます。ポート範囲を指定する場合は、同じス

ロットおよびポート タイプで範囲を構成する必要があります。範囲を定義する場合は、次のよう

に、ハイフン（-）の前後にスペースを挿入する必要があります。

show interfaces gigabitethernet7/1 - 7 counters broadcast

card-type の有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、pos、

atm、および ge-wan です。

pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

ポート チャネル値は 0 ～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM および FWSM の

みです。

例 次に、すべてのインターフェイスの情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces description
 Interface Status         Protocol Description
 PO0/0     admin down     down     First POS interface
 PO0/1     admin down     down     
 Gi1/0     up             up       GigE to server farm
Router# 

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値のリストについては、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

description DSP インターフェイスに関する個別説明です。
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show interfaces flowcontrol
フロー制御情報を表示するには、show interfaces flowcontrol コマンドを使用します。

show interfaces [interface [mod]] flowcontrol [module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

mod 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。mod の有効値は、使用するシャーシおよ

びモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

module number キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定し、表示対象をモジュール上のイ

ンターフェイスに限定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、

13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

ポート チャネル値は 0 ～ 282 です。257 ～ 282 の値がサポートされるのは、CSM および FWSM の

みです。

例 次に、すべてのインターフェイスのフロー制御情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces flowcontrol

Port  Send    FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause 
      admin     oper      admin     oper 
----- --------  --------  --------  --------  -------  ------- 
Gi1/1 desired   off       off       off       0        0 
Gi1/2 desired   off       off       off       0        0 
Gi3/1 on        on        on        on        0        0 
.
.
.
Gi8/2 desired   off       off       off       0        0
Gi8/3 desired   off       off       off       0        0
Gi8/4 desired   off       off       off       0        0
Router# 

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel、pos、atm、および

ge-wan です。

mod （任意）モジュールおよびポート番号

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、特定のインターフェイスのフロー制御情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 8/2 flowcontrol
Port  Send    FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause 
      admin     oper      admin     oper 
----- --------  --------  --------  --------  -------  ------- 
Gi8/2 desired   off       off       off       0        0
Router# 

表 2-44 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-44 show port flowcontrol コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Port インターフェイス タイプ、およびモジュールとポート番号

Send admin 管理状態のフロー制御の動作。可能な設定は次のとおりです。on は、ロー

カル ポートがリモート ポートにポーズ フレームを送信できることを示し

ます。off は、ローカル ポートがリモート ポートにポーズ フレームを送信

できないことを示します。desired は、リモート ポートが receive on、receive

off、または receive desired のいずれに設定されているかに関係なく、想定

された結果になることを示します。

Send oper 現在のフロー制御の動作。可能な設定は次のとおりです。on は、ローカル

ポートがリモート ポートにポーズ フレームを送信できることを示しま

す。off は、ローカル ポートがリモート ポートにポーズ フレームを送信で

きないことを示します。desired は、リモート ポートが receive on、receive

off、または receive desired のいずれに設定されているかに関係なく、想定

された結果になることを示します。

Receive admin 管理状態のフロー制御の動作。可能な設定は次のとおりです。on は、ロー

カル ポートがリモート ポートから送信されたポーズ フレームを処理でき

ることを示します。off は、ローカル ポートがリモート ポートにポーズ フ

レームを送信できないことを示します。desired は、リモート ポートが send

on、send off、または send desired のいずれに設定されているかに関係な

く、想定された結果になることを示します。

Receive oper 現在のフロー制御の動作。可能な設定は次のとおりです。on は、ローカル

ポートがリモート ポートから送信されたポーズ フレームを処理できるこ

とを示します。off は、ローカル ポートがリモート ポートにポーズ フレー

ムを送信できないことを示します。desired は、リモート ポートが send on、

send off、または send desired のいずれに設定されているかに関係なく、想

定された結果になることを示します。

RxPause 受信されたポーズ フレームの個数

TxPause 送信されたポーズ フレームの個数

コマンド 説明

flowcontrol ポートがポーズ フレームを送信または受信するように設定します。
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show interfaces private-vlan mapping
VLAN（仮想 LAN）SVI の PVLAN マッピングに関する情報を表示するには、show interfaces

private-vlan mapping コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] private-vlan mapping [active]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

このコマンドは、SVI 情報のみを表示します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、使

用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポー

ト 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～

13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、PVLAN マッピングに関する情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces private-vlan mapping
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan2     301            community
vlan2     302            community
Router# 

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

active （任意）アクティブ インターフェイスのみを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

private-vlan PVLAN を設定し、PVLAN とセカンダリ VLAN とのアソシエーショ

ンを設定します。

private-vlan mapping 同じプライマリ VLAN SVI を共有するよう、プライマリ VLAN と

セカンダリ VLAN の間のマッピングを作成します。
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show interfaces status
インターフェイスのステータスを表示したり、または LAN ポートの errdisable ステートのインター

フェイスのみのリストを表示するには、show interfaces status コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] status [err-disabled | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、使

用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポー

ト 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～

13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

このコマンドをサポートするのは、LAN ポートのみです。

module number キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定し、表示対象をモジュール上のイ

ンターフェイスに限定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、

13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

インターフェイスが非アクティブであるかどうかを調べるには、show interfaces status コマンドを

入力します。インターフェイスが非アクティブである場合は、[Status] フィールドに [inactive] が表

示されます。ポートが非アクティブでない場合は、[Status] フィールドに [none] が表示されます。

パケット数とバイト数を検索するには、show interfaces counters コマンドまたは show interfaces

interface interface-number status コマンドを入力します。show interfaces counters コマンドは、優先

的に使用されるコマンドです。show interfaces interface interface-number status コマンドのパケット

数とバイト数が正しくない場合もあります。 

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

err-disabled （任意）errdisable ステートの LAN ポートを表示します。

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA show interfaces status err-disabled 出力にパケットバッファ エラー ステー

タスが追加されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB1 このコマンドは、受信専用トランシーバのタイプ ストリングを含めるよう

に変更されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show interfaces status

2-700
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

例 次に、すべての LAN ポートのステータスを表示する例を示します。

Router# show interfaces status

Port    Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type
Gi1/1                      disabled   routed       full  1000 missing
Gi1/2                      notconnect 1            full  1000 unknown (4)
Fa5/1                      disabled   routed       auto  auto 10/100BaseTX
.
.
.
Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa5/18                     disabled     1          auto    auto  10/100BaseTX
Fa5/19                     disabled     1          auto    auto  10/100BaseTX
Gi7/1                      disabled     1          full    1000  WDM-RXONLY
Gi7/2                      disabled     1          full    1000  No Transceiver
Router#

次に、特定の LAN ポートのパケット数とバイト数を表示する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet5/2 status
FastEthernet5/2
Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
               Processor         17       1220         20       2020
             Route cache          0          0          0          0
       Distributed cache         17       1220  206712817 2411846570
                   Total         34       2440  206712837 2411848590
Router#

次に、errdisable ステートの LAN ポートのステータスを表示する例を示します。

Router# show interfaces status err-disabled 

Port    Name               Status       Reason
Fa9/4                      notconnect   link-flap

informational error message when the timer expires on a cause
--------------------------------------------------------------

5d04h:%PM-SP-4-ERR_RECOVER:Attempting to recover from link-flap err-disable state on 
Fa9/4
Router#

関連コマンド コマンド 説明

errdisable detect cause errdisable 検出をイネーブルにします。

show errdisable recovery errdisable 回復タイマーに関する情報を表示します。
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show interfaces summary
ネットワーキング デバイスに設定されたすべてのインターフェイスの統計情報サマリーを表示す

るには、show interfaces summary コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] summary [vlan]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴 

使用上のガイドライン サブインターフェイスの個別カウンタは維持されず、show interfaces summary 出力に表示されませ

ん。

例 次に、ネットワーキング デバイスに設定されたすべてのインターフェイスの統計情報サマリーを表

示する例を示します。

Router# show interfaces summary 
*: interface is up 
IHQ: pkts in input hold queue IQD: pkts dropped from input queue 
OHQ: pkts in output hold queue OQD: pkts dropped from output queue 
RXBS: rx rate (bits/sec) RXPS: rx rate (pkts/sec) 
TXBS: tx rate (bits/sec) TXPS: tx rate (pkts/sec) 
TRTL: throttle count 
Interface IHQ IQD OHQ OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL 
---------------------------------------------------------------------- 
* FastEthernet0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serial0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FastEthernet0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serial0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Router# 

次に、VLAN インターフェイスの総数を表示する例を示します。

Router# show interfaces summary vlan
Total number of Vlan interfaces: 7
Vlan interfaces configured: 
1,5,20,2000,3000-3001,4000
Router# 

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

vlan （任意）VLAN（仮想インターフェイス）の総数を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show interfaces switchport
スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作ステータスを表示するには、

show interfaces switchport コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] switchport [brief] [module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

brief （任意）情報の要約を表示します。

module number （任意）表示対象を、指定されたモジュールのインターフェイスに限定し

ます。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX [Administrative Trunking Encapsulation] フィールドが dot1q EtherType に変更

されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ brief キーワードが追加されるように、このコ

マンドが変更されました。
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例 次に、include 出力修飾子を使用してスイッチ ポート情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces switchport | include VLAN
Name: Fa5/6
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: ALL
.
.
.

Router#                                   

次に、2 つの VLAN（仮想 LAN）アクセス ポートの設定を表示する例を示します。

Router# show interfaces switchport
Name: Fa5/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: access
Operational Mode: access
Dot1q Ethertype: 0x8200
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: off
Access Mode VLAN: 100
Voice VLAN: 102
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative private-vlan host-association: none 
Administrative private-vlan mapping: 900 ((Inactive)) 901 ((Inactive)) 
Operational private-vlan: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Name: Fa5/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: access
Operational Mode: down
Dot1q Ethertype: 0x8200
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 100
Voice VLAN: 103 ((inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
.
.
.

次に、情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show interfaces switchport brief module 3
Port Status Op.Mode Op.Encap Channel-id Vlan
Fa3/1 connected access native -- 1 
Fa3/7 disabled -- dot1q Po26 1 
Fa3/13 connected access native -- 666
Router# 
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show interfaces switchport backup
Flexlink ペアを表示するには、show interfaces switchport backup コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] switchport backup

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

例 次に、すべての Flexlink ペアを表示する例を示します。

Router# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet3/1         FastEthernet4/1         Active Up/Backup Standby
FastEthernet5/1         FastEthernet5/2         Active Down/Backup Up
FastEthernet3/2         FastEthernet5/4         Active Standby/Backup Up
Po1                     Po2                     Active Down/Backup Down
Router#

次に、特定の Flexlink ポートを表示する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 4/1 switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet3/1       FastEthernet4/1           Active Up/Backup Standby
Router#

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

switchport backup インターフェイスを Flexlink バックアップ インターフェイスとし

て設定します。
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show interfaces transceiver
DOM がイネーブルなオプティカル トランシーバに関する情報を表示するには、show interfaces

transceiver コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] transceiver [threshold violations] [detail | 
{module number}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン トランシーバの挿入後、ソフトウェアは約 10 秒待機したあとに診断モニタリング情報を読み取り

ます。ソフトウェアが診断モニタリング情報を読み取る前に show interfaces transceiver コマンドを

入力した場合、次のようなメッセージが表示されます。

Waiting for diagnostic monitoring information to settle down.
Please try again after a few seconds.

数秒待機したあとに、再び show interfaces transceiver コマンドを入力してください。

interface interface-number 引数は、診断モニタリングをイネーブルにしているトランシーバがあるイ

ンターフェイスで、そのトランシーバが診断モニタリング情報を読み取れるモジュール内にあるよ

うな場合にサポートされています。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は gigabitethernet および

tengigabitethernet です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

threshold violations （任意）トランシーバのしきい値違反に関する情報を表示します。

detail （任意）インターフェイス トランシーバに関する詳細情報を表示します。

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB2 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

12.2(18)SXE GBIC および XENPAK の DOM をサポートするように、このコマンドが変

更されました。
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例 次に、トランシーバ情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces transceiver
If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.
++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.
NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).

                                         Optical   Optical
         Temperature  Voltage  Current   Tx Power  Rx Power
Port     (Celsius)    (Volts)  (mA)      (dBm)     (dBm)
-------  -----------  -------  --------  --------  --------
Gi1/1      40.6       5.09       0.4     -25.2      N/A
Gi2/1      35.5       5.05       0.1     -29.2      N/A
Gi2/2      49.5       3.30       0.0       7.1     -18.7
Router# 

次に、詳細なトランシーバ情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces transceiver detail
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
        Temperature         Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
------- ------------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi1/1     48.1               100.0       100.0         0.0        0.0
Gi1/2     34.9               100.0       100.0         0.0        0.0
Gi2/1     43.5                70.0        60.0         5.0        0.0
Gi2/2     39.1                70.0        60.0         5.0        0.0

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
-------  ---------------    ----------  ---------  ---------  ---------
Gi1/1    3.30                  6.50        6.50         N/A        N/A
Gi1/2    3.30                  6.50        6.50         N/A        N/A
Gi2/1    5.03                  5.50        5.25        4.75       4.50
Gi2/2    5.02                  5.50        5.25        4.75       4.50

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Current            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (milliamperes)     (mA)        (mA)       (mA)       (mA)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi1/1      0.0               130.0       130.0        N/A        N/A
Gi1/2      1.7               130.0       130.0        N/A        N/A
Gi2/1     50.6         +      60.0        40.0        10.0        5.0
Gi2/2     25.8                60.0        40.0        10.0        5.0

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi1/1      8.1         ++      8.1         8.1        N/A        N/A
Gi1/2     -9.8                 8.1         8.1        N/A        N/A
Gi2/1    -16.7         --      3.4         3.2        -0.3       -0.5
Gi2/2      0.8                 3.4         3.2        -0.3       -0.5

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi1/1     N/A                  8.1         8.1        N/A        N/A
Gi1/2    -30.9                 8.1         8.1        N/A        N/A
Gi2/1     N/A                  5.9        -6.7       -28.5      -28.5
Gi2/2     N/A                  5.9        -6.7       -28.5      -28.5
Router# 
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次に、Cisco 7600 シリーズ ルータにあるすべてのトランシーバに対するしきい値違反を表示する例

を示します。

Router# show interfaces transceiver threshold violations
        Rx: Receive, Tx: Transmit.
        DDDD: days, HH: hours, MM: minutes, SS: seconds

                                Time since Last Known
                Time in slot    Threshold Violation     Type(s) of Last Known
        Port    (DDDD:HH:MM:SS)  (DDDD:HH:MM:SS)        Threshold Violation(s)
        ------- --------------- ----------------------  ----------------------
        Gi1/1    0000:00:03:41    Not applicable        Not applicable
        Gi2/1    0000:00:03:40    0000:00:00:30         Tx bias high warning
                                                         50.5 mA >  40.0 mA
                                  0000:00:00:30         Tx power low alarm
                                                        -17.0 dBm <  -0.5 dBm
        Gi2/2    0000:00:03:40    Not applicable        Not applicable

Router#

次に、特定のモジュールにあるすべてのトランシーバに対するしきい値違反を表示する例を示しま

す。

Router# show interfaces transceiver threshold violations module 2
        lo: low, hi: high, warn: warning
        DDDD: days, HH: hours, MM: minutes, SS: seconds

                                Time since Last Known
                Time in slot    Threshold Violation     Type(s) of Last Known
        Port    (DDDD:HH:MM:SS)  (DDDD:HH:MM:SS)        Threshold Violation
        ------- --------------  ----------------------  ----------------------
        Gi2/1    0000:00:03:40    0000:00:00:30         Tx bias high warning
                                                         50.5 mA >  40.0 mA
                                  0000:00:00:30         Tx power low alarm
                                                        -17.0 dBm <  -0.5 dBm
        Gi2/2    0000:00:03:40    Not applicable        Not applicable
Router#

次に、特定のインターフェイスにあるトランシーバに対するしきい値違反を表示する例を示しま

す。

Router# show interfaces Gi2/1 transceiver threshold violations
        Rx: Receive, Tx: Transmit.
        DDDD: days, HH: hours, MM: minutes, SS: seconds

                                Time since Last Known
                Time in slot    Threshold Violation     Type(s) of Last Known
        Port    (DDDD:HH:MM:SS)  (DDDD:HH:MM:SS)        Threshold Violation(s)
        ------- --------------- ----------------------  ----------------------
        Gi2/1    0000:00:03:40    0000:00:00:30         Tx bias high warning
                                                         50.5 mA >  40.0 mA
                                  0000:00:00:30         Tx power low alarm
                                                        -17.0 dBm <  -0.5 dBm
Router# 
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show interfaces trunk
インターフェイストランク情報を表示するには、show interfaces trunk コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] trunk [module number]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

キーワードを指定しない場合は、トランキング ポートの情報のみが表示されます。

interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

module number キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定し、表示対象をモジュール上のイ

ンターフェイスに限定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、

13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13 です。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show interfaces trunk

2-709
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

例 次に、モジュール 5 のインターフェイス トランク情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces trunk module 5

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa5/1     routed       negotiate      routed        1
Fa5/2     routed       negotiate      routed        1
Fa5/3     routed       negotiate      routed        1
Fa5/4     routed       negotiate      routed        1
Fa5/5     routed       negotiate      routed        1
Fa5/6     off          negotiate      not-trunking  10
Fa5/7     off          negotiate      not-trunking  10
Fa5/8     off          negotiate      not-trunking  1
Fa5/9     desirable    n-isl          trunking      1
Fa5/10    desirable    negotiate      not-trunking  1
Fa5/11    routed       negotiate      routed        1
Fa5/12    routed       negotiate      routed        1

.

.

.
Fa5/48    routed       negotiate      routed        1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa5/1     none
Fa5/2     none
Fa5/3     none
Fa5/4     none
Fa5/5     none
Fa5/6     none
Fa5/7     none
Fa5/8     200
Fa5/9     1-1005
Fa5/10    none
Fa5/11    none
Fa5/12    none

.

.

.

Fa5/48    none

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/1     none
Fa5/2     none
Fa5/3     none
Fa5/4     none
Fa5/5     none
Fa5/6     none
Fa5/7     none
Fa5/8     200
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005
Fa5/10    none
Fa5/11    none
Fa5/12    none

.

.

.

Fa5/48    none

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/1     none
Fa5/2     none
Fa5/3     none
Fa5/4     none
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Fa5/5     none
Fa5/6     none
Fa5/7     none
Fa5/8     200
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005
Fa5/10    none
Fa5/11    none

.

.

.

Fa5/48    none
Router#                       

次に、アクティブなトランキング ポートのトランキング情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa5/9     desirable    n-isl          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa5/9     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/9     1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005
Router#                                                                        
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show interfaces unidirectional
受信専用トランシーバとのインターフェイスの動作ステータスを表示するには、show interfaces

unidirectional コマンドを使用します。

show interfaces [interface interface-number] unidirectional [module number]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを指定しない場合は、トランキング ポートの情報のみが表示されます。

interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 2 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

module number キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定し、表示対象をモジュール上のイ

ンターフェイスに限定します。指定できる値は、使用するシャーシによって決まります。たとえば、

13 スロット シャーシを使用している場合、モジュール番号の有効値は 2 ～ 13 です。

例 次に、受信専用レシーバとのインターフェイスの動作ステータスを表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet5/2 unidirectional 
Unidirectional configuration mode: send only
Unidirectional operational mode: receive only
CDP neighbour unidirectional configuration mode: off
Router# 

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は gigabitethernet および

tengigabitethernet です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示します。

unidirectional ソフトウェア ベース UDE を設定します。
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show interfaces vlan mapping
ポートの VLAN（仮想 LAN）マッピングのステータスを表示するには、show interfaces vlan mapping

コマンドを使用します。

show interfaces interface interface-number vlan mapping

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータです。

interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

例 次に、ポートに設定されたすべての VLAN マッピングを表示し、これらのマッピングがポート上で

イネーブルであるか、またはディセーブルであるかを表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet5/2 vlan mapping 
State: enabled
Original VLAN Translated VLAN
------------- ---------------
  1649           755   
Router# 

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show vlan mapping 802.1Q VLAN と ISL（スイッチ間リンク）VLAN のマッピン

グを登録します。

switchport vlan mapping enable スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをイネーブルにし

ます。
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show ip arp inspection
特定の範囲にある VLAN（仮想 LAN）に対する DAI（ダイナミック ARP インスペクション）のス

テータスを表示するには、show ip arp inspection コマンドを使用します。

show ip arp inspection [{interfaces [interface-name]} | {statistics [vlan vlan-range]}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン statistics キーワードを入力しない場合、選択された範囲の VLAN に関する DAI の設定と動作ステー

トが表示されます。

インターフェイス名を指定しない場合、システム内で該当するすべてのインターフェイスの信頼状

態とレート リミットが表示されます。

例 次に、VLAN 3 の DAI で処理されたパケットの統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection statistics vlan 3

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    3          31753         102407         102407              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    3          31753              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    3                  0                        0
Router#

interfaces interface-name （任意）指定されたインターフェイスに対する ARP（アドレス レゾ

リューション プロトコル）パケットの信頼状態とレート リミットを表

示します。

statistics （任意）この機能が処理した、転送パケット、破棄パケット、MAC（メ

ディア アクセス制御）検証失敗パケット、および IP 検証失敗パケット

に関する統計情報を表示します。

vlan vlan-range （任意）選択した範囲の VLAN に関する統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、アクティブになっているすべての VLAN について、DAI で処理されたパケットの統計情報を

表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection statistics

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              0              0              0              0
    2              0              0              0              0
    3          68322         220356         220356              0
    4              0              0              0              0
  100              0              0              0              0
  101              0              0              0              0
 1006              0              0              0              0
 1007              0              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              0              0                    0
    2              0              0                    0
    3          68322              0                    0
    4              0              0                    0
  100              0              0                    0
  101              0              0                    0
 1006              0              0                    0
 1007              0              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
    2                  0                        0
    3                  0                        0
    4                  0                        0
  100                  0                        0
  101                  0                        0
 1006                  0                        0
 1007                  0                        0
Router#

次に、VLAN 1 の DAI の設定および動作ステートを表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection vlan 1
Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    1     Enabled          Active                        

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    1     Deny             Deny 
Router#

次に、インターフェイス Fa6/3 の信頼状態を表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection interfaces fastEthernet 6/3
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Fa6/1            Untrusted               20                 5
Router#
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次に、スイッチ上のインターフェイスの信頼状態を表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection interfaces
Interface        Trust State     Rate (pps)
 ---------------  -----------     ----------
 Gi1/1            Untrusted               15
 Gi1/2            Untrusted               15
 Gi3/1            Untrusted               15
 Gi3/2            Untrusted               15
 Fa3/3            Trusted               None
 Fa3/4            Untrusted               15
 Fa3/5            Untrusted               15
 Fa3/6            Untrusted               15
 Fa3/7            Untrusted               15
Router#

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP 検査および QoS（サービス品質）フィルタリングに対す

る ARP ACL（アクセス コントロール リスト）を設定し、ARP

ACL コンフィギュレーション サブモードを開始します。

clear ip arp inspection log ログ バッファのステータスをクリアします。

show ip arp inspection 特定の範囲の VLAN に対する DAI のステータスを表示しま

す。
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show ip arp inspection log
ログ バッファのステータスを表示するには、show ip arp inspection log コマンドを使用します。

show ip arp inspection log

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、バッファがクリアされた前後の、ログ バッファの現在の内容を表示する例を示します。

Router# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 10
Syslog rate : 0 entries per 10 seconds.

 Interface        Vlan   Sender MAC         Sender IP        Num of Pkts
 ---------------  -----  -----------------  ---------------  -----------
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.2          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.3          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.4          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.5          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.6          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.7          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.8          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.9          1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.10         1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Fa6/3            1     0002.0002.0002  1.1.1.11         1(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
    --            --         --               --        5(12:02:52 UTC Fri Apr 25 
2003)
Router#

次に、clear ip arp inspection log コマンドでバッファをクリアする例を示します。

Router# clear ip arp inspection log 
Router# show ip arp inspection log 
Total Log Buffer Size : 10
Syslog rate : 0 entries per 10 seconds.
No entries in log buffer.
Router#

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

show ip auth-proxy watch-list 
認証プロキシのウォッチ リストに関する情報を表示するには、show ip auth-proxy watch-list コマン

ドを使用します。

show ip auth-proxy watch-list

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

例 次に、認証プロキシ ウォッチ リストに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip auth-proxy watch-list
Authentication Proxy Watch-list is enabled 
Watch-list expiry timeout is 2 minutes 
Total number of watch-list entries: 3

 Source IP       Type         Violation-count 
 12.0.0.2        MAX_RETRY    MAX_LIMIT 
 12.0.0.3        TCP_NO_DATA  MAX_LIMIT 
 1.2.3.4         CFGED        N/A

Total number of watch-listed users: 3 
Router#

関連コマンド

コマンド 説明

clear ip arp inspection log ログ バッファのステータスをクリアします。

show ip arp inspection log ログ バッファのステータスを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

clear ip auth-proxy watch-list 1 つまたはすべてのウォッチ リスト エントリを削除します。

ip auth-proxy max-login-attempts ファイアウォール インターフェイスでのログイン試行回数

を制限します。

ip auth-proxy watch-list 認証プロキシ ウォッチ リストをイネーブルにして設定しま

す。
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show ipc
IPC（プロセス間通信）情報を表示するには、show ipc コマンドを使用します。

show ipc {nodes | ports [open] | queue | status} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、参加ノードを表示する例を示します。

Router# show ipc nodes
There are 66 nodes in this IPC realm.
   ID     Type                 Name                       Last  Last
                                                          Sent  Heard
 2210000 Local      Card33                                0     0
 2000000 ICC        Card0                                 0     0
 2010000 ICC        Card1                                 0     0
 2020000 ICC        Card2                                 0     0
 2040000 ICC        Card4                                 0     0

（テキスト出力は省略）

 23E0000 ICC        Card62                                0     0
 23F0000 ICC        Card63                                0     0
   10000 ICC        IPC Master                            270   17070
Router#  

次に、ローカル IPC ポートを表示する例を示します。

Router# show ipc ports
There are 6 ports defined.

Port ID        Type       Name
 2210000.1     unicast    Card33:Zone
 2210000.2     unicast    Card33:Echo
 2210000.3     unicast    Card33:Control
 2210000.4     unicast    Remote TTY Server Port
   10000.3     unicast    IPC Master:Control
 2210000.5     unknown    Card33:Request
     port_index = 0  seat_id = 0x10000    last sent = 0     last heard = 1158
     port_index = 1  seat_id = 0x10000    last sent = 0     last heard = 0
Router# 

nodes 参加ノードを表示します。

ports ローカル IPC ポートを表示します。

open （任意）オープン ポートのみを表示します。

queue IPC 再送信キューの内容を表示します。

status ローカル IPC サーバのステータスを表示します。 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ipc

2-719
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、オープン IPC ポートを表示する例を示します。

Router# show ipc ports open
There are 4 ports defined.

Port ID        Type       Name
   10000.7     unicast    Unknown
     port_index = 0  last sent = 2     last heard = 0

   10000.8     unicast    Unknown
     port_index = 0  last sent = 0     last heard = 0

   10000.9     unicast    Unknown
     port_index = 0  last sent = 17753 last heard = 0
     port_index = 1  last sent = 0     last heard = 0
Router# 

次に、IPC 再送信キューの内容を表示する例を示します。

Router# show ipc queue
There are 0 IPC messages waiting for acknowledgement in the transmit queue.
There are 0 IPC messages waiting for a response.
There are 0 IPC messages waiting for additional fragments.
There are 2 messages currently in use by the system.
Router# 

次に、ローカル IPC サーバのステータスを表示する例を示します。

Router# show ipc status
IPC System Status:

This processor is a slave server.

1000 IPC message headers in cache
377053 messages in, 293133 out, 210699 delivered to local port,
83655 acknowledgements received, 83870 sent,
0 NACKS received, 0 sent,
0 messages dropped on input, 0 messages dropped on output
0 no local port, 0 destination unknown, 0 no transport
0 missing callback or queue, 0 duplicate ACKs, 0 retries,
0 message timeouts.
0 ipc_output failures, 0 mtu failures,
0 msg alloc failed, 0 emer msg alloc failed, 0 no origs for RPC replies
0 pak alloc failed, 0 memd alloc failed
0 no hwq, 0 failed opens, 0 hardware errors
No regular dropping of IPC output packets for test purposes
Router#                 
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show ip cache flow 
NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示するには、show ip cache flow コマンドを使用

します。

show ip cache flow [aggregation type [module num]] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン aggregation type の有効値は次のとおりです。

• as ― AS 集約キャッシュ

• destination-prefix ― 宛先プレフィクス集約キャッシュ

• prefix ― 送信元 / 宛先プレフィクス集約キャッシュ

• protocol-port ― プロトコルおよびポート集約キャッシュ

• source-prefix ― 送信元プレフィクス集約キャッシュ

module num を指定しないで show ip cache flow aggregation コマンドを入力すると、RP 上のソフト

ウェアスイッチング集約キャッシュが表示されます。

module num キーワードおよび引数がサポートされるのは、DFC 搭載モジュールのみです。

aggregation type （任意）特定の集約キャッシュの設定を表示します。有効値については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

module num （任意）特定のモジュールに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA ハードウェア エントリ情報を含むように出力が変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示する例を示します。

Router# show ip cache flow
 IP packet size distribution (0 total packets): 
  1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 
448 
 480 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 .000 .000 
  
  512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  
 IP Flow Switching Cache, 0 bytes 
  0 active, 0 inactive, 0 added 
  0 ager polls, 0 flow alloc failures 
  Active flows timeout in 30 minutes 
  Inactive flows timeout in 15 seconds 
  last clearing of statistics never 
 Protocol Total Flows Packets Bytes Packets Active(Sec) 
 Idle(Sec) 
 -------- Flows /Sec /Flow /Pkt /Sec /Flow 
 /Flow 
  
 SrcIf SrcIPaddress DstIf DstIPaddress Pr SrcP 
DstP 
 Pkts 
  
 Displaying Hardware entries in Module 7 
 SrcIf SrcIPaddress DstIPaddress Pr SrcP 
 DstP Pkts 
 Fa5/11 11.1.1.38 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.39 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.40 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.41 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.42 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.43 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.44 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.45 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.46 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.47 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
 Fa5/11 11.1.1.48 12.1.1.2 udp 63 
 63 986796 
Router#
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次に、特定のモジュールの宛先プレフィクス集約キャッシュに関する情報を表示する例を示しま

す。

Router# show ip cache flow aggregation destination-prefix module 1
IPFLOW_DST_PREFIX_AGGREGATION records and statistics for module :1
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  2 active, 4094 inactive, 6 added
  236 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds

Dst If         Dst Prefix      Msk  AS    Flows  Pkts B/Pk  Active
Gi7/9          9.1.0.0         /16  0     3003    12M   64  1699.8
Gi7/10         11.1.0.0        /16  0     3000  9873K   64  1699.8
Router#

表 2-45 に、show ip cache flow コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

表 2-46 に、フロー スイッチング キャッシュを示す出力行内のフィールドの説明を示します。

表 2-45 show ip cache flow コマンドの出力フィールド ― パケット サイズ分布

フィールド 説明

IP packet size distribution この行の下の 2 行は、サイズ範囲ごとのパケット分布（パーセン

ト）を示します。この出力例では、パケットの 55.4% が 33 ～ 64 バ

イトのサイズ範囲に分類されます。

表 2-46 show ip cache flow コマンドの出力フィールド ― フロー スイッチング キャッシュ

フィールド 説明

bytes NetFlow キャッシュで使用されるメモリのバイト数

active このコマンドを入力した時点における NetFlow キャッシュ内のアク

ティブ フロー数

inactive NetFlow キャッシュに割り当てられているにもかかわらず、このコマ

ンドを入力した時点において特定のフローに割り当てられていないフ

ロー バッファの数

added サマリー期間の開始以降に作成されたフロー数

ager polls エントリが期限切れになるまでに、NetFlow コードがキャッシュを参

照した回数（シスコが診断のためにのみ使用） 

flow alloc failures NetFlow コードがフローの割り当てを試行したにもかかわらず、割り

当てることができなかった回数 

Exporting flows to フローのエクスポート先となるワークステーションの IP アドレスお

よび UDP（ユーザ データグラム プロトコル）ポート番号

Exporting using source 

interface
送信元 IP アドレスとして使用されるインターフェイス タイプ

Version 5 flow records, 

peer-as
エクスポートされたパケットはバージョン 5 フォーマットを使用しま

す。エクスポート統計情報には、送信元および宛先のピア AS（自律シ

ステム）が含まれます。データグラムに格納されるレコード数は、バー

ジョン 5 の場合、1 ～ 30 の範囲をとります。

Active flows timeout in NetFlow キャッシュ内のアクティブ フローのタイムアウト期間 

flows exported in udp 

datagrams
エクスポートされたフローの総数、およびフローをワークステーショ

ンにエクスポートするために使用された UDP データグラムの総数
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表 2-47 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-48 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

failed 出力インターフェイスの制限のためにルータがエクスポートできな

かったフロー数

last clearing of statistics clear ip flow stats の実行以降の標準時間出力（hh:mm:ss）。24 時間が経

過すると、この時間出力は日時に変わります。

表 2-46 show ip cache flow コマンドの出力フィールド ― フロー スイッチング キャッシュ（続き）

フィールド 説明

表 2-47 show ip cache flow コマンドの出力フィールド ― NetFlow プロトコル別アクティビティ

フィールド 説明

Protocol RFC 1340 に記述されている IP プロトコルおよび well-known ポート番号

Total Flows 近の統計情報が消去されてからのこのプロトコルのフロー総数 

Flows/Sec 1 秒ごとに認識される、このプロトコルの平均フロー数。（総フロー数）/

（このサマリー期間の秒数）に等しくなります。

Packets/Flow このプロトコルで認識されるフローに対して観察された平均パケット数。

（このプロトコルのパケット総数）/（このサマリー期間におけるこのプロ

トコルのフロー数）に等しくなります。

Bytes/Pkt このプロトコルで認識されるパケットに対して観察された平均バイト数。

（このプロトコルのバイト総数）/（このサマリー期間におけるこのプロト

コルのパケット総数）に等しくなります。

Packets/Sec 1 秒間のこのプロトコルの平均パケット数。（このプロトコルのパケット総

数）/（このサマリー期間の秒数）に等しくなります。

Active(Sec)/Flow （ 初のパケットから、期限切れフローの 終パケット［TCP FIN、time-out

など］までの全秒数の合計）/（このサマリー期間におけるこのプロトコ

ルのフロー総数）

Idle(Sec)/Flow （このプロトコルの各フロー［有効期限内］の 終パケットから、このコ

マンドの入力時点までの全秒数の合計）/（このサマリー期間におけるフ

ロー総数）

表 2-48 show ip cache flow コマンドの出力フィールド ― 現在のフロー

フィールド 説明

SrcIf 送信元インターフェイスの内部ポート名

SrcIPaddress このフローの送信元 IP アドレス

DstIf 宛先インターフェイスのルータの内部ポート名

DstIPaddress このフローの宛先 IP アドレス

Pr IP プロトコル（6=TCP、17=UDP など、RFC 1340 の定義に従う）

SrcP 送信元ポート アドレス、TCP/UDP の well-known のポート番号（RFC 1340

の定義に従う）

DstP 宛先ポート アドレス、TCP/UDP の well-known のポート番号（RFC 1340 の

定義に従う）

Pkts このフローに対して観察されたパケット数

B/Pkt このフローに対してパケット単位で観察された平均バイト数

Active フローの先頭パケットと 終パケット間の秒数
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関連コマンド

show ip cache verbose flow
NetFlow 統計情報の詳細サマリーを表示するには、show ip cache verbose flow コマンドを使用しま

す。

show ip cache verbose flow

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip cache flow コマンドで表示されるフィールドに加えて、NetFlow キャッシュのフロー記録

フィールドを表示するには、show ip cache verbose flow コマンドを使用します。表示された追加

フィールドの値は、イネーブルなNetFlow機能およびフローに設定されたフラグにより異なります。

（注） 表示されたフラグおよびフィールドは、フローにより変化します。

MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）対応 NetFlow 機能を設定する場合、show ip cache

verbose flow コマンドを使用すると、ルータ モジュール上の NetFlow キャッシュの MPLS フローの

IP と MPLS 部分の両方を表示できます。MPLS 対応 NetFlow を設定する場合に、NetFlow キャッシュ

のフロー記録の IP 部分のみを表示するには、show ip cache flow コマンドを使用します。

コマンド 説明

ip flow-aggregation cache フロー集約キャッシュを作成し、集約キャッシュ コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ip flow-cache entries NetFlow キャッシュに維持されるエントリ数を変更します。

clear ip flow stats NetFlow スイッチング統計情報をクリアします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA ハードウェア エントリ情報を含むように出力が変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ Fragment Offset（FO）情報を追加するように、

出力が変更されました。
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例 次に、詳細な NetFlow 統計情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show ip cache verbose flow
IP packet size distribution (1094508 total packets):
   1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
   .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

    512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

IP Flow Switching Cache, 4456704 bytes
  2 active, 65534 inactive, 2 added
  298 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 270600 bytes
  4 active, 16380 inactive, 4 added, 2 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
  last clearing of statistics never
Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow

SrcIf          SrcIPaddress    DstIf          DstIPaddress    Pr TOS Flgs  Pkts
Port Msk AS                    Port Msk AS    NextHop              B/Pk  Active
IPM: OPkts    OBytes   
          
SrcIf          SrcIPaddress    DstIf          DstIPaddress    Pr TOS Flgs  Pkts
Port Msk AS                    Port Msk AS    NextHop              B/Pk  Active
IPM: OPkts    OBytes   
Fa5/11         11.1.1.2        Fa5/12         12.1.1.2        06 5B  00     551K
0000 /16 0                     0000 /16 0     12.1.1.2               46   149.7
FO: 1     
Fa5/11         11.1.1.3        Fa5/12         12.1.1.2        06 5B  00     553K
0000 /16 0                     0000 /16 0     12.1.1.2               46   150.4
FO: 1     

Displaying Hardware entries in Module 7
 SrcIf            SrcIPaddress          DstIPaddress      Pr       SrcP      DstP      
Pkts
 --               0.0.0.0               0.0.0.0           0        0         0         
3            

Router#

表 2-49 で、NetFlow キャッシュの行表示に示されるフィールドについて説明します。

表 2-49 NetFlow キャッシュ表示の show ip cache verbose flow フィールド

フィールド 説明

bytes NetFlow キャッシュで使用されるメモリのバイト数

active このコマンドを入力した時点における NetFlow キャッシュ内のアクティ

ブ フロー数

inactive NetFlow キャッシュに割り当てられているにもかかわらず、このコマンド

を入力した時点において特定のフローに割り当てられていないフロー

バッファの数

added サマリー期間の開始以降に作成されたフロー数

ager polls NetFlow コードによりエントリが期限切れになった回数（シスコが診断の

ためにのみ使用） 
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表 2-50 で、プロトコル行表示で、アクティビティに示されるフィールドについて説明します。

表 2-51 で、NetFlow 記録の行表示のフィールドについて説明します。

flow alloc failures NetFlow コードがフローの割り当てを試行したにもかかわらず、割り当て

ることができなかった回数 

last clearing of statistics clear ip flow stats 特権 EXEC コマンドの 後の実行以降の標準時間出力

（hh:mm:ss）。24 時間が経過すると、この時間出力は日時に変わります。

表 2-49 NetFlow キャッシュ表示の show ip cache verbose flow フィールド（続き）

フィールド 説明

表 2-50 プロトコル表示によるアクティビティの show ip cache verbose flow フィールド

フィールド 説明

Protocol IP プロトコルと well-known ポート番号（ 新の RFC 値については、

http://www.iana.org の『Protocol Assignment Number Services』を参照）

（注） すべてのプロトコルの小さいサブセットのみが、表示されます。

Total Flows 近の統計情報が消去されてからのこのプロトコルのフロー数 

Flows/Sec 1 秒ごとに認識される、このプロトコルの平均フロー数。（フロー総数）/

（このサマリー期間の秒数）に等しくなります。

Packets/Flow このプロトコルのフローの平均パケット数。（このプロトコルのパケット

総数）/（このサマリー期間のこのプロトコルのフロー数）に等しくなり

ます。

Bytes/Pkt このプロトコルのパケットの平均バイト数。（このプロトコルのパケット

総数）/（このサマリー期間のこのプロトコルのパケット総数）に等しく

なります。

Packets/Sec 1 秒ごとに認識される、このプロトコルの平均パケット数。（このプロトコ

ルのパケット総数）/（このサマリー期間の全秒数）に等しくなります。

Active(Sec)/Flow （ 初のパケットから、期限切れフローの 終パケット［TCP 接続クロー

ズ要求 [FIN]、time-out など］までの全秒数の合計）/（このサマリー期間

におけるこのプロトコルのフロー総数）

Idle(Sec)/Flow （このプロトコルの各フロー［有効期限内］の 終パケットから、このコ

マンドが入力時点までに観察された秒数）/（このサマリー期間における

このプロトコルのフロー総数）

表 2-51 NetFlow 記録表示の show ip cache verbose flow フィールド

フィールド 説明

SrcIf パケットを受信したインターフェイス

Port Msk AS 送信元ポート番号（16 進数表記）、IP アドレス マスク、および自律システ

ム数このフィールドは、MPLS フローで常に 0 に設定されています。

SrcIPaddress パケットを送信したデバイスの IP アドレス

DstIf パケットの送信元のインターフェイス

Port Msk AS 宛先ポート番号（16 進数表記）、IP アドレス マスク、および自律システム

数このフィールドは、MPLS フローで常に 0 に設定されています。

DstIPaddress 宛先デバイスの IP アドレス

http://www.iana.org/
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関連コマンド

NextHop BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコル）ネクストホップ アドレスこの

フィールドは、MPLS フローで常に 0 に設定されています。

Pr IP プロトコルの well-known ポート番号（16 進数表記）

（ 新の RFC 値については、http://www.iana.org の『Protocol Assignment 

Number Services』を参照）

TOS ToS（サービス タイプ）（16 進数表記）

B/Pk このプロトコルで認識されるパケットに対して観察される平均バイト数 

Flgs TCP フラグ（16 進数表記）（フロー内のすべてのパケットからの TCP フラ

グのビット単位 OR の結果）

Pkts このフローのパケット数

Active フローがアクティブ状態である時間

FO フラグメント オフセット

表 2-51 NetFlow 記録表示の show ip cache verbose flow フィールド（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ip flow-cache mpls label positions MPLS 対応 NetFlow をイネーブルにします。

ip route-cache flow IP ルーティングの NetFlow スイッチングをイネーブルにし

ます。

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示しま

す。

http://www.iana.org/
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show ip cef epoch
隣接テーブルおよびすべての FIB（転送情報ベース）テーブルのエポック情報を表示するには、show

ip cef epoch コマンドを使用します。

show ip cef epoch

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次に示す show コマンドも、それぞれ次のエポック情報を表示します。

• show ip cef summary ― 特定の FIB テーブルのテーブル エポックを表示します。

• show ip cef detail ― 特定の FIB テーブルの各エントリのエポック値を表示します。

• show adjacency summary ― 隣接テーブルのエポックを表示します。

• show adjacency detail ― 隣接テーブルの各エントリのエポック値を表示します。

例 次に、エポック情報を表示する例を示します。

Router# show ip cef epoch
CEF epoch information:

Table:Default-table
  Table epoch:2 (164 entries at this epoch)

Adjacency table
  Table epoch:1 (33 entries at this epoch)

次に、エポック テーブルを削除し、エポック番号を増分したあとの出力例を示します。

Router# show ip cef epoch
CEF epoch information:

Table:Default-table
  Table epoch:2 (164 entries at this epoch)

Adjacency table
  Table epoch:1 (33 entries at this epoch)
Router# clear ip cef epoch full
Router# show ip cef epoch
CEF epoch information:

Table:Default-table
  Table epoch:3 (164 entries at this epoch)

Adjacency table
  Table epoch:2 (33 entries at this epoch)
Router# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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シンタックスの説明

show ip cef inconsistency
IP CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）の不一致を表示するには、show ip cef inconsistency

コマンドを使用します。

show ip cef [vrf vrf-name] inconsistency [records [detail]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、lc-detect、scan-rp、scan-rib、および scan-lc 検出メカニズムで検出された記録済み

IP CEF 不一致レコードを表示します。

IP CEF プレフィクス一致検出メカニズムを設定するには、ip cef table consistency-check コマンドを

使用します。

例 次に、記録された CEF 不一致レコードを表示する例を示します。

Router# show ip cef inconsistency
Table consistency checkers (settle time 65s)
 lc-detect:running
  0/0/0 queries sent/ignored/received
 scan-lc:running [100 prefixes checked every 60s]
  0/0/0 queries sent/ignored/received
 scan-rp:running [100 prefixes checked every 60s]
  0/0/0 queries sent/ignored/received
 scan-rib:running [1000 prefixes checked every 60s]
  0/0/0 queries sent/ignored/received
Inconsistencies:0 confirmed, 0/16 recorded
 

コマンド 説明

clear ip cef epoch full 新しいエポックを開始し、すべてのテーブル（隣接テーブルを含

む）のエポック番号を増加させます。

show ip cef FIB 内のエントリまたは FIB のサマリーを表示します。

vrf vrf-name （任意）VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）を指定します。

records （任意）記録されたすべての不一致を表示します。

detail （任意）各 CEF テーブル エントリの詳細情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-52 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

show ip cef summary
IP CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）テーブルのサマリーを表示するには、show ip cef

summary コマンドを使用します。

show ip cef summary 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、IP CEF テーブルのサマリーを表示する例を示します。

Router# show ip cef summary
IP Distributed CEF with switching (Table Version 25), flags=0x0
  21 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 1
  21 leaves, 16 nodes, 19496 bytes, 36 inserts, 15 invalidations
  0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
  universal per-destination load sharing algorithm, id 5163EC15
  3(0) CEF resets, 0 revisions of existing leaves
  Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
  0 in-place/0 aborted modifications
  refcounts:  4377 leaf, 4352 node

  Table epoch: 0 (21 entries at this epoch)

Adjacency Table has 9 adjacencies
Router#

表 2-52 show ip cef inconsistency フィールドの説明

フィールド 説明

settle time 記録された不一致を確認してからの時間

lc-detect running 不一致チェッカー lc-detect が稼働中

0/0/0 queries 送信、無視、および受信されたクエリー数

Inconsistencies: 確認および記録された不一致数。記録される不一致レコードの 大数は 16

です。

コマンド 説明

clear ip cef inconsistency CEF 一貫性チェッカーの統計情報および記録情報をクリアします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show ip cef vlan
IP CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）VLAN（仮想 LAN）インターフェイスのステー

タスやコンフィギュレーション情報、および特定のインターフェイスのプレフィクスを表示するに

は、show ip cef vlan コマンドを使用します。

show ip cef vlan vlan-id [detail]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、特定の VLAN のプレフィクスを表示する例を示します。

Router> show ip cef vlan 1003
Prefix              Next Hop             Interface
0.0.0.0/0           172.20.52.1          FastEthernet3/3
0.0.0.0/32          receive
10.7.0.0/16         172.20.52.1          FastEthernet3/3
10.16.18.0/23       172.20.52.1          FastEthernet3/3
Router> 

次に、特定の VLAN に関する詳細な IP CEF 情報を表示する例を示します。

Router> show ip cef vlan 1003 detail
IP Distributed CEF with switching (Table Version 2364), flags=0x0
  1383 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new)
  1383 leaves, 201 nodes, 380532 bytes, 2372 inserts, 989 invalidations
  0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
  universal per-destination load sharing algorithm, id 9B6C9823
  3 CEF resets, 0 revisions of existing leaves
  refcounts:  54276 leaf, 51712 node
Adjacency Table has 5 adjacencies
Router>

vlan-id VLAN 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

detail （任意）IP CEF VLAN インターフェイスに関する詳細情報を表示します。 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show ip dhcp relay information trusted-sources
設定済みの信頼できるインターフェイスをすべて表示するには、show ip dhcp relay information 

trusted-sources コマンドを使用します。

show ip dhcp relay information trusted-sources

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、すべての設定済みの信頼できるインターフェイスをリスト表示する例を示します。

Router# show ip dhcp relay information trusted-sources 
List of trusted sources of relay agent information option: 
Vlan60            Vlan62 
Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp relay information option trust-all DHCP リレー エージェント情報オプションの信頼で

きる送信元として、すべてのインターフェイスをイ

ネーブルにします。

ip dhcp relay information trust DHCP リレー エージェント情報の信頼できる送信元

として、特定のインターフェイスをイネーブルにしま

す。
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show ip dhcp snooping 
DHCP スヌーピング設定を表示するには、show ip dhcp snooping コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング設定を表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping 
Switch DHCP snooping is enabled 
DHCP snooping is configured on following VLANs: 
5 10 
Insertion of option 82 is enabled 
Interface                Trusted     Rate limit (pps) 
--------------------     -------     ---------------- 
FastEthernet6/11         no          10 
FastEthernet6/36         yes         50 
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping binding リブート後に復元できるように、DHCP バインディングの

設定と生成を行います。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベースを設定します。

ip dhcp snooping information option DHCP オプション 82 のデータ挿入をイネーブルにします。

ip dhcp snooping limit rate インターフェイスが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセー

ジの数を設定します。

ip dhcp snooping packets トンネル インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイ

ネーブルにします。

ip dhcp snooping verify mac-address DHCP パケット内の送信元 MAC（メディア アクセス制御）

アドレスと、信頼されないポートのクライアント ハード

ウェア アドレスとが一致することを検証します。

ip dhcp snooping vlan 1 つの VLAN または VLAN のグループ上で DHCP スヌー

ピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示しま

す。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステー

タスを表示します。
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show ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示するには、show ip dhcp snooping binding コマ

ンドを使用します。

show ip dhcp snooping binding [ip-address] [mac-address] [vlan vlan] [interface interface 
interface-num]

シンタックスの説明

デフォルト 引数を指定しない場合、スイッチは DHCP スヌーピング バインディング テーブル全体を表示しま

す。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン グローバル スヌーピングおよび VLAN スヌーピングがイネーブルの場合、DHCP スヌーピングは

VLAN でのみイネーブルになります。

例 次に、スイッチの DHCP スヌーピング バインディング エントリ テーブルを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 

MacAddress      IP Address     Lease (seconds)     Type       VLAN     Interface
-----------     -----------    ----------------    ------------- -----    ------------
0000.0100.0201   10.0.0.1        1600                 dhcp-snooping 100       FastEthernet3/1
Router# 

次に、DHCP スヌーピング バインディング エントリの IP アドレスを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 172.100.101.102

MacAddress      IP Address     Lease (seconds)     Type VLAN     Interface
-----------     -----------    ----------------    ------------- -----    ------------
0000.0100.0201   172.100.101.102 1600 dhcp-snooping 100       FastEthernet3/1
Router# 

ip-address （任意）バインディング エントリの IP アドレス

mac-address （任意）バインディング エントリの MAC（メディア アクセス制御）アド

レス

vlan vlan （任意）有効な VLAN（仮想 LAN）番号を指定します。有効値は 1 ～ 4094 

です。

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。

interface-num モジュールおよびポート番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ip dhcp snooping binding

2-735
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、DHCP スヌーピング バインディング エントリの MAC アドレスを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 55.5.5.2 0002.b33f.3d5f 

MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type     VLAN  Interface 
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  -------------------- 
00:02:B3:3F:3D:5F   55.5.5.2         492 dhcp-snooping 99 FastEthernet6/36 
Router# 

次に、特定の VLAN に対する DHCP スヌーピング バインディング エントリの MAC アドレスを表

示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 55.5.5.2 0002.b33f.3d5f vlan 99 

MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type     VLAN  Interface 
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  -------------------- 
00:02:B3:3F:3D:5F   55.5.5.2         479 dhcp-snooping 99 FastEthernet6/36 
Router# 

次に、ダイナミック DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding dynamic

MacAddress      IP Address     Lease (seconds)     Type       VLAN     Interface
-----------     -----------    ----------------    ------------  -----    ------------
0000.0100.0201 10.0.0.1 1600 dhcp-snooping 100       FastEthernet3/1
Router# 

次に、VLAN 100 の DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding vlan 100

MacAddress      IP Address     Lease (seconds)     Type       VLAN     Interface
-----------     -----------    ----------------    ------------  -----    ------------
0000.0100.0201   10.0.0.1        1600 dhcp-snooping 100       FastEthernet3/1
Router# 

次に、イーサネット インターフェイス 0/1 の DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示

する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding interface fastethernet3/1

MacAddress      IP Address     Lease (seconds)     Type       VLAN     Interface
-----------     -----------    ----------------    ------------  -----    ------------
0000.0100.0201   10.0.0.1        1600 dhcp-snooping 100       FastEthernet3/1
Router# 

表 2-53 に、show ip dhcp snooping コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

表 2-53 show ip dhcp snooping Command Output

フィールド 説明

Mac Address クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IP Address DHCP サーバから割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease (seconds) IP アドレスのリース時間

Type バインディング タイプ。CLI（コマンドライン インターフェイス）から静

的に設定されるか、動的に学習されます。

VLAN クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP クライアント ホストに接続するインターフェイス
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関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを設定、生成してリブート後に復元

します。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベースを設定します。

ip dhcp snooping information option DHCP オプション 82 のデータ挿入をイネーブルにします。

ip dhcp snooping limit rate インターフェイスが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセー

ジの数を設定します。

ip dhcp snooping packets トンネル インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイ

ネーブルにします。

ip dhcp snooping verify mac-address DHCP パケット内の送信元 MAC アドレスと、信頼されな

いポートのクライアント ハードウェア アドレスが一致し

ていることを検証します。

ip dhcp snooping vlan VLAN または VLAN のグループ上で DHCP スヌーピング

をイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントのステー

タスを表示します。
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show ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング データベース エージェントのステータスを表示するには、show ip dhcp

snooping database コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping database [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング データベースを表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping database
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        0   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0

Router#

detail （任意）詳細な動作ステートおよび統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、詳細な動作統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping database detail 
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

Total Attempts       :       21   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :       21
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :       21
Media Failures       :        0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0

Router#

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを設定、生成してリブート後に復元

します。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベースを設定します。

ip dhcp snooping information option DHCP オプション 82 のデータ挿入をイネーブルにします。

ip dhcp snooping limit rate インターフェイスが 1 秒間に受信可能な DHCP メッセー

ジの数を設定します。

ip dhcp snooping packets トンネル インターフェイス上で DHCP スヌーピングをイ

ネーブルにします。

ip dhcp snooping verify mac-address DHCP パケット内の送信元 MAC（メディア アクセス制御）

アドレスと、信頼されないポートのクライアント ハード

ウェア アドレスが一致していることを検証します。

ip dhcp snooping vlan VLAN（仮想 LAN）または VLAN のグループ上で DHCP

スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディング エントリを表示しま

す。
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show ip flow-export
メイン キャッシュ、およびイネーブル化されたその他のすべてのキャッシュを含めて、データ エ

クスポートに関するハードウェア スイッチングおよびソフトウェアスイッチング フロー情報を表

示するには、show ip flow-export コマンドを使用します。

show ip flow-export 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

次に、show mls nde コマンドの出力例を示します。

例 次に、ハードウェアおよびソフトウェアでスイッチングされたフローの NDE 情報を表示する例を

示します。

Router# show ip flow-export
Flow export v1 is enabled for main cache 
Exporting flows to 10.34.12.245 (9988) 
Exporting using source IP address 10.6.58.7 
Version 1 flow records 
Cache for as aggregation: 
Exporting flows to 10.34.12.245 (9999) 
Exporting using source IP address 10.6.58.7 
Cache for protocol-port aggregation: 
Flow export is disabled 
Cache for prefix aggregation: 
Flow export is disabled 
0 flows exported in 0 udp datagrams 
0 flows failed due to lack of export packet 
0 export packets were sent up to process level 
0 export packets were dropped due to no fib 
0 export packets were dropped due to adjacency issues 
0 export packets were dropped due to fragmentation failures 
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures 
0 export packets were dropped enqueuing for the RP 
0 export packets were dropped due to IPC rate limiting
Netflow Data Export enabled (Interface Mode)
 Exporting flows to 172.20.55.71 (9991)
 Exporting flows from 10.6.60.120 (59020)
 Version: 7
 Include Filter not configured
 Exclude Filter not configured
 Total Netflow Data Export Packets are:
    0 packets, 0 no packets, 0 records
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXD ハードウェア スイッチングされたフローの NDE（NetFlow データ エクス

ポート）情報を含むように、この出力が変更されました。
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関連コマンド

show ip igmp groups
マルチキャスト グループとルータに直接接続され IGMP（インターネット グループ管理プロトコ

ル）を通じて学習された受信者を表示するには、show ip igmp groups コマンドを使用します。

show ip igmp [vrf vrf-name] groups [group-name | group-address | interface-type interface-number] 
[detail] 

シンタックスの説明 

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン オプションの引数およびキーワードをすべて省略した場合、show ip igmp groups コマンドはすべて

の直接接続されたマルチキャスト グループを、グループ アドレス、インターフェイス タイプ、お

よびインターフェイス番号別に表示します。

例 次に、show ip igmp groups コマンドの出力例を示します。

Router# show ip igmp groups

IGMP Connected Group Membership
Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter
239.255.255.254 Ethernet3/1 1w0d 00:02:19 172.21.200.159
224.0.1.40 Ethernet3/1 1w0d 00:02:15 172.21.200.1
224.0.1.40 Ethernet3/3 1w0d never 172.16.214.251
224.0.1.1 Ethernet3/1 1w0d 00:02:11 172.21.200.11
224.9.9.2 Ethernet3/1 1w0d 00:02:10 172.21.200.155
232.1.1.1 Ethernet3/1 5d21h stopped 172.21.200.206

コマンド 説明

clear adjacency CEF の隣接テーブルをクリアします。

ip flow-aggregation cache フロー集約キャッシュを作成し、集約キャッシュ コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）の

名前を指定します。

group-name （任意）DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルで定義されてい

る名前

group-address （任意）4 分割ドット付き 10 進表記で記載されたマルチキャスト グループ

のアドレス

interface-type （任意）インターフェイスのタイプ

interface-number （任意）インターフェイス番号

detail （任意）IGMP Version 3（IGMPv3）、IGMP v3lite、または URL Rendezvous

Directory（URD）を通じて取得した送信元の詳細な説明を提供します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、group-address 引数および detail キーワードのついた show ip igmp groups コマンドの出力例を

示します。

Router# show ip igmp groups 232.1.1.1 detail

Interface:      Ethernet3/2
Group:          232.1.1.1
Uptime:         01:58:28
Group mode: INCLUDE
Last reporter:  10.0.119.133
CSR Grp Exp:    00:02:38
Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote)

Source Address   Uptime    v3 Exp    CSR Exp   Fwd  Flags
  172.16.214.1     01:58:28  stopped   00:02:31  Yes  C

表 2-54 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-54 show ip igmp groups フィールドの説明

フィールド 説明

Group Address マルチキャスト グループのアドレス

Interface グループが到達可能なインターフェイス

Uptime このマルチキャスト グループが認識された時間（週数、日数、時間、分、お

よび秒） 

Expires エントリの期限切れまでの時間（週数、日数、時間、分、および秒）エント

リの期限が切れると、削除される前にエントリには（短期間）[now] と表示さ

れます。

[never] は、このエントリのローカルの受信者がこのルータにあるために、エ

ントリがタイム アウトしないことを示しています。

[stopped] は、このエントリのタイムアウトがこの期限切れタイマーでは判断

できないことを示します。ルータがグループに対して INCLUDE モードの場

合、 後の送信元エントリがタイムアウトした後にグループ エントリ全体が

タイムアウトします（ただし、タイムアウト前にモードが EXCLUDE モード

に変更される場合を除く）。

Last Reporter マルチキャスト グループのメンバとなることをレポートする 後のホスト。

IGMP v3lite および URD の両方とも v2-report が必要です。

Group mode: INCLUDE または EXCLUDE のいずれかです。グループ モードはグループの

インターフェイスで受信されるメンバシップ レポートのタイプに基づきま

す。show ip igmp groups detail コマンドの出力では、EXCLUDE モードにおい

てグループ エントリ（出力には表示されません）の [Expires:] フィールドも表

示されます。

CSR Grp Exp SSM 範囲のマルチキャスト グループを表示します。 後に受信したグループ

メンバシップ レポートが受信されてからの時間（時間、分、秒）を表示しま

す。Cisco IOS ソフトウェアでは、URD および IGMP v3lite の動作にこれらの

レポートが必要ですが、レポートにはグループ メンバシップは表示されてい

ません。

Group source list: マルチキャスト グループが要求した送信元の詳細

Source Address 送信元の IP アドレス

Uptime 送信元ステートが作成されてからの時間

v3 Exp IGMP 動作に基づいて送信元のメンバシップがタイムアウトするまでの時間

（時間、分、および秒）。IGMPv3 を使用するメンバがいない（IGMP v3lite ま

たは URD のみ）場合は [stopped] が表示されます。
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関連コマンド

CSR Exp IGMP v3lite または URD レポートに基づいて送信元のメンバシップがタイム

アウトするまでの時間（時間、分、および秒）。メンバが IGMPv3 のみを使用

している場合は、[stopped] が表示されます。

Fwd このエントリによってルータがマルチキャスト トラフィックを転送している

かどうかを表すステータス。

Flags エントリに関する情報 Remote フラグは、IGMPv3 レポートがこの送信元で受

信されたことを示します。C フラグは、IGMPv3 lite または URD レポートが

この送信元で受信されたことを示します。U フラグは、URD レポートがこの

送信元用に受信されたことを示します。

表 2-54 show ip igmp groups フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ip igmp query-interval Cisco IOS ソフトウェアが IGMP ホスト クエリー メッセージを送信

する頻度を設定します。
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show ip igmp interface
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）インターフェイスのステータスおよびコンフィ

ギュレーションに関する情報を表示するには、show ip igmp interface コマンドを使用します。

show ip igmp [vrf vrf-name] interface  [{interface [interface-number]} | {null interface-number} | 
{vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト VLAN を指定しない場合は、VLAN 1 の情報が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

オプションの引数を省略した場合、show ip igmp interface コマンドはすべてのインターフェイスの

情報を表示します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加さ

れるように、このコマンドが変更されました。
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例 次に、VLAN 43 の IGMP 情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp interface vlan 43 
Vlan43 is up, line protocol is up 
Internet address is 43.0.0.1/24 
IGMP is enabled on interface 
Current IGMP host version is 2 
Current IGMP router version is 2 
IGMP query interval is 60 seconds 
IGMP querier timeout is 120 seconds 
IGMP max query response time is 10 seconds 
Last member query count is 2 
Last member query response interval is 1000 ms 
Inbound IGMP access group is not set 
IGMP activity: 1 joins, 0 leaves 
Multicast routing is enabled on interface 
Multicast TTL threshold is 0 
Multicast designated router (DR) is 43.0.0.1 (this system) 
IGMP querying router is 43.0.0.1 (this system) 
Multicast groups joined by this system (number of users): 
224.0.1.40(1) 
IGMP snooping is globally enabled 
IGMP snooping is enabled on this interface 
IGMP snooping fast-leave is disabled and querier is disabled 
IGMP snooping explicit-tracking is enabled on this interface 
IGMP snooping last member query interval on this interface is 1000 ms
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

clear ip igmp group IGMP グループ キャッシュのエントリを削除します。

show ip igmp snooping mrouter ダイナミックに学習された、および手動で設定されたマルチ

キャスト ルータ インターフェイスに関する情報を表示しま

す。
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show ip igmp snooping explicit-tracking
IGMPv3 ホストに対する明示的なホスト追跡ステータスの情報を表示するには、show ip igmp

snooping explicit-tracking コマンドを使用します。

show ip igmp snooping explicit-tracking {vlan vlan-id}

シンタックスの説明

デフォルト VLAN を指定しない場合は、VLAN 1 の情報が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

明示的なホスト追跡は、IGMPv3 ホストでのみサポートされます。

例 次に、IGMPv3 ホストの明示的なホスト追跡ステータスの情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping explicit-tracking vlan 25

Source/Group       Interface Reporter Filter_mode 
------------------------------------------------------------------------ 
10.1.1.1/226.2.2.2 Vl25:1/2 16.27.2.3 INCLUDE 
10.2.2.2/226.2.2.2 Vl25:1/2 16.27.2.3 INCLUDE 
Router#

関連コマンド

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping explicit-tracking 明示的なホスト追跡をイネーブルにします。
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show ip igmp snooping mrouter
動的に学習された、および手動で設定されたマルチキャスト ルータ インターフェイスに関する情

報を表示するには、show ip igmp snooping mrouter コマンドを使用します。

show ip igmp snooping mrouter [{vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングがイネーブルである VLAN の MAC

（メディア アクセス制御）アドレス テーブル内のエントリを表示する場合は、

show mac-address-table コマンドも使用できます。

VLAN インターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示するには、show ip igmp interface vlan

vlan-num コマンドを入力します。

例 次に、特定の VLAN の IGMP スヌーピング情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping mrouter interface 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
Router#

関連コマンド

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping mrouter レイヤ 2 ポートをマルチキャスト ルータ ポートとして設定

します。
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show ip igmp snooping rate-limit
IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングのレート制限情報を表示するには、

show ip igmp snooping rate-limit コマンドを使用します。

show ip igmp snooping rate-limit [statistics | vlan vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、IGMP スヌーピング レート制限に関する統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping rate-limit statistics

Max IGMP messages incoming rate : Not configured
Vlan   Incoming rate  Rate-limiting ON  Disable count  Time to Enable
-----+---------------+----------------+---------------+---------------+
222   1000            No               0 
111   5999            Yes              3               185

Router#

次に、特定の VLAN の IGMP スヌーピング レート制限統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping rate-limit vlan 19
Max IGMP messages incoming rate : 200 pps
Vlan       Incoming IGMP rate (in pps)    
--------+---------------------------------
19       200
Router#

関連コマンド

statistics （任意）IGMP スヌーピング統計情報を表示します。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip igmp snooping rate IGMP スヌーピング パケットのレート制限を設定します。
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show ip igmp snooping statistics
IGMP v3 統計情報を表示するには、show ip igmp snooping statistics コマンドを使用します。

show ip igmp snooping statistics [{interface interface [interface-number]} | {port-channel number} | 
{vlan vlan-id}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

show ip igmp snooping statistics コマンドは、次の統計情報を表示します。

• グループのメンバであるポートのリスト

• フィルタ モード

• ポートの背後に置かれたレポータのアドレス

• 追加情報（clear ip igmp snooping statistics コマンドを前回発行したあとに収集された 終 join
および 終 leave など）

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

VLAN の背後にあるホスト数が表示されるのは、指定された VLAN に 大ホスト数に関するポリ

シーが定義されていて、指定された VLAN でログ ポリシーがイネーブルである場合のみです。

interface interface （任意）指定されたインターフェイス タイプの IGM（インターネット グ

ループ管理プロトコル） 統計情報を表示します。有効値は ethernet、

fastethernet、および gigabitethernet です。

interface-number （任意）指定されたモジュールおよびポートのマルチキャスト関連統計情

報。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

port-channel number （任意）指定されたポートチャネルのマルチキャスト関連統計情報を表示

します。有効値は 1 ～ 282 です。

vlan vlan-id （任意）指定された VLAN（仮想 LAN）のマルチキャスト関連統計情報を

表示します。vlan-id の有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、IGMPv3 統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping statistics interface FastEthernet5/1

IGMP Snooping statistics
Service-policy: Policy1policy tied with this interface
#Channels: 3 
#hosts : 3
Query Rx: 2901 GS Query Rx: 0 V3 Query Tot Rx: 0 
Join Rx: 8686 Leave Rx: 0 V3 Report Rx: 2300
Join Rx from router ports: 8684 Leave Rx from router ports: 0 
Total Rx: 11587
Channel/Group        Interface    Reporter   Uptime    Last-Join    Last-Leave
10.7.20.1,239.1.1.1  F5/1         10.5.20.1  00:12:00  1:10:00      -
10.7.30.1,239.1.1.1 F5/1         10.5.30.1  00:50:10  1:10:02      0:30:02
10.7.40.1,239.1.1.1 F5/1         10.5.40.1  00:10:10  1:10:03      -
Router#

表 2-55 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-55 show ip igmp snooping statistics フィールドの説明

フィールド 説明

Service-policy: Policy1 インターフェイスに付加されるポリシー

#Channels: 3 指定されたインターフェイスの背後にあるチャネル数

#hosts 指定されたインターフェイスの背後にあるホスト数。このフィール

ドは、 大ホストに関するポリシーが使用されている場合のみ表示

されます。

コマンド 説明

clear ip igmp snooping statistics IGMP スヌーピング統計情報をクリアします。
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show ip igmp udlr
UDL ヘルパー アドレスが設定されたインターフェイス上で接続されたマルチキャスト グループの

UDLD（単一方向リンク検出）情報を表示するには、show ip igmp udlr コマンドを使用します。

show ip igmp udlr [group-name | group-address | interface-type interface-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード ユーザ EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドにより、UDL 上で転送および受信されるグループが表示されます。

上流のルータ上でこのコマンドを使用すると、UDL インターフェイスとなるインターフェイスおよ

びこのインターフェイスから転送される IP マルチキャスト グループが表示されます。URL Reporter

は、受信ルータ上の下流のインターフェイスの IP アドレスです。ルータが複数ある場合は、この

フィールドに、地上ネットワークを介して IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）ホス

ト レポートを上流のルータに転送した下流のルータが表示されます。このレポートは UDL を介し

て転送されるため、すべての下流のルータでは他の下流のルータがどのグループに要求したかを認

識し、追加の IGMP ホスト レポートが抑制されます。

下流のルータでこのコマンド（Interface フィールド）を使用すると、IGMP ホスト レポート（特定

のグループの接続ホストから）を受信したローカル インターフェイスが表示されます。UDL

Reporter は、地上ネットワークを介して IGMP ホスト レポートを上流のルータに転送したルータの

IP アドレスです。UDL Interface カラムには、IP マルチキャスト パケットを受信するインターフェ

イスが表示されます。

例 次に、上流のルータ上の show ip igmp udlr コマンドの出力例を示します。

Router# show ip igmp udlr

IGMP UDLR Status, UDL Interfaces: Serial0
Group Address    Interface            UDL Reporter     Reporter Expires
224.2.127.254    Serial0              10.0.0.2         00:02:12
224.0.1.40       Serial0              10.0.0.2         00:02:11
225.7.7.7        Serial0              10.0.0.2         00:02:15
Router# 

group-name （任意）マルチキャスト グループ名

group-address （任意）マルチキャスト グループのアドレス

interface-type interface-number （任意）インターフェイス タイプおよび番号

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、下流のルータ上の show ip igmp udlr コマンドの出力例を示します。

Router# show ip igmp udlr

IGMP UDLR Status, UDL Interfaces: Serial0
Group Address    Interface            UDL Reporter     Reporter Expires
224.2.127.254    Serial0              10.0.0.2         00:02:49
224.0.1.40       Serial0              10.0.0.2         00:02:48
225.7.7.7        Serial0              10.0.0.2         00:02:52
Router# 

表 2-56 に、show ip igmp udlr コマンド出力で示されるフィールドについて説明します。

表 2-56 show ip igmp udlr フィールド

フィールド 説明

Group Address インターフェイス上のすべてのグループのヘルパー アドレス

Interface グループと接続するインターフェイス タイプおよびインターフェイス番

号

UDL Reporter グループの IGMP ヘルパーである UDL ネットワーク上ルータ アドレス

Reporter Expires UDL Reporter が非アクティブになるまでの時間（時間：分：秒）。次のよ

うな状況で発生します。

• UDL Reporter が、動作不能状態である。

• レポータに対するリンクまたはネットワークが動作不能状態である。

• UDL Reporter に対応付けられたグループ メンバが、グループを脱退し

た。
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show ip interface
IP に設定されたインターフェイスの使用可能性ステータスを表示するには、show ip interface コマ

ンドを使用します。

show ip interface [type number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスが使用可能な場合、Cisco IOS ソフトウェアは、直接接続されたルートをルーティ

ング テーブル内に自動的に入力します。使用可能なインターフェイスは、ソフトウェアがパケット

を送受信するときに経由できるインターフェイスです。インターフェイスが使用可能でないと判断

された場合、ソフトウェアは直接接続されたルーティング エントリをルーティング テーブルから

削除します。エントリを削除すると、ソフトウェアはダイナミック ルーティング プロトコルを使

用して、ネットワークへのバックアップ ルートを判別できるようになります（バックアップ ルー

トが存在する場合）。

インターフェイスで双方向通信が可能な場合、ライン プロトコルには [up] とマークされます。イ

ンターフェイス ハードウェアが使用可能な場合、インターフェイスは [up] とマークされます。

オプションのインターフェイス タイプを指定した場合は、特定のインターフェイスに関する情報の

みが表示されます。

オプションの引数を指定しなかった場合は、すべてのインターフェイスに関する情報が表示されま

す。

PPP（ポイントツーポイント プロトコル）または Serial Line Internet Protocol（SLIP; シリアル ライ

ン インターネット プロトコル）を使用して非同期インターフェイスをカプセル化すると、IP 高速

スイッチングがイネーブルになります。PPP または SLIP を使用してカプセル化された非同期イン

ターフェイスに show ip interface コマンドを実行すると、IP 高速スイッチングがイネーブルである

ことを示すメッセージが表示されます。

type （任意）インターフェイスのタイプ

number （任意）インターフェイス番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD ハードウェア フロー ステータスの NDE（NetFlow データ エクスポート）

を含むように、この出力が変更されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ip interface

2-753
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

例 次に、特定の VLAN（仮想 LAN）の使用可能性ステータスを表示する例を示します。

Router# show ip interface vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.6.58.4/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by non-volatile memory
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Local Proxy ARP is disabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP Normal CEF switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  IP route-cache flags are Fast, CEF
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect inbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
  Sampled Netflow is disabled
  IP multicast multilayer switching is disabled
  Netflow Data Export (hardware) is enabled
Router# 

表 2-57 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-57 show ip interface フィールドの説明

フィールド 説明

Ethernet0 is up インターフェイス ハードウェアが使用可能な場合、インターフェ

イスは [up] とマークされます。インターフェイスを使用可能にする

には、インターフェイス ハードウェアとライン プロトコルを両方

とも起動する必要があります。

line protocol is up インターフェイスで双方向通信が可能な場合、ライン プロトコル

には [up] とマークされます。インターフェイスを使用可能にするに

は、インターフェイス ハードウェアとライン プロトコルを両方と

も起動する必要があります。

Internet address and subnet 

mask
インターフェイスの IP アドレスおよびサブネット マスク

Broadcast address ブロードキャスト アドレス 

Address determined by... インターフェイスの IP アドレスの判別方法を示すステータス
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MTU インターフェイスに設定された MTU（ 大伝送ユニット）値

Helper address ヘルパー アドレス（設定されている場合）

Secondary address セカンダリ アドレス（設定されている場合）

Directed broadcast forwarding 送られてきたブロードキャストの転送ステータス

Multicast groups joined 現在のインターフェイスが属するマルチキャスト グループ

Outgoing access list インターフェイスに発信アクセス リストが設定されているかどう

かを示すステータス

Inbound access list インターフェイスに着信アクセス リストが設定されているかどう

かを示すステータス

Proxy ARP Proxy ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）がインター

フェイスに対してイネーブルであるかどうかを示すステータス

Security level 現在のインターフェイスに設定された IP Security Option（IPSO）セ

キュリティ レベル

Split horizon スプリット ホライズンのステータス

ICMP redirects 現在のインターフェイスのリダイレクト メッセージのステータス

ICMP unreachables 現在のインターフェイスに到達不可能なメッセージのステータス

ICMP mask replies 現在のインターフェイスのマスク応答のステータス

IP fast switching 現在のインターフェイスに対して高速スイッチングがイネーブル

であるかどうかを示すステータス。高速スイッチングは、通常、現

在のインターフェイスのようなシリアル インターフェイスでイ

ネーブルです。

IP SSE switching IP Silicon Switching Engine（SSE）のステータス

Router Discovery 現在のインターフェイスの検出プロセスのステータス。通常、この

プロセスはシリアル インターフェイスではディセーブルです。

IP output packet accounting 現在のインターフェイスの IP アカウンティングのステータスおよ

びしきい値（エントリの 大数）

TCP/IP header compression 圧縮のステータス

Probe proxy name HP Probe プロキシ名応答が生成されるかどうかを示すステータス

WCCP Redirect outbound is 

enabled
インターフェイスに着信したパケットがキャッシュ エンジンにリ

ダイレクトされるかどうかを示すステータス 

WCCP Redirect exclude is 

disabled
インターフェイス宛てのパケットがキャッシュ エンジンへのリダ

イレクト対象から除外されるかどうかを示すステータス 

Netflow Data Export 

(hardware) is enabled
インターフェイスの NDE ハードウェア フロー ステータス 

表 2-57 show ip interface フィールドの説明（続き）

フィールド 説明



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ip mcache

2-755
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show ip mcache
IP 高速スイッチング キャッシュの内容を表示するには、show ip mcache コマンドを使用します。

show ip mcache [vrf vrf-name] [group-address | group-name] [source-address | source-name]

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン group-address | group-name は、クラス D IP アドレスまたは DNS（ドメイン ネーム システム）名の

いずれかになります。

source-address | source-name は、ユニキャスト IP アドレスまたは DNS 名のいずれかになります。

例 次に、IPC 高速スイッチング キャッシュの内容を表示する例を示します。このエントリは、World

Radio Network グループ（224.2.143.24）へ送信している特定の送信元（wrn-source 226.62.246.73）を

示します。

Router> show ip mcache wrn wrn-source

IP Multicast Fast-Switching Cache 
(226.62.246.73/32, 224.2.143.24), Fddi0, Last used: 00:00:00  
  Ethernet0       MAC Header: 01005E028F1800000C1883D30800 
  Ethernet1       MAC Header: 01005E028F1800000C1883D60800 
  Ethernet2       MAC Header: 01005E028F1800000C1883D40800 
  Ethernet3       MAC Header: 01005E028F1800000C1883D70800

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

group-address | group-name （任意）単一グループの高速スイッチング キャッシュ 

source-address | source-name （任意）送信元アドレスや名前も指定されている場合、単一マルチ

キャスト キャッシュ エントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。
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表 2-58 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-58 show ip mcache フィールドの説明

フィールド 説明

226.62.246.73 送信元アドレス

224.2.143.24 宛先アドレス

Fddi0 パケットが受信される着信または着信予定のインターフェイス

Last used: 正常に高速スイッチングされたパケットに対してエントリがアクセスさ

れた 終時間。[Semi-fast] は、発信インターフェイス リストの 初の部分

が高速にスイッチングされてリストの残りの部分がプロセス レベル ス

イッチングされたことを示します。

Ethernet0

MAC Header:

出力用にパケットが再書き込みされる際に使用される、発信インターフェ

イス リストおよび各 MAC（メディア アクセス制御）ヘッダー。インター

フェイスがトンネルの場合、MAC ヘッダーは実際のネクストホップ MAC

ヘッダーを示し、カッコ内は実際のインターフェイス名を示します。
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show ip mds interface
モジュール上のすべてのインターフェイスの MDS 情報を表示するには、show ip mds interface コマ

ンドを使用します。

show ip mds interface [vrf vrf-name]

シンタックスの説明 

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、モジュール上のすべてのインターフェイスの MDS 情報を表示する例を示します。

Router# show ip mds interface

Interface                SW-Index  HW-Index  HW IDB      FS Vector   VRF
Ethernet1/0/0            2         1         0x60C2DB40  0x602FB7A4 default
Ethernet1/0/1            3         2         0x60C32280  0x603D52B8 default
Ethernet1/0/2            4         3         0x60C35E40  0x602FB7A4 default
Ethernet1/0/3            5         4         0x60C39E60  0x603D52B8 default
Ethernet1/0/4            6         5         0x60C3D780  0x602FB7A4 default
Ethernet1/0/5            7         6         0x60C41140  0x602FB7A4 default
Ethernet1/0/6            8         7         0x60C453A0  0x602FB7A4 default
Ethernet1/0/7            9         8         0x60C48DC0  0x602FB7A4 default
POS2/0/0                 10        9         0x0                    default
POS3/0/0                 11        10        0x0                    default
Virtual-Access1          13        11        0x0                    default
Loopback0                14        12        0x0                    default
Tunnel0                  15        23        0x61C2E480  0x603D52B8  vrf1
Tunnel1                  16        24        0x61C267E0  0x603D52B8  vrf2
Ethernet1/0/3.1          17        4         0x60C39E60  0x603D52B8  vrf1
Ethernet1/0/3.2          18        4         0x60C39E60  0x603D52B8  vrf2

表 2-59 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。

表 2-59 show ip mds interface フィールドの説明

フィールド 説明

Interface 指定されたインターフェイス

SW-Index ソフトウェア インデックス

HW-Index ハードウェア インデックス

HW IDB ハードウェア インターフェイス説明ブロック

VRF VPN ルーティング / 転送インスタンス
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show ip mpacket
循環キャッシュヘッダー バッファの内容を表示するには、show ip mpacket コマンドを使用します。

show ip mpacket [vrf vrf-name] [group-address | group-name] [source-address | source-name] [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、ip multicast cache-headers コマンドが有効な場合のみ適用できます。

このコマンドが入力されるたびに、新しいバッファが割り当てられます。サマリー表示（detail キー

ワードが省略された場合）は、IP パケット ID、Time-To-Live（TTL）値、送信元および宛先 IP ア

ドレス、およびパケットを受信したときのローカル タイム スタンプを表示します。

同じコマンドで 2 つの引数と 1 つのキーワードを任意の組み合わせで使用できます。

例 次に、循環キャッシュヘッダー バッファの内容を表示する例を示します。

Router # show ip mpacket smallgroup

IP Multicast Header Cache - entry count:6, next index: 7
Key: id/ttl timestamp (name) source group

D782/117 206416.908 (ABC-xy.company.com) 192.168.228.10 224.5.6.7
7302/113 206417.908 (school.edu) 147.12.2.17 224.5.6.7
6CB2/114 206417.412 (MSSRS.company.com) 154.2.19.40 224.5.6.7
D782/117 206417.868 (ABC-xy.company.com) 192.168.228.10 224.5.6.7
E2E9/123 206418.488 (Newman.com) 211.1.8.10 224.5.6.7
1CA7/127 206418.544 (teller.company.com) 192.168.6.10 224.5.6.7

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

group-address | 

group-name
（任意）指定されたグループ アドレスまたはグループ名と一致するキャッ

シュ ヘッダー

source-address | 

source-name
（任意）指定された送信元アドレスまたは送信元名と一致するキャッシュ

ヘッダー

detail （任意）サマリー情報のほかに、追加の行にある残りの IP ヘッダー フィー

ルドと、IP ヘッダーの後ろにある 初の 8 バイト（通常は UDP ポート番

号）を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。
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表 2-60 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-60 show ip mpacket フィールドの説明

フィールド 説明

entry count キャッシュされるパケット数（表示の各行に 1 パケット）。キャッシュに

は 0 ～ 1024 の行番号が振られます。

next index キャッシュ内の次の要素のインデックス

id IP パケットの ID 番号

ttl パケットの現在の TTL

timestamp パケットのタイムスタンプのシーケンス番号

(name) グループに送信している送信元の DNS（ドメイン ネーム システム）名。

名前はカッコ内に表示されます。

source グループに送信している送信元の IP アドレス

group パケットが送信されるマルチキャスト グループ。この例では、グループ

アドレスは smallgroup という名前のグループです。

コマンド 説明

ip multicast cache-headers ルータが受信する IP マルチキャスト パケット ヘッダーを保

存するために循環バッファを割り当てます。
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show ip mroute
IP マルチキャスト ルーティング テーブルに関する情報を表示するには、show ip mroute コマンド

を使用します。

show ip mroute [vrf vrf-name] [{interface interface-number} | {null interface-number} | 
{port-channel number} | {vlan vlan-id} | {{host-name | host-address} [source]} | {active [kbps | 
{interface-type num}]} | {count | pruned | static | summary}] 

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の

範囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

host-name | host-address （任意）DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルで定義され

ている名前または IP アドレスです。

source （任意）マルチキャスト送信元の IP アドレスまたは名前です。

active （任意）アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信速度

を表示します。

kbps （任意）アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信速度

の 小値です。送信速度がこの速度以上であるアクティブな送信元が

表示されます。有効値は 1 ～ 4294967295 kbps です。

count （任意）ルートおよびパケット数に関する情報を表示します。

pruned （任意）プルーニングされたルートを表示します。

static （任意）スタティック マルチキャスト ルートを表示します。

summary （任意）IP マルチキャスト ルーティング テーブル内の各エントリの短

縮されたサマリーを 1 行で表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加さ

れるように、このコマンドが変更されました。
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使用上のガイドライン オプションの引数およびキーワードを省略した場合、show ip mroute コマンドは IP マルチキャスト

ルーティング テーブル内のすべてのエントリを表示します。

show ip mroute active kbps コマンドは、送信速度が kbps 以上のすべての送信元を表示します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

マルチキャスト ルーティング テーブルにデータを入力するには、送信元、スターのグループ (S,G)

エントリ、グループ (*,G) エントリを作成します。スターはすべての送信元アドレス、[S] は単一の

送信元アドレス、[G] は宛先マルチキャスト グループ アドレスを意味します。(S,G) エントリを作

成する場合、ソフトウェアはユニキャスト ルーティング テーブル内で見つかった（RPF を経由す

る）、該当する宛先グループへの 適パスを使用します。

例 次に、IP マルチキャスト ルーティング テーブル内のすべてのエントリを表示する例を示します。

Router# show ip mroute 224.1.1.1
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group, s - SSM
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.1.1.1), 00:00:07/00:02:59, RP 2.0.0.1, flags: BC
  Bidir-Upstream: Null, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    Vlan202, Forward/Sparse-Dense, 00:00:07/00:02:59, H
Router#

次に、アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信速度を表示し、送信速度がデフォ

ルト以上であるアクティブな送信元のみを表示する例を示します。

Router# show ip mroute active

Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps

Group: 224.2.127.254, (sdr.cisco.com)
   Source: 146.137.28.69 (mbone.ipd.anl.gov)
     Rate: 1 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 1 secs), 4 kbps(life avg)

Group: 224.2.201.241, ACM 97
   Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 9 pps/93 kbps(1sec), 145 kbps(last 20 secs), 85 kbps(life avg)

Group: 224.2.207.215, ACM 97
   Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 3 pps/31 kbps(1sec), 63 kbps(last 19 secs), 65 kbps(life avg)
Router#
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次に、ルートおよびパケット数に関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip mroute count
IP Multicast Statistics
56 routes using 28552 bytes of memory
13 groups, 3.30 average sources per group
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
  
Other counts:Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
 
Group:224.2.136.89, Source count:1, Group pkt count:29051
  Source:132.206.72.28/32, Forwarding:29051/-278/1186/0, Other:85724/8/56665
Router#

次に、サマリー情報を表示する例を示します。

Router# show ip mroute summary
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,
       P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
       J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running
       A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host
           Report
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

Router#

表 2-61 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-61 show ip mroute フィールドの説明

フィールド 説明

Flags: エントリに関する情報

D - Dense エントリは dense（稠密）モードで動作しています。

S - Sparse エントリは sparse（希薄）モードで動作しています。

s - SSM Group エントリは SSM グループのメンバです。

C - Connected マルチキャスト グループのメンバは、直接接続されたインターフェ

イス上に存在します。

L - Local ルータ自身が、マルチキャスト グループのメンバです。

P - Pruned ルートがプルーニングされています。ダウンストリーム メンバが送

信元に加入する場合は、この情報が保持されます。

R - Rp-bit set (S,G) エントリがルート プロセッサ方向を指しているかどうかを示す

ステータス。このフィールドは、特定の送信元に関する共有ツリーに

沿ったプルーニング ステートです。

F - Register flag ソフトウェアがマルチキャスト送信元に登録されているかどうかを

示すステータス

T - SPT-bit set パケットが 短パス ツリーで受信されているかどうかを示すステー

タス
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J - Join SPT (*, G) エントリの場合、共有ツリーの下方向に流れるトラフィックの

速度が、グループの SPT しきい値設定値を超えていることを示しま

す（デフォルトの SPT しきい値の設定値は 0 kbps です）。J - Join SPT

フラグが設定されている場合に、共有ツリーの下流で次の (S,G) パ

ケットが受信されると、送信元の方向に (S,G) Join メッセージがトリ

ガーされます。これにより、ルータは送信元ツリーに加入します。

(S, G) エントリの場合、グループの SPT しきい値を超過したためにエ

ントリが作成されたことを示します。(S,G) エントリに J - Join SPT フ

ラグが設定されている場合、ルータは送信元ツリー上のトラフィック

速度をモニタします。送信元ツリーのトラフィック速度がグループの

SPT しきい値を下回っている状況が 1 分以上継続した場合、ルータは

この送信元の共有ツリーに再び切り替えようとします。

ルータは共有ツリー上のトラフィック速度を測定し、この速度とグ

ループの SPT しきい値を 1 秒おきに比較します。トラフィック速度

が SPT しきい値を超えた場合は、トラフィック速度の次の測定が行

われるまで、(*, G) エントリに J - Join SPT フラグが設定されます。共

有ツリーに次のパケットが着信し、新しい測定インターバルが開始す

ると、フラグが解除されます。

グループにデフォルトの SPT しきい値（0 Kbps）が使用されている場

合、(*, G) エントリには常に J - Join SPT フラグが設定され、解除され

ません。デフォルトの SPT しきい値が使用されている場合に、新し

い送信元からトラフィックを受信すると、ルータは 短パス ツリー

にただちに切り替えます。

Bidir-Upstream: Null, RPF 

nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
PIM ルート プロセッサに到達するために使用されるインターフェイ

ス。ルータが PIM ルート プロセッサである場合、または PIM ルート

プロセッサへのルートが存在しない場合は、Null に設定されます。

Outgoing interface flags: 発信エントリに関する情報

H - Hardware switched エントリはハードウェアによりスイッチングされます。

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface、Next-Hop または VCD、State/Mode

(*, 224.0.255.1)

(198.92.37.100/32, 

224.0.255.1)

IP マルチキャスト ルーティング テーブルのエントリです。エントリ

は、送信元ルータの IP アドレスと、それに続くマルチキャスト グルー

プの IP アドレスで構成されます。送信元ルータの位置に置かれたア

スタリスク（*）は、すべての送信元を意味します。

初の形式のエントリは、(*,G) または「スター カンマ G」エントリ

といいます。2 番めの形式のエントリは、(S,G) または「S カンマ G」

エントリといいます。(*,G) エントリは、(S,G) エントリを作成するた

めに使用されます。

uptime IP マルチキャスト ルーティング テーブルにエントリが格納される時

間、分、秒 

expires 発信インターフェイスの IP マルチキャスト ルーティング テーブルか

らエントリが削除されるまでの時間、分、秒 

表 2-61 show ip mroute フィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

RP ルート プロセッサのアドレス。sparse（希薄）モードで動作するルー

タおよびアクセス サーバの場合、このアドレスは常に 0.0.0.0 です。

flags: エントリに関する情報

Incoming interface: 送信元からのマルチキャスト パケットが着信する予定のインター

フェイス。このインターフェイスに着信しなかったパケットは、ド

ロップされます。

RPF neighbor 送信元に対するアップストリーム ルータの IP アドレス。[Tunneling]

は、このルータがカプセル化されたデータを Register パケットに格納

してルート プロセッサに送信していることを示します。カッコ内の

16 進数は、登録されているルート プロセッサを示します。1 つのグ

ループに複数のルート プロセッサが使用されている場合、各ビット

はそれぞれ異なるルート プロセッサを示します。

Dvmrp または Mroute RPF 情報が DVMRP ルーティング テーブルから取得されたか、また

はスタティック mroute コンフィギュレーションから取得されたかを

示すステータス

Outgoing interface list: パケットが転送される場合に通過したインターフェイス。インター

フェイス上で ip pim nbma-mode コマンドがイネーブルの場合、PIM

ネイバの IP アドレスも表示されます。

Ethernet0 発信インターフェイスの名前および番号

Next hop または VCD Next hop は、ダウンストリーム ネイバの IP アドレスを指定します。

VCD（仮想チャネル ディスクリプタ）は、仮想回線の記述子番号を

指定します。VCD0 は、グループがスタティック マップ仮想回線を使

用していることを意味します。

Forward/Dense アクセス リストまたは Time to Live（TTL）しきい値による制限がな

い場合に、インターフェイス上でパケットが転送されるかどうかを示

すステータス。スラッシュ（/）のあとに、インターフェイスの動作

モード（dense または sparse）を示します。

Forward/Sparse sparse モードインターフェイスが転送モードです。

time/time

（uptime/expiration 
time）

インターフェイスごとに、IP マルチキャスト ルーティング テーブル

にエントリが格納される期間（時間、分、秒）。スラッシュ（/）のあ

とに、IP マルチキャスト ルーティング テーブルからエントリが削除

されるまでの期間（時間、分、秒）を示します。

表 2-61 show ip mroute フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。

ip pim インターフェイスの PIM をイネーブルにします。
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show ip mroute bidirectional
IP マルチキャスト ルーティング テーブルに関する Bidir 情報を表示するには、show ip mroute

bidirectional コマンドを使用します。

show ip mroute bidirectional [{interface interface-number} | {null interface-number} | 
{port-channel number} | {vlan vlan-id} | {{host-name | host-address} [source]} | {active [kbps | 
{interface-type num}]} | {count | pruned | static | summary}] 

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

オプションの引数およびキーワードを省略した場合、mroute bidirectional コマンドは IP マルチキャ

スト ルーティング テーブル内のすべてのエントリを表示します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

null interface-number ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の範囲

の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

host-name | host-address （任意）DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルで定義さ

れている名前または IP アドレスです。

source （任意）マルチキャスト送信元の IP アドレスまたは名前です。

active （任意）アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信速

度を表示します。

kbps （任意）アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信速

度の 小値です。送信速度がこの速度以上であるアクティブな送信元

が表示されます。有効値は 1 ～ 4294967295 kbps です。

count （任意）ルートおよびパケット数を表示します。

pruned （任意）プルーニングされたルートを表示します。

static （任意）スタティック マルチキャスト ルートを表示します。

summary （任意）IP マルチキャスト ルーティング テーブル内の各エントリの短

縮されたサマリーを 1 行で表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、双方向 PIM に関連する、IP マルチキャスト ルーティング テーブル内の情報を表示する例を

示します。

Router# show ip mroute bidirectional 
(*, 225.1.3.0), 00:00:02/00:02:57, RP 3.3.3.3, flags:BC 
Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD 
Outgoing interface list: 
GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:02/00:00:00,H 
Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:02/00:02:57, H 
(*, 225.1.2.0), 00:00:04/00:02:55, RP 3.3.3.3, flags:BC 
Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD 
Outgoing interface list: 
GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:04/00:00:00,H 
Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:04/00:02:55, H 
(*, 225.1.4.1), 00:00:00/00:02:59, RP 3.3.3.3, flags:BC 
Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD 
Outgoing interface list: 
GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:00/00:00:00,H 
Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:00/00:02:59, H 
Router#

show ip msdp count
MSDP 送信元アクティブ メッセージで発信された送信元およびグループの数と、送信元アクティブ

キャッシュ内の MSDP ピアからの送信元アクティブ メッセージの数を表示するには、show ip msdp

count コマンドを使用します。

show ip msdp [vrf vrf-name] count [as-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip msdp コマンドからの出力を取得しようとする場合、このコマンドの ip msdp cache-sa-state

コマンドを入力する必要があります。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

as-number （任意）指定された Autonomous System（AS; 自律システム）番号からの送

信元アクティブ メッセージで発信された送信元およびグループの数

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。
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例 次に、MSDP 送信元アクティブ メッセージで発信された送信元およびグループの数と、送信元アク

ティブ キャッシュ内の MSDP ピアからの送信元アクティブ メッセージの数を表示する例を示しま

す。

Router# show ip msdp count

SA State per Peer Counters, <Peer>: <# SA learned>
224.135.250.116: 24
172.16.240.253: 3964
172.16.253.19: 10
172.16.170.110: 11

SA State per ASN Counters, <asn>: <# sources>/<# groups>
Total entries: 4009
?: 192/98, 9: 1/1, 14: 107/57, 17: 7/5
18: 4/3, 25: 23/17, 26: 39/27, 27: 2/2
32: 19/7, 38: 2/1, 52: 4/4, 57: 1/1
68: 4/4, 73: 12/8, 81: 19/1, 87: 9/6
.
.
.

表 2-62 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-62 show ip msdp count フィールドの説明

フィールド 説明

224.135.250.116: 24 IP アドレスが 224.135.250.116 の MSDP ピアで、送信元アクティブ キャッ

シュ内にある MSDP ピアからの送信元アクティブ メッセージが 24 個あり

ます。

Total entries 送信元アクティブ キャッシュ内にある送信元アクティブ エントリの合計

数

9: 1/1 AS 9、1 送信元 /1 グループ

コマンド 説明

ip msdp cache-sa-state ルータ上に source-active ステートを作成します。
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show ip msdp peer
MSDP ピアに関する詳細情報を表示するには、show ip msdp peer コマンドを使用します。

show ip msdp [vrf vrf-name] peer [peer-address | peer-name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、MSDP ピアに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show ip msdp peer 224.135.250.116

MSDP Peer 224.135.250.116 (rtp5-rp1.cisco.com), AS 109 (configured AS)
Description:
Connection status:

State: Up, Resets: 9, Connection source: Loopback2 (228.69.199.17)
Uptime(Downtime): 1d10h, Messages sent/received: 436765/429062
Output messages discarded: 0
Connection and counters cleared 1w2d     ago

SA Filtering:
Input (S,G) filter: none, route-map: none
Input RP filter: none, route-map: none
Output (S,G) filter: none, route-map: none
Output RP filter: none, route-map: none

SA-Requests:
Input filter: none
Sending SA-Requests to peer: disabled

Peer ttl threshold: 0
SAs learned from this peer: 32, SAs limit: 500
Input queue size: 0, Output queue size: 0

表 2-63 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN

ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

peer-address | peer-name （任意）情報が表示される MSDP ピアの DNS（ドメイン ネーム シ

ステム）名または IP アドレス

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。

表 2-63 show ip msdp peer フィールドの説明

フィールド 説明

MSDP ピア MSDP ピアの IP アドレス

AS MSDP ピアが属する Autonomous System（AS; 自律システム）

State: MSDP ピアの状態

Connection source: TCP ローカル接続アドレスの IP アドレスを取得するのに使用する

インターフェイス

Uptime(Downtime): MSDP ピアがアップまたはダウンする日付と時間。時間が 24 時間

以内の場合、時間、分、秒が表示されます。
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関連コマンド

Messages sent/received: MSDP ピアに送信される送信元アクティブ メッセージの数と、

MSDP ピアから受信する送信元アクティブ メッセージの数

SA Filtering: 送信元アクティブ入力および出力のアクセス リスト フィルタリン

グがある場合、それに関する情報

SA-Requests: 送信元アクティブ要求のアクセス リスト フィルタリングがある場

合、それに関する情報

SAs learned from this peer: 送信元アクティブ キャッシュにある MSDP ピアからの送信元アク

ティブ メッセージ数

SAs limit: この MSDP ピアの送信元アクティブ メッセージ制限

表 2-63 show ip msdp peer フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

ip msdp peer MSDP ピアを設定します。
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show ip msdp sa-cache
MSDP ピアから学習する (S,G) ステートを表示するには、show ip msdp sa-cache コマンドを使用し

ます。

show ip msdp [vrf vrf-name] sa-cache [group-address | source-address | group-name | source-name] 
[group-address | source-address | group-name | source-name] [as-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip msdp cache-sa-state コマンドを入力した場合にのみステートがキャッシュされます。

2 つのアドレスや名前を入力した場合、これらのアドレスに対応する (S,G) エントリが表示されま

す。1 つのグループ アドレスのみを入力した場合は、そのグループのすべての送信元が表示されま

す。

オプションを指定しない場合、送信元アクティブ キャッシュ全体が表示されます。

例 次に、MSDP ピアから学習される (S,G) ステートを表示する例を示します。

Router# show ip msdp sa-cache

MSDP Source-Active Cache - 2398 entries
(172.16.41.33, 238.105.148.0), RP 172.16.3.111, MBGP/AS 704, 2d10h/00:05:33
(172.16.112.8, 224.2.0.1), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 00:03:21/00:02:38
(172.16.10.13, 227.37.32.1), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 05:22:20/00:03:32
(172.16.66.18, 233.0.0.1), RP 192.168.3.111, MBGP/AS 704, 2d10h/00:05:35
(172.16.66.148, 233.0.0.1), RP 192.168.3.111, MBGP/AS 704, 2d10h/00:05:35
(172.16.10.13, 227.37.32.2), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 00:44:30/00:01:31
(172.16.70.203, 224.2.236.2), RP 192.168.253.7, MBGP/AS 3582, 02:34:16/00:05:49
(172.18.42.104, 236.195.56.2), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 04:21:13/00:05:22
(172.16.10.13, 227.37.32.3), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 00:44:30/00:02:31
(172.18.15.43, 224.0.92.3), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 6d09h/00:05:35
(172.18.15.111, 224.0.92.3), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 16:18:08/00:05:35
(172.18.21.45, 224.0.92.3), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 16:18:08/00:05:35
(172.18.15.75, 224.0.92.3), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 08:40:52/00:05:35
(172.18.15.100, 224.0.92.3), RP 192.168.200.65, MBGP/AS 10888, 08:40:52/00:05:35
(172.16.10.13, 227.37.32.6), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 00:45:30/00:05:31
(172.18.41.33, 224.247.228.10), RP 192.168.3.111, MBGP/AS 704, 2d10h/00:05:35
(172.18.222.210, 224.2.224.13), RP 192.168.3.92, MBGP/AS 704, 01:51:53/00:05:22
(172.18.41.33, 229.231.124.13), RP 192.168.3.111, MBGP/AS 704, 2d10h/00:05:33
(172.18.32.138, 224.2.200.23), RP 192.168.253.7, MBGP/AS 3582, 21:33:40/00:05:49
(172.18.75.244, 224.2.200.23), RP 192.168.253.7, MBGP/AS 3582, 21:33:40/00:05:49

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF;

VPN ルーティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

group-address | source-address | 

group-name | source-name
（任意）(S,G) 情報が表示される、グループ アドレス、送信元アド

レス、グループ名、またはグループや送信元の送信元名

as-number （任意）指定された Autonomous System（AS; 自律システム）番号

によって発信されたステートのみを表示します。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。
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表 2-64 に、表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-64 show ip msdp sa-cache フィールドの説明

フィールド 説明

(172.16.41.33, 238.105.148.0) 2 番めのアドレス（グループ）に送信している 初のアドレス（送

信元）グループ

RP 172.16.3.111 送信元アクティブ メッセージが開始された送信元ドメインの

Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）アドレス

MBGP/AS 704 マルチプロトコル BGP に応じた、AS 704 にある RP

2d10h/00:05:33 2 日と 10 時間でキャッシュされたルート。送信元アクティブ メッ

セージが 5 分 33 秒で受信されない場合、送信元アクティブ キャッ

シュからルートが削除されます。

コマンド 説明

clear ip msdp sa-cache MSDP 送信元アクティブ キャッシュ エントリをクリアします。

ip msdp cache-sa-state ルータ上に source-active ステートを作成します。
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show ip msdp summary
MSDP ピア ステータスを表示するには、show ip msdp summary コマンドを使用します。

show ip msdp [vrf vrf-name] summary

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、MSDP ピア ステータスを表示する例を示します。

Router# show ip msdp summary

MSDP Peer Status Summary
Peer Address     AS    State    Uptime/  Reset SA    Peer Name

Downtime Count Count
224.135.250.116  109   Up       1d10h    9     111   rtp5-rp1
*172.20.240.253 1239  Up       14:24:00 5     4010  sl-rp-stk
172.16.253.19    109   Up       12:36:17 5     10    shinjuku-rp1
172.16.170.110   109   Up       1d11h    9     12    ams-rp1

表 2-65 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみこのコマンドのサポートが追加されました。

表 2-65 show ip msdp summary フィールドの説明

フィールド 説明

Peer Address MSDP ピアの IP アドレス

AS MSDP ピアが属する Autonomous System（AS; 自律システム）

State MSDP ピアの状態

Uptime/Downtime 前のカラムで示されているステートごとに、MSDP ピアがアップまたはダ

ウンする日付と時間。時間が 24 時間以内の場合、時間、分、秒が表示さ

れます。

SA Count 送信元アクティブ キャッシュにある MSDP ピアからの送信元アクティブ

メッセージ数

Peer Name MSDP ピアの名前
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show ip nhrp
NHRP キャッシュに関する情報を表示するには、show ip nhrp コマンドを使用します。

show ip nhrp [summary | dynamic | static | incomplete] [{interface-type interface-number} | 
ip-address] [detail | brief]

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表 2-66 に、type および number オプション引数の有効なタイプ、番号の範囲、説明を示します。

（注） 有効なタイプは、プラットフォームとプラットフォーム上のインターフェイスによって変化しま

す。

summary （任意）NHRP キャッシュ除去情報のサマリーを表示します。

dynamic （任意）ダイナミック（学習）IP-to-NBMA キャッシュ エントリのみを表

示します。

static （任意）（ip nhrp map コマンドを使用して設定された）スタティック

IP-to-NBMA アドレス キャッシュ エントリのみを表示します。

incomplete （任意）不完全なキャッシュに関する情報を表示します。

interface-type 
interface-number

（任意）指定したインターフェイス タイプのみの NHRP キャッシュ情報を

表示します。タイプ、番号の範囲、および説明については、表 2-66 を参

照してください。

ip-address （任意）特定の IP アドレスのみの NHRP キャッシュ情報を表示します。

detail （任意）NHRP キャッシュに関する詳細情報を表示します。

brief （任意）NHRP キャッシュに関する基本情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-66 有効なタイプ、番号の範囲、インターフェイスの説明

有効なタイプ 番号の範囲 インターフェイスの説明

async 1 非同期

ctunnel 0 ～ 2147483647 C トンネル

dialer 0 ～ 20049 ダイヤラ

fastethernet 0 ～ 6 ファスト イーサネット IEEE 802.3

GigabitEthernet 0 ～ 6 ギガビット イーサネット IEEE 802.3

loopback 0 ～ 2147483647 ループバック

mfr 0 ～ 2147483647 マルチリンク フレーム リレー バンドル

multilink 0 ～ 2147483647 マルチリング グループ

null 0 ヌル
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例 次に、NHRP キャッシュに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip nhrp 

10.0.0.2 255.255.255.255, ATM0/0 created 0:00:43 expire 1:59:16
 Type: dynamic Flags: authoritative 
 NBMA address: 11.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.1111.11 
10.0.0.1 255.255.255.255, Tunnel0 created 0:10:03 expire 1:49:56
 Type: static Flags: authoritative 
 NBMA address: 11.1.1.2 

表 2-67 に、表示されるフィールドについて説明します。

port-channel 1 ～ 282 インターフェイスの EtherChannel

pos-channel 1 ～ 4094 インターフェイスの PoS チャネル

tunnel 0 ～ 2147483647 トンネル インターフェイス

vif 1 PGM マルチキャスト ホスト

tunnel 0 ～ 2147483647 トンネル

virtual-template 1 ～ 1000 仮想テンプレート

virtual-tokenring 0 ～ 2147483647 仮想トークンリング

xtagatm 0 ～ 2147483647 拡張タグ ATM（非同期転送モード）

表 2-66 有効なタイプ、番号の範囲、インターフェイスの説明（続き）

有効なタイプ 番号の範囲 インターフェイスの説明

表 2-67 show ip nhrp フィールドの説明

フィールド 説明

10.0.0.2 255.255.255.255 IP-to-NBMA アドレス キャッシュの IP アドレスおよびネットワーク マ

スク。NHRP を通じた NBMA 情報の集約はサポートしていないため、

現在マスクは常に 255.255.255.255 です。

ATM0/0 created 0:00:43 インターフェイス タイプおよび番号（この場合、ATM スロットとポー

ト番号）と、作成された時期（時間 : 分 : 秒）

expire 1:59:16 信頼できる NBMA アドレスと信頼できない NBMA アドレスの期限が

切れる時間（時間 : 分 : 秒）この値は、ip nhrp holdtime コマンドに基

づいています。

Type • dynamic ― NBMA アドレスが NHRP 要求パケットから取得されま

した。

• static ― NBMA アドレスが静的に設定されました。

Flags • authoritative ― 特定の宛先に対する NBMA/IP アドレス マッピング

を保持するネクストホップ サーバまたはルータから NHRP 情報が

取得されたことを示します。

• implicit ― ローカル ルータから生成された NHRP 要求ではなく、

ローカル ルータから転送された NHRP パケットまたはローカル

ルータで受信された NHRP 要求から情報が生成されたことを示し

ます。

• negative ― ネガティブ キャッシュ用。要求された NBMA マッピン

グが取得できないことを示します。

NBMA アドレス 非ブロードキャスト マルチアクセス。アドレス形式は、使用されてい

るネットワークのタイプ（たとえば ATM、イーサネット、SMDS、マ

ルチポイント トンネル等）に適したものになります。
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次に、特定の IP アドレスのダイナミック（学習）IP-to-NBMA キャッシュに関する情報を表示する

例を示します。

Router# show ip nhrp dynamic 255.255.255.255 brief
   Target      Via                NBMA            Mode    Intfc   Claimed

関連コマンド

show ip pim bsr-router
BSR（ブートストラップ ルータ）情報を表示するには、show ip pim bsr-router コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] bsr-router

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 出力には、選定された BSR 情報およびローカルに設定された候補 Rendezvous Point（RP; ランデブー

ポイント）アドバタイズに関する情報が含まれています。

例 次に、BSR 情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim bsr-router

PIMv2 Bootstrap information
This system is the Bootstrap Router (BSR)

BSR address: 172.16.143.28 
Uptime: 04:37:59, BSR Priority: 4, Hash mask length: 30
Next bootstrap message in 00:00:03 seconds

Next Cand_RP_advertisement in 00:00:03 seconds. 
RP: 172.16.143.28(Ethernet0), Group acl: 6

表 2-68 に、表示されるフィールドについて説明します。

コマンド 説明

ip nhrp holdtime 信頼できる NHRP 応答で、NHRP NBMA アドレスが有効であると

してアドバタイズされる秒数を変更します。

ip nhrp map MBMA ネットワークに接続される IP 宛先の IP-to-NBMA アドレス

マップングをスタティックに設定します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

表 2-68 show ip pim bsr フィールドの説明

フィールド 説明

BSR address BSR の IP アドレス

Uptime このルータがアップしている期間（時間、分、秒）

BSR Priority ip pim bsr-candidate コマンドで設定されたプライオリティ 

Hash mask length ハッシュ関数が呼び出される前にグループ アドレスで AND

されるマスクの長さ（ 大 32 ビット）。この値は、ip pim

bsr-candidate コマンドで設定されます。

Next bootstrap message in 次のブートストラップ メッセージが BSR から来る予定の時

間（時間、分、秒）

Next Cand_RP_advertisement in 次の候補 RP アドバイスが送信される時間（時間、分、秒）

RP RP の IP アドレス リスト

Group acl RP アドレスに関連してアドバタイズされるグループ プレ

フィクスを定義する標準 IP アクセス リスト番号。この値は、

ip pim bsr-candidate コマンドで設定されます。

コマンド 説明

ip pim bsr-candidate BSR 候補であることを通知するようにルータを設定します。

ip pim rp-candidate ルータが自身を PIM バージョン 2 RP 候補として BSR にアド

バタイズするように設定します。

show ip pim rp-hash（BSR） 特定のグループに対して選択されている RP を表示します。
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show ip pim interface df
Designated Forwarder（DF; 指定転送装置）インターフェイスに関する情報を表示するには、show

ip pim interface df コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] interface df [rp-addr] 

シンタックスの説明

デフォルト rp-addr を指定しない場合は、指定されたすべての転送装置が表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、DF インターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim interface df 10.18.1.31
Interface                RP               DF Winner        Metric     Uptime
Vlan70                   10.18.1.31       10.70.1.55       0          14:16:24
FastEthernet5/5          10.18.1.31       10.16.1.30       0          14:16:24
FastEthernet5/6          10.18.1.31       10.18.1.31       0          14:16:24
Router# 

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rp-addr （任意）指定転送装置のホスト名または IP アドレス

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加さ

れるように、このコマンドが変更されました。
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show ip pim mdt bgp
MDT デフォルト グループに対するルート識別子の詳細な BGP（ボーダー ゲートウェイ プロトコ

ル）アドバタイズを表示するには、show ip pim mdt bgp コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] mdt bgp

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、MDT デフォルト グループに対するルート識別子の詳細な BGP アドバタイズを表示する例を

示します。

Router# show ip pim mdt bgp

MDT-default group 232.2.1.4
 rid:1.1.1.1 next_hop:1.1.1.1

表 2-69 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-69 show ip pim mdt bgp フィールドの説明

フィールド 説明

MDT-default group このルータにアドバタイズされた MDT デフォルト グループ

rid:10.1.1.1 アドバタイズしているルータの BGP ルータ ID

next_hop:10.1.1.1 アドバタイズに含まれている BGP ネクストホップ アドレス
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show ip pim mdt history
再利用されたデータ MDT の情報を表示するには、show ip pim mdt history コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] mdt history interval {number}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip pim mdt history コマンドは、過去に設定された間隔で再利用されたデータ MDT の情報を表

示します。

例 次に、再利用されたデータ MDT の情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim vrf blue mdt history interval 20

   MDT-data send history for VRF - blue for the past 20 minutes

MDT-data group        Number of reuse
     10.9.9.8           3
     10.9.9.9           2

表 2-70 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

minutes 設定可能な時間間隔（分単位）

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-70 show ip pim mdt history フィールドの説明

フィールド 説明

MDT-data group 情報が表示されている MDT データ グループ

Number of reuse このグループで再利用されているデータ MDT の数
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show ip pim mdt receive
指定したルータで受信されたデータ MDT アドバタイズを表示するには、show ip pim mdt receive コ

マンドを使用します。 

show ip pim [vrf vrf-name] mdt receive [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ルータがデフォルト MDT からデータ MDT に切り替えたい場合、トラフィックが送信される VRF

送信元、グループ ペア、およびグローバル マルチキャスト アドレスをアドバタイズします。リモー

ト ルータがこのデータを受信したい場合、このグローバル マルチキャスト グループに加入します。

例 次に、指定されたルータで受信されるデータ MDT の情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim vrf vpn8 mdt receive detail

Joined MDT-data groups for VRF:vpn8
group:232.2.8.0 source:10.0.0.100 ref_count:13
(10.101.8.10, 225.1.8.1), 1d13h/00:03:28/00:02:26, OIF count:1, flags:TY
(10.102.8.10, 225.1.8.1), 1d13h/00:03:28/00:02:27, OIF count:1, flags:TY

表 2-71 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

detail （任意）受信されたデータ MDT アドバタイズの詳細な説明を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-71 show ip pim mdt receive フィールドの説明

フィールド 説明

group:172.16.8.0 データ MDT が構築されたグループ

source:10.0.0.100 データ MDT が構築された VRF 送信元

ref_count:13 このデータ MDT を再利用している送信元とグループのペアの数
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OIF count:1 このマルチキャスト データの転送元となるインターフェイスの数

flags: エントリに関する情報

A ― 候補 MSDP アドバタイズ

B ― Bidir グループ

D ― dense（稠密）

C ― 接続

F ― レジスタ フラッグ

I ― 受信された送信元固有のホスト レポート

J ― 加入 SPT

L ― ローカル

M ― MSDP 作成エントリ

P ― 除去

R ― RP ビット セット

S ― sparse（希薄）

s ― SSM グループ

T ― SPT ビット セット

X ― 実行中のプロキシ加入タイマー

U ― URD

Y ― 加入済み MDT データ グループ

y ― MDT データ グループへの送信

Z ― マルチキャスト トンネル

表 2-71 show ip pim mdt receive フィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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show ip pim mdt send
指定したルータが実行したデータ MDT アドバタイズを表示するには、show ip pim mdt send コマン

ドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] mdt send

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したルータで実行されたデータ MDT アドバタイズを示すには、このコマンドを使用します。

例 次に、指定したルータで実行されたデータ MDT アドバタイズを表示する例を示します。

Router# show ip pim mdt send

MDT-data send list for VRF:vpn8
  (source, group)                     MDT-data group      ref_count
  (10.100.8.10, 225.1.8.1)            232.2.8.0           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.2)            232.2.8.1           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.3)            232.2.8.2           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.4)            232.2.8.3           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.5)            232.2.8.4           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.6)            232.2.8.5           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.7)            232.2.8.6           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.8)            232.2.8.7           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.9)            232.2.8.8           1
  (10.100.8.10, 225.1.8.10)           232.2.8.9           1

表 2-72 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-72 show ip pim mdt send フィールドの説明

フィールド 説明

source, group このルータがデータ MDT に切り替えた送信元およびグループ アドレス

MDT-data group これらのデータ MDT が送信されたマルチキャスト アドレス

ref_count このデータ MDT を再利用している送信元とグループのペアの数
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show ip pim neighbor
検出された PIM ネイバのリストを表示するには、show ip pim neighbor コマンドを使用します。 

show ip pim [vrf vrf-name] neighbor [interface-type interface-number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN 上のどのルータが PIM 用に設定されているかを判別するのにこのコマンドを使用します。

例 次に、検出された PIM ネイバのリストを表示する例を示します。

Router# show ip pim neighbor

PIM Neighbor Table
Neighbor Address  Interface          Uptime    Expires Mode
192.168.37.2       Ethernet0          17:38:16  0:01:25 Dense
192.168.37.33      Ethernet0          17:33:20  0:01:05 Dense (DR)
192.168.36.131     Ethernet1          17:33:20  0:01:08 Dense (DR)
192.168.36.130     Ethernet1          18:56:06  0:01:04 Dense
10.1.22.9         Tunnel0            19:14:59  0:01:09 Dense

表 2-73 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

interface-type （任意）インターフェイスのタイプ

interface-number （任意）インターフェイス番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-73 show ip pim neighbor フィールドの説明

フィールド 説明

Neighbor Address PIM ネイバの IP アドレス

Interface ネイバが到達可能なインターフェイスのタイプと番号

Uptime PIM ネイバ テーブルにエントリが格納される時間（時間、分、秒） 

Expires IP マルチキャスト ルーティング テーブルからエントリが削除されるまで

の時間（時間、分、秒） 

Mode インターフェイスが動作しているモード 

(DR) このネイバが LAN での指定ルータであるかどうかのステータス
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関連コマンド コマンド 説明

ip pim state-refresh disable PIM ルータでの PIM dense-mode refresh-control メッ

セージの処理と転送をディセーブルにします。

ip pim state-refresh origination-interval PIM ルータでの PIM dense-mode state refresh-control

メッセージの発信とメッセージ間隔を設定します。

show ip pim interface df Designated Forwarder（DF; 指定転送装置）インターフェ

イスに関する情報を表示します。
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show ip pim rp-hash（BSR）
指定したグループでどの Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）が選択されるのかを表示す

るには、show ip pim rp-hash コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] rp-hash {group-address | group-name}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、指定したグループでどの RP が選択されたかを表示します。また、この RP が自

動 RP によって選択されたか、PIM バージョン 2 ブートストラップ メカニズムによって選択された

かも表示します。

例 次に、特定のグループでどの RP が選択されたを表示する例を示します。

Router# show ip pim rp-hash 239.1.1.1

RP 172.16.24.12 (mt1-47a.cisco.com), v2
    Info source: 172.16.24.12 (mt1-47a.cisco.com), via bootstrap
         Uptime: 05:15:33, expires: 00:02:01

表 2-74 に、表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

group-address | 

group-name
DNS（ドメイン ネーム システム）ホスト テーブルで定義されている指定

グループ アドレスまたはグループ名の RP 情報

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

表 2-74 show ip pim rp-hash フィールドの説明

フィールド 説明

RP 172.16.24.12 (mt1-47a.cisco.com), 

v2
指定したグループ（239.1.1.1）の RP のアドレス。カッコ内

は RP の DNS 名。 RP のアドレスが DNS に登録されていない

場合、疑問符（?）が表示されます。PIM バージョン 2 が設

定されています。

Info source: 172.16.24.12 

(mt1-47a.cisco.com), via bootstrap
ルータがこの RP を学習した相手システムおよび送信元 DNS

名。 RP はブートストラップ メカニズムによって選択されま

した。この場合、BSR も RP です。

Uptime このルータが RP について認識した期間（時間、分、秒）

expires この RP に関する情報の期限が切れたあとの時間（時間、分、

秒）。ルータがこの時間にリフレッシュ メッセージを受信し

ない場合、この RP に関する情報をドロップします。
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show ip pim rp mapping
PIM グループとアクティブ Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）のマッピングを表示する

には、show ip pim rp mapping コマンドを使用します。

show ip pim [vrf vrf-name] rp mapping [rp-address]

シンタックスの説明

デフォルト rp-address を指定しない場合、すべてのアクティブ RP に関するマッピングが表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、PIM グループとアクティブ RP のマッピングを表示する例を示します。

Router# show ip pim rp mapping 
PIM Group-to-RP Mappings 
This system is an RP-mapping agent
Group(s) 224.1.0.0/16 
RP 6.6.6.6 (?), v2v1 
Info source: 6.6.6.6 (?), elected via Auto-RP ---> learned via Auto-RP 
and the elected RP. 
Uptime: 22:36:49, expires: 00:02:04 
Group(s) 225.2.2.0/24 
RP 9.9.9.9 (?), v2v1, bidir 
Info source: 9.9.9.9 (?), elected via Auto-RP 
Uptime: 22:36:20, expires: 00:02:37 
Group(s) 226.2.2.0/24 
RP 2.2.2.2 (?), v2v1, bidir 
Info source: 2.2.2.2 (?), elected via Auto-RP 
Uptime: 22:36:24, expires: 00:02:29 
Group(s) 227.2.2.0/24 
RP 9.9.9.9 (?), v2v1, bidir 
Info source: 9.9.9.9 (?), elected via Auto-RP 
Uptime: 22:36:21, expires: 00:02:35
Router#

表 2-75 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

rp-address （任意）RP の IP アドレス

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加されるように、このコマンドが

変更されました。
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show ip pim snooping 
IP PIM スヌーピングに関する情報を表示するには、show ip pim snooping コマンドを使用します。

show ip pim snooping

show ip pim snooping vlan vlan-id [neighbor | mac-group | statistics | mroute [{src-ip | group-ip}]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、グローバル ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping
Global runtime mode: Enabled
Global admin mode  : Enabled
Number of user enabled VLANs: 1
User enabled VLANs: 10
Router#

表 2-75 show ip pim rp mapping フィールドの説明

フィールド 説明

Info source ACL（アクセス コントロール リスト）番号

Static スタティック RP 設定のグループ / マッピング情報

Bidir Mode RP が双方向モードで動作しているかどうかを示すステータス

RP 該当するグループの RP のアドレス

(?) DNS（ドメイン ネーム システム）名が指定されていないことを示すステー

タス

vlan vlan-id 特定の VLAN（仮想 LAN）に関する情報を表示します。有効値は 1 ～ 4094

です。

neighbor （任意）ネイバ データベースに関する情報を表示します。

mac-group （任意）レイヤ 2 GDA データベースに関する情報を表示します。

statistics （任意）VLAN 統計情報を表示します。

mroute （任意）mroute データベースに関する情報を表示します。

src-ip （任意）送信元 IP アドレス

group-ip （任意）グループ IP アドレス

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF2 Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ip pim snooping

2-788
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、特定の VLAN に関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10
3 neighbors (0 DR priority incapable, 0 Bi-dir incapable) 
6 mroutes, 3 mac entries 
DR is 10.10.10.4 
RP DF Set
Router#

次に、特定の VLAN のネイバ データベースに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10 neighbor 
IP Address       Mac address     Port Uptime/Expires    Flags
10.10.10.2       000a.f330.344a  3/13 00:09:57/00:01:22 
10.10.10.1       000a.f330.334a  3/12 00:09:44/00:01:21 
10.10.10.4       000a.f330.3c00 15/01 00:09:57/00:01:22 DR
Number of Neighbors = 3
Router# 

次に、特定の VLAN のレイヤ 2 GDA データベースに関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10 mac-group 
Mac address    Group address   Uptime/Expires    Outgoing Ports
0100.5e01.6465 224.1.100.101   00:20:26/00:02:43 3/12 3/13 15/1 
0100.5e01.6464 224.1.100.100   00:20:28/00:02:41 3/12 3/13 15/1 
0100.5e00.0128 224.0.1.40      00:20:27/00:02:47 3/12 3/13 15/1 
Number of mac-groups = 3
Router# 

次に、特定の VLAN の詳細な統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10 statistics 
PIMv2 statistics for vlan 10:
Hello                                           : 811
Join/Prunes                                     : 1332
RP DF Election                                  : 0
Asserts                                         : 133
Other types                                     : 0

Hello option holdtime [1]                       : 811
Hello option Generation ID[20]                  : 544
Hello option DR priority[19]                    : 544
Hello option Bi-dir capable[22]                 : 0
Hello option Fast Hold[65005]                   : 0
Hello option Lan Prune Delay[2]                 : 0
Hello option Tag switching [17]                 : 0
Hello option PIM-DM State Refresh[21]           : 544
Hello option Deprecated Cisco DR priority[18]   : 0
Error - Hello length too short                  : 0
Error - Hello hold option missing               : 0
Error - Hello option length                     : 0
Error - Hello option unknown                    : 0

Error - Join/Prune Address Family               : 0
Error - Join/Prune Parser malloc failure        : 0
Error - Join/Prune Unknown up/down neighbor     : 0
Error - Join/Prune Malformed packet discards    : 0

Error - RPDF election Address Family            : 0
Error - RPDF Unknown up/down neighbor           : 0

Error - Generic packet input error              : 0
Router# 
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次に、特定の VLAN 内のすべての mrouter の mroute データベースに関する情報を表示する例を示し

ます。

Router# show ip pim snooping vlan 10 mroute 
Number of Mroutes = 6
Flags: J/P - (*,G) Join/Prune, j/p - (S,G) Join/Prune
       SGR-P - (S,G,R) Prune

(*, 224.1.100.101), 00:16:14/00:02:58
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:16:14/00:02:58, J
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 

(*, 224.1.100.100), 00:16:16/00:02:56
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:16:16/00:02:56, J
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 

(10.10.10.2, 224.0.1.40), 00:16:10/00:03:03
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:16:10/00:03:03, SGR-P
  Downstream ports: 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/13 

(*, 224.0.1.40), 00:16:16/00:03:02
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:16:16/00:03:02, J
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 

(*, 224.10.10.10), 00:02:23/00:01:06
  Downstream ports: 
  Upstream   ports: 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 

(123.123.123.123, 224.10.10.10), 00:02:23/00:01:06
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:02:23/00:01:06, j
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 
Router#

次に、特定の送信元アドレスの PIM mroute に関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10 mroute 224.1.100.100
(*, 224.1.100.100), 00:16:36/00:02:36
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:16:36/00:02:36, J
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 
Router#

次に、特定の送信元およびグループ アドレスの PIM mroute に関する情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim snooping vlan 10 mroute 123.123.123.123 224.10.10.10
(123.123.123.123, 224.10.10.10), 00:03:04/00:00:25
  10.10.10.1->10.10.10.2, 00:03:04/00:00:25, j
  Downstream ports: 3/12 
  Upstream   ports: 3/13 
  Outgoing   ports: 3/12 3/13 
Router#
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関連コマンド

show ip rpf events
トリガーされた RPF 統計情報を表示するには、show ip rpf events コマンドを使用します。

show ip rpf [vrf vrf-name] events

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、トリガーされた RPF 統計情報を表示する例を示します。

Router#  show ip rpf events 
Last 15 triggered multicast RPF check events
RPF backoff delay: 500 msec 
RPF maximum delay: 5 sec
DATE/TIME BACKOFF PROTOCOL EVENT RPF CHANGES 
Jan 1 00:00:55.643 500 msec EIGRP Route UP 0 
Jan 1 00:00:07.283 1000 sec Connected Route UP 0 
Jan 1 00:00:06.283 500 msec Connected Route UP 0
Router# 

関連コマンド

コマンド 説明

ip pim snooping（グローバル コンフィギュ

レーション モード）

PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにし

ます。

ip pim snooping（インターフェイス コンフィ

ギュレーション モード）

インターフェイスで PIM スヌーピングをイネーブ

ルにします。

vrf vrf-name （任意）マルチキャスト VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルー

ティング / 転送インスタンス）の名前を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE vrf vrf-name キーワードおよび引数が追加されるように、このコマンドが

変更されました。

コマンド 説明

ip multicast rpf backoff PIM バックオフ インターバルを設定します。

ip multicast rpf interval RPF 一貫性チェック インターバルを設定します。
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show ip wccp 
WCCP 統計情報を表示するには、show ip wccp コマンドを使用します。

show ip wccp [{service-number | web-cache} [detail | view]]

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン [Total Packets Redirected] カウントを表示するには、show ip wccp service-number コマンドを使用しま

す。[Total Packets Redirected] カウントは、リダイレクトされたフローまたはセッション数です。

[Packets Redirected] カウントを表示するには、show ip wccp service-number detail コマンドを使用し

ます。[Packets Redirected] カウントは、リダイレクトされたフローまたはセッション数です。

レイヤ 2 リダイレクションを使用しているパケット数でなくフロー数を表示するには、show ip

wccp web-cache detail コマンドを使用します。

シスコ キャッシュ エンジンを使用するキャッシュ エンジン クラスタの場合、リバース プロキシの

service-number は 99 で示されます。

[Packets Redirected] 情報のカウンタをリセットするには、clear ip wccp コマンドを使用します。

IP WCCP コマンドの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』の

「Configuring Web Cache Services Using WCCP」を参照してください。

service-number （任意）ルータが制御しているキャッシュ サービス グループの ID 番号。有

効値は、0 ～ 99 です。

web-cache （任意）Web キャッシュ サービスの統計情報を表示するように、ルータに

指示します。

detail （任意）現在設定済みクラスタ内のルータおよびすべてのキャッシュ エン

ジンに関する情報を表示します。

view （任意）特定のサービス グループ内で、検出された、または検出されてい

ない他のメンバを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 32 をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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例 次に、レイヤ 2 リダイレクションを使用する接続済みキャッシュ エンジンを表示する例を示しま

す。

Router# show ip wccp web-cache detail
WCCP Cache-Engine information:
        IP Address:           10.11.1.1
        Protocol Version:     2.0
        State:                Usable
        Redirection:          L2
        Initial Hash Info:    FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                               FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
        Assigned Hash Info:   FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                               FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
        Hash Allotment:       256 (100.00%)
        Packets Redirected:   10273
        Connect Time:         17:05:44

表 2-76 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-76 show ip wccp web-cache detail コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

WCCP Cache-Engine information サービス グループ内のキャッシュ エンジンに接続されたルー

タに対応付けられた WCCP の IP アドレスおよびバージョンに

関するフィールドを含むエリアのヘッダー

IP Address サービス グループ内のキャッシュ エンジンに接続されたルー

タの IP アドレス

Protocol Version サービス グループ内のルータで使用されている WCCP のバー

ジョン

WCCP Cache-Engine information キャッシュ エンジン情報のフィールド

IP Address サービス グループ内のキャッシュ エンジンの IP アドレス

Protocol Version サービス グループ内のキャッシュ エンジンで使用されている

WCCP のバージョン

State キャッシュ エンジンが正常に稼働しているかどうか、および

サービス グループ内のルータおよび他のキャッシュ エンジン

からコンタクトできるかどうかを示すステータス

Initial Hash Info ハッシュ バケット割り当ての初期状態

Assigned Hash Info ハッシュ バケット割り当ての現在の状態

Hash Allotment 現在のキャッシュ エンジンに割り当てられたバケットのパーセ

ンテージ。値およびパーセント値が両方とも表示されます。

Packets Redirected キャッシュ エンジンにリダイレクトされたフローまたはセッ

ション数

Connect Time キャッシュ エンジンがルータへの接続に要する時間

コマンド 説明

clear ip wccp ルータで維持されている特定のサービスの WCCP 統計情報

（カウント）を削除します。

ip wccp キャッシュ エンジン サービス グループのサポートをイネー

ブルまたはディセーブルにするようにルータに指示します。

ip wccp redirect WCCP を使用する発信または着信インターフェイスでのパ

ケット リダイレクションをイネーブルにします。
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show ipv6 mfib
IPv6 MFIB の転送エントリおよびインターフェイスを表示するには、show ipv6 mfib コマンドを使

用します。

show ipv6 mfib [{group-ip-addr/prefix-length | group-name | group-address [source-name | 
source-address]} | {active kbps} | count | interface | status | summary | verbose]

show ipv6 mfib [link-local [active [kbps] | count | verbose]]

シンタックスの説明

デフォルト prefix-length は 128 です。

コマンド モード ユーザ EXEC または特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン MFIB エントリ、転送インターフェイス、およびそれらのトラフィック統計情報を表示するには、

show ipv6 mfib コマンドを使用します。このコマンドは、ルータが分散モードで動作している場合

に Virtual IP（VIP; 仮想 IP）上でイネーブルにできます。

ip wccp web-cache accelerated WCCP バージョン 1 のハードウェア アクセラレーションを

イネーブルにします。

show ip interface IP 用に設定されたインターフェイスの使用可能性ステータ

スを表示します。

コマンド 説明

group-ip-addr/prefix-length （任意）インターフェイスに割り当てられた IPv6 ネットワークのグ

ループ IPv6 アドレスとプレフィクス長 

group-name （任意）マルチキャスト グループ名

group-address （任意）グループ IPv6 アドレス

source-name （任意）送信元名

source-address （任意）送信元 IP アドレス

active kbps （任意）アクティブな送信元からマルチキャスト グループへの送信

速度を表示します。有効値は 0 ～ 4294967295 kbps です。

count （任意）ルートおよびパケット数に関する情報を表示します。

interface （任意）インターフェイス設定およびステータスに関する情報を表

示します。

status （任意）一般的な設定およびステータスに関する情報を表示します。

summary （任意）サマリー統計情報を表示します。

verbose （任意）MAC（メディア アクセス制御）カプセル化ヘッダーやプ

ラットフォーム固有の情報などの詳細情報を表示します。

link-local （任意）リンクローカル グループを表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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パケットを転送するためにアクティブに使用される MFIB エントリを表示するには、show ipv6 mfib

active コマンドを使用します。多くの場合、kbps 引数で設定された総量以上のトラフィック量を転

送しているエントリのセットを表示するには、オプションの kbps 引数を指定すると便利です。

平均パケット サイズとデータ レート（kbps 単位）を表示するには、show ipv6 mfib count コマンド

を使用します。

prefix-length は、IPv6 プレフィクスの長さです。これは、プレフィクス（アドレスのネットワーク

部）を構成するアドレスの上位隣接ビット数を示す 10 進数値です。10 進数値の前にスラッシュ記

号を付ける必要があります。

MFIB の転送エントリは、パケットとエントリとのマッチングに使用するために、デフォルトの転

送およびシグナリング動作を判別するフラグを立てます。またエントリには、指定したインター

フェイスで受信するか転送されるパケットに対するその後の転送動作を指定する、インターフェイ

ス単位のフラグがあります。表 2-77 に MFIB 転送エントリおよびインターフェイス フラグの説明

を示します。

例 次に、特定のグループ IPv6 アドレスの情報を表示する例を示します。

Router# show ipv6 mfib ff35::1:1
IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,
             AR - Activity Required, D - Drop
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops
Interface Flags: A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling
             IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
             SP - Signal Present
Interface Counts: Distributed FS Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count
(1600::2,FF35::1:1) Flags:
   RP Forwarding: 7188/100/48/37, Other: 203619/203619/0
   LC Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
   Vlan25 Flags: A
   Vlan11 Flags: F NS
     Pkts: 0/7188/0

表 2-77 MFIB 転送エントリおよびインターフェイス フラグ

フラグ 説明

F 転送（Forward） ― データはこのインターフェイスから転送されます。

A 許可（Accept） ― このインターフェイスで受信されたデータの転送が許可されま

す。

IC 内部コピー（Internal copy） ― このインターフェイスで受信または転送されたパ

ケットのコピーをルータに送ります。

NS 無効信号（Negate signal） ― このインターフェイスで受信されたパケットの、デ

フォルトのエントリ シグナリング動作を取り消します。

DP 保持しない（Do not preserve） ― このインターフェイスでパケットの受信のシグ

ナリング時に、パケットのコピーを保持しません（これをドロップします）。

SP 信号あり（Signal present） ― このインターフェイスでのパケットの受信について、

信号通知したばかりです。

S 信号（Signal） ― デフォルトで、このエントリと一致するパケットの受信を信号

通知します。

C このエントリと一致するパケットの直接接続チェックを行います。パケットが直

接接続送信元から発信されている場合に受信を信号通知します。
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表 2-78 に、表示されるフィールドについて説明します。

次に、グループ アドレスが FF03:1::1 で送信元アドレスが 5002:1::2 に指定されている MFIB にある

転送エントリとインターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mfib FF03:1::1 5002:1::2 

IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags:C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

AR - Activity Required, D - Drop
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts:Total/RPF failed/Other drops
Interface Flags:A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling 

IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
SP - Signal Present

Interface Counts:FS Pkt Count/PS Pkt Count
(5002:1::2,FF03:1::1) Flags:

Forwarding:71505/0/50/0, Other:42/0/42
GigabitEthernet5/0 Flags:A
GigabitEthernet5/0.19 Flags:F NS

Pkts:239/24
GigabitEthernet5/0.20 Flags:F NS

Pkts:239/24
.
.
.

GigabitEthernet5/0.16 Flags:F NS
Pkts:71628/24

表 2-78 show ipv6 mfib フィールドの説明

フィールド 説明

Entry flags エントリに関する情報

Forwarding Counts 少なくとも 1 つのインターフェイスで受信され、転送されるパケットの統

計情報 

Pkt Count/ このカウンタが適用されるマルチキャスト転送ステートの作成時から受

信され転送されたパケットの合計数

Pkts per second/ 1 秒あたりで受信または転送されたパケット数 

Avg Pkt Size/ このマルチキャスト転送ステートの合計バイト数を合計パケット数で除

算したもの。合計バイト数を直接表示するものはありません。バイト数は、

平均パケット サイズとパケット数を乗算して算出できます。

Kbits per second 1 秒あたりのバイト数を 1 秒あたりのパケット数で除算し、さらに 1000 分

の 1 にしたもの。

Other counts: 受信パケットの統計情報。これらのカウンタには、受信されて転送された

パケットと、受信されたものの転送されていないパケットに関する統計情

報が含まれています。

Interface Flags: インターフェイスに関する情報。インターフェイス フラグ上の詳細情報に

ついては、表 2-77 を参照してください。

Interface Counts: インターフェイスの統計情報
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次に、グループ アドレスが FF03:1::1 でデフォルトのプレフィクスが 128 の MFIB にある転送エン

トリとインターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mfib FF03:1::1/128

IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags:C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

AR - Activity Required, D - Drop
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts:Total/RPF failed/Other drops
Interface Flags:A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling 

IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
SP - Signal Present

Interface Counts:FS Pkt Count/PS Pkt Count
(*,FF03:1::1) Flags:C

Forwarding:0/0/0/0, Other:0/0/0
Tunnel1 Flags:A NS
GigabitEthernet5/0.25 Flags:F NS

Pkts:0/0
.
.
.

GigabitEthernet5/0.16 Flags:F NS
Pkts:0/0

次に、アクティブ IP マルチキャスト送信元が情報を送信している速度についての統計情報を表示

する例を示します。ルータは、トラフィックを 2001::1:1:200 から FF05::1 にスイッチングしていま

す。

Router# show ipv6 mfib active

Active IPv6 Multicast Sources - sending >= 4 kbps
Group: FF05::1
  Source: 2001::1:1:200
    Rate: 20 pps/16 kbps(1sec), 0 kbps(last 128 sec)

表 2-79 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-79 show ipv6 mfib active フィールドの説明

フィールド 説明

Group: ある特定のグループ G の、(*, G) のカウンタおよび (S,G) ステートの範囲に関

する情報のサマリー。後続の RP-tree: および Source: 出力フィールドには、こ

のグループに含まれる個々のステートに関する情報が含まれています。

（注） PIM-SSM 範囲のグループの場合、Group: 表示は統計情報です。すべ
ての SSM 範囲 (S,G) ステートは独立していて、SSM チャネルとは関
連していません。

Rate...kbps 1 秒あたりのバイト数を 1 秒あたりのパケット数で除算し、さらに 1000 分の

1 にしたもの。IP マルチキャスト高速スイッチング プラットフォームでは、1

秒あたりのパケット数は 後の秒のパケット数になります。他のプラット

フォームでは、他の方法を使用してこの数字を計算している場合があります。

詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration

Guide』を参照してください。
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次に、グループおよび送信元に関する MFIB からの統計情報を表示する例を示します。ルータは、

トラフィックを 2001::1:1:200 から FF05::1 にスイッチングしています。

Router# show ipv6 mfib count 

IP Multicast Statistics
54 routes, 7 groups, 0.14 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: FF00::/8
  RP-tree:    Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
Group: FF00::/15
  RP-tree:    Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
Group: FF05::1
  RP-tree:    Forwarding: 2/0/100/0, Other: 0/0/0
  Source: 10::1:1:200,   Forwarding: 367/10/100/7, Other: 0/0/0
  Tot. shown: Source count: 1, pkt count: 369
Group: FF10::/15
  RP-tree:    Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
Group: FF20::/15
  RP-tree:    Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

表 2-80 に、表示されるフィールドについて説明します。

表 2-80 show ipv6 mfib count フィールドの説明

フィールド 説明

Forwarding Counts 少なくとも 1 つのインターフェイスで受信され、転送されるパケットの統

計情報 

Pkt Count/ このカウンタが適用されるマルチキャスト転送ステートの作成時から受

信され転送されたパケットの合計数

Pkts per second/ 1 秒あたりで受信または転送されたパケット数 

Avg Pkt Size/ このマルチキャスト転送ステートの合計バイト数を合計パケット数で除

算したもの。合計バイト数を直接表示するものはありません。バイト数は、

平均パケット サイズとパケット数を乗算して算出できます。

Kilobits per second 1 秒あたりのバイト数を 1 秒あたりのパケット数で除算し、さらに 1000 分

の 1 にしたもの

Other counts: 受信パケットの統計情報。これらのカウンタには、受信されて転送された

パケットと、受信されたものの転送されていないパケットに関する統計情

報が含まれています。

Total/ 受信されたパケットの合計数 

RPF failed/ RPF や許可チェック（双方向 PIM を設定した場合）が失敗したことによっ

て転送されなかったパケット数

Other drops（OIF-null、

rate-limit 等）

RPF や許可チェック以外の理由（Outgoing Interface［OIF; 発信インターフェ

イス］リストが空であるとか、イネーブルである構成によってパケットが

ドロップされたなど）で転送されなかったパケットの数 
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次に、MFIB の転送エントリおよびインターフェイスと、MAC カプセル化ヘッダーやプラット

フォーム固有の情報などの詳細情報を表示する例を示します。

Router# show ipv6 mfib ff33::1:1 verbose
IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,
             AR - Activity Required, K - Keepalive
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops
Platform per slot HW-Forwarding Counts: Pkt Count/Byte Count
Platform flags: HF - Forwarding entry,HB - Bridge entry,HD - NonRPF Drop entry,
                NP - Not platform switchable,RPL - RPF-ltl linkage,
                MCG - Metset change,ERR - S/w Error Flag,RTY - In RetryQ,
                LP - L3 pending,MP - Met pending,AP - ACL pending
Interface Flags: A - Accept, F - Forward, NS - Negate Signalling 
             IC - Internal Copy, NP - Not platform switched
             SP - Signal Present
Interface Counts: Distributed FS Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count
(10::2,FF33::1:1) Flags: K
   RP Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
   LC Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
   HW Forwd:   0/0/0/0, Other: NA/NA/NA
   Slot 6: HW Forwarding: 0/0, Platform Flags:  HF RPL
   Slot 1: HW Forwarding: 0/0, Platform Flags:  HF RPL
   Vlan10 Flags: A
   Vlan30 Flags: F NS
     Pkts: 0/0/0 MAC: 33330001000100D0FFFE180086DD
Router# 

表 2-81 に、表示されるフィールドについて説明します。

Group: ある特定のグループ G の、(*,G) のカウンタおよび (S,G) ステートの範囲

に関する情報のサマリー。後続の RP-tree および Source: 出力フィールドに

は、このグループに含まれる個々のステートに関する情報が含まれていま

す。

（注） 送信元固有のマルチキャスト（PIM-SSM）範囲のグループの場合、
Group: 表示は統計情報です。すべての SSM 範囲 (S,G) ステートは
独立していて、SSM チャネルとは関連していません。

RP-tree: このグループの (*,G) ステートのカウンタ。これらのカウンタは、共有ツ

リーでパケットを転送しない転送モードを持つグループに対してのみ表

示されます。これらの (*, G) グループは、双方向 PIM および PIM sparse

（希薄）モード（PIM-SM）グループです。PIM SSM 範囲のグループに対

して RP ツリー表示はありません。

表 2-80 show ipv6 mfib count フィールドの説明（続き）

フィールド 説明

表 2-81 show ipv6 mfib verbose フィールドの説明

フィールド 説明

Platform flags プラットフォームに関する情報

Platform per slot HW-Forwarding Counts 転送されたバイト単位の合計パケット数
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表 2-82 に、MFIB プラットフォーム フラグを示します。

表 2-82 MFIB プラットフォーム フラグ  

フラグ 説明

H エントリはハードウェアにインストールされています。

HF 転送エントリ

HB ブリッジ エントリ

HD 非 RPF ドロップ エントリ

NP ソフトウェア スイッチング

RPL RPF-ltl リンケージ

MCG Metset 変更

ERR ソフトウェア エラー フラグ

RTY RetryQ 内

LP レイヤ 3 保留中

MP Met 保留中

AP ACL（アクセス コントロール リスト）保留中
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show ipv6 mld snooping
MLDv2 スヌーピング情報を表示するには、show ipv6 mld snooping コマンドを使用します。

show ipv6 mld snooping {{explicit-tracking vlan} | {mrouter [vlan vlan]} | {report-suppression vlan 
vlan} | {statistics vlan vlan}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン IGMP スヌーピングの情報を表示するのに、show ip igmp snooping コマンドも使用できます。

引数なしで show ipv6 mld snooping mrouter コマンドを入力して、すべてのマルチキャスト ルータ

インターフェイスを表示することができます。

例 次に、VLAN 25 での明示的なホスト追跡の情報を表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping explicit-tracking vlan 25 
Source/Group                    Interface    Reporter        Filter_mode
------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE    
10.2.2.2/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE 
Router#

次に、VLAN 1 のマルチキャスト ルータ インターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping mrouter vlan 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
Router#

explicit-tracking vlan vlan 明示的なホスト追跡のステータスを表示します。

mrouter オプションの VLAN（仮想 LAN）でのマルチキャスト ルータ イ

ンターフェイスを表示します。

vlan vlan （任意）マルチキャスト ルータ インターフェイスの VLAN 番号を

指定します。

report-suppression vlan vlan レポート抑制ステータスを表示します。

statistics vlan vlan VLAN の IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）ス

ヌーピング情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show ipv6 mld snooping

2-801
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、VLAN 25 の IGMP スヌーピング統計情報を表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping statistics interface vlan 25

Snooping staticstics for Vlan25
#channels:2
#hosts   :1
 
Source/Group Interface       Reporter Uptime Last-Join 

Last-Leave
10.1.1.1/226.2.2.2 Gi1/2:Vl25      16.27.2.3 00:01:47 00:00:50      -     
10.2.2.2/226.2.2.2 Gi1/2:Vl25      16.27.2.3 00:01:47 00:00:50      - 
Router#

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping MLDv2 スヌーピングをグローバルにイネーブルにしま

す。

ipv6 mld snooping explicit-tracking 明示的なホスト追跡をイネーブルにします。

ipv6 mld snooping querier MLDv2 スヌーピング クエリアをイネーブルにします。

ipv6 mld snooping report-suppression VLAN のレポート抑制をイネーブルにします。
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show l2protocol-tunnel
特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイス上のトンネリング プロトコルを表示す

るには、show l2protocol-tunnel コマンドを使用します。

show l2protocol-tunnel [{interface interface mod/port} | {vlan vlan-id} | summary]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show l2protocol-tunnel コマンドは、プロトコル トンネリングがイネーブルであるポートのみを表示

します。

show l2protocol-tunnel summary コマンドは、ポートがダウンしているか、またはトランクとして現

在設定されているかに関係なく、プロトコル トンネリングがイネーブルであるポートを表示しま

す。

例 次に、すべてのインターフェイスのトンネリング プロトコルを表示する例を示します。

Router# show l2protocol-tunnel 
COS for Encapsulated Packets: 5
Drop Threshold for Encapsulated Packets: 3000
Port    Protocol Shutdown    Drop    Encapsulation Decapsulation     Drop 
                 Threshold Threshold    Counter       Counter       Counter 
------- -------- --------- --------- ------------- ------------- ------------- 
Fa3/38  cdp      ----      3000      5             0             0 
        stp      ----      3000      2653          0             0 
                 ---       ----      ----          ----          ----
Router# 

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および

ge-wan です。

mod/port モジュールおよびポート番号

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

summary （任意）トンネリング ポートのサマリーを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次の情報を表示するように、show l2protocol-tunnel summary コマンドが

変更されました。

• グローバルなドロップしきい値設定

• レイヤ 2 プロトコル インターフェイス トンネルのアップ ステータス

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、レイヤ 2 プロトコル トンネル ポートのサマリーを表示する例を示します。

Router# show l2protocol-tunnel summary 
COS for Encapsulated Packets:5
Drop Threshold for Encapsulated Packets:0

Port    Protocol    Shutdown         Drop             Status
                    Threshold        Threshold
                    (cdp/stp/vtp)    (cdp/stp/vtp)
------- ----------- ---------------- ---------------- ----------
Fa9/1   --- stp --- ----/----/----   ----/----/----   down
Fa9/9   cdp stp vtp ----/----/----   ----/----/----   up
Fa9/47  --- --- --- ----/----/----   1500/1500/1500   down(trunk)
Fa9/48  cdp stp vtp ----/----/----   ----/----/----   down(trunk)
Router> 

関連コマンド コマンド 説明

l2protocol-tunnel インターフェイスのプロトコル トンネリングをイ

ネーブルにし、トンネリングするプロトコル タイプを

指定します。

l2protocol-tunnel drop-threshold 特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対

し、破棄されるまでに処理できる 大のパケット数を

指定します。

l2protocol-tunnel global drop-threshold レート制限をソフトウェア レベルでイネーブルにし

ます。

l2protocol-tunnel shutdown-threshold 特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対

し、1 秒間に処理できる 大のパケット数を指定しま

す。
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show l3-mgr
レイヤ 3 マネージャに関する情報を表示するには、show l3-mgr コマンドを使用します。

show l3-mgr status

show l3-mgr {interface {{interface interface-number} | {null interface-number} | 
{port-channel number} | {vlan vlan-id} | status}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

status グローバル変数情報を表示します。

interface レイヤ 3 マネージャに関する情報を表示します。

interface インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、

tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

null interface-number ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の範囲の 大

64 個の値です。

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

status レイヤ 3 マネージャのステータス情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、レイヤ 3 マネージャのステータス情報を表示する例を示します。

Router# show l3-mgr status
l3_mgr_state:         2
l3_mgr_req_q.count:   0
l3_mgr_req_q.head:    0
l3_mgr_req_q.tail:    0
l3_mgr_max_queue_count:  1060
l3_mgr_shrunk_count:  0
l3_mgr_req_q.ip_inv_count:    303
l3_mgr_req_q.ipx_inv_count:   0
l3_mgr_outpak_count:  18871
l3_mgr_inpak_count:   18871

l3_mgr_max_pending_pak: 4
l3_mgr_pending_pak_count: 0

nde enable statue:    0
current nde addr:     0.0.0.0

Router#   
                                  

次に、特定のインターフェイスのレイヤ 3 マネージャ情報を表示する例を示します。

Router# show l3-mgr interface fastethernet 5/40
vlan:                0
ip_enabled:        1
ipx_enabled:       1
bg_state:          0 0 0 0
hsrp_enabled:      0
hsrp_mac:          0000.0000.0000
state:             0
up:                0
Router# 
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show lacp
LACP 情報を表示するには、show lacp コマンドを使用します。

show lacp [channel-group] {counters | internal | neighbors | sys-id} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン channel-group を指定しない場合は、すべてのチャネル グループが表示されます。

257 ～ 282 の channel-group 値がサポートされるのは、CSM および FWSM のみです。

オプションの channel-group を入力すると、sys-id キーワードを除くすべてのキーワードにチャネル

グループを指定できます。

例 次に、特定のチャネル グループの LACP 統計情報を表示する例を示します。

Router# show lacp 1 counters
              LACPDUs         Marker       LACPDUs
Port       Sent   Recv     Sent   Recv     Pkts Err
---------------------------------------------------
Channel group: 1
  Fa4/1    8      15       0      0         3    0
  Fa4/2    14     18       0      0         3    0
  Fa4/3    14     18       0      0         0
  Fa4/4    13     18       0      0         0

出力では次の情報が表示されます。

• [LACPDUs Sent] および [Recv] カラムは、特定のインターフェイスでそれぞれ送受信された

LACPDU 数を表示します。

• [LACPDUs Pkts] および [Err] カラムは、マーカ プロトコル パケットを表示します。

channel-group （任意）チャネル グループの番号。有効値は 1 ～ 282 です。

counters LACP 統計情報を表示します。

internal LACP 内部情報を表示します。

neighbors LACP ネイバ情報を表示します。

sys-id LACP システム ID を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、特定のチャネルに属するインターフェイスの内部情報を表示する例を示します。

Router# show lacp 1 internal
Flags:  S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
        A - Device is in Active mode.       P - Device is in Passive mode. 

Channel group 1
                            LACPDUs     LACP Port    Admin   Oper    Port     Port
Port      Flags    State    Interval    Priority     Key     Key     Number   State
Fa4/1     saC      bndl     30s         32768        100     100     0xc1     0x75
Fa4/2     saC      bndl     30s         32768        100     100     0xc2     0x75
Fa4/3     saC      bndl     30s         32768        100     100     0xc3     0x75
Fa4/4     saC      bndl     30s         32768        100     100     0xc4     0x75
Router# 

表 2-83 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-83 show lacp internal コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

State 現時点における特定のポートの状態が表示されます。有効な値は次のとお

りです。

• bndl ― ポートはアグリゲータに対応付けられ、他のポートにバンドル

されています。

• susp ― ポートは中断ステートです。アグリゲータに対応付けられてい

ません。

• indep ― ポートは独立ステートです（バンドルされていませんが、デー

タ トラフィックのスイッチングは可能です。この場合、LACP はパー

トナー ポート上で稼働していません）。

• hot-sby ― ポートはホットスタンバイ ステートです。

• down ― ポートはダウンしています。

LACPDUs Interval 内部設定

LACP Port Priority ポート プライオリティ設定

Admin Key 管理鍵

Oper Key オペレータ鍵

Port Number ポート番号

Port State 単一オクテット内の各ビットとして符号化されたポートのステート変数。

次の意味を持ちます [1]。

• bit0：LACP_Activity

• bit1：LACP_Timeout

• bit2：Aggregation

• bit3：Synchronization

• bit4：Collecting

• bit5：Distributing

• bit6：Defaulted

• bit7：Expired
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次に、特定のポートチャネルの LACP ネイバ情報を表示する例を示します。

Router# show lacp 1 neighbors
Flags:  S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
        A - Device is in Active mode.       P - Device is in Passive mode.

Channel group 1 neighbors
          Partner                 Partner 
Port      System ID               Port Number     Age     Flags
Fa4/1     8000,00b0.c23e.d84e     0x81            29s     P
Fa4/2     8000,00b0.c23e.d84e     0x82            0s      P
Fa4/3     8000,00b0.c23e.d84e     0x83            0s      P 
Fa4/4     8000,00b0.c23e.d84e     0x84            0s      P

          Port          Admin     Oper      Port
          Priority      Key       Key       State
Fa4/1     32768         200       200       0x81
Fa4/2     32768         200       200       0x81
Fa4/3     32768         200       200       0x81
Fa4/4     32768         200       200       0x81
Router# 

PDU（プロトコル データ ユニット）が受信されていない場合は、デフォルトの管理情報がカッコ

内に表示されます。

次に、LACP のシステム ID を表示する例を示します。

Router> show lacp sys-id
8000,AC-12-34-56-78-90

システム ID は、システムのプライオリティおよび MAC（メディア アクセス制御）アドレスで構成

されます。先頭の 2 バイトはシステムのプライオリティです。 後の 6 バイトはシステムに対応付

けられた、グローバルに管理された各 MAC アドレスです。

関連コマンド コマンド 説明

clear lacp counters 特定のチャネル グループに属するすべてのインターフェイスの統

計情報をクリアします。

lacp port-priority 物理インターフェイスのプライオリティを設定します。

lacp system-priority システムのプライオリティを設定します。
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show logging ip access-list
ロギング IP アクセス リストに関する情報を表示するには、show logging ip access-list コマンドを使

用します。

 show logging ip access-list {cache | config}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タのみです。

OAL がサポートされるのは IPv4 ユニキャスト トラフィックのみです。

cache OAL キャッシュのすべてのエントリに関する情報を表示します。

config ロギング IP アクセス リストの設定に関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ config キーワードが追加されるように、この

コマンドが変更されました。
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例 次に、OAL キャッシュのすべてのエントリを表示する例を示します。

Router# show logging ip access-list cache
Matched flows: 
id prot src_ip dst_ip sport dport status count 
total lastlog 
--------------------------------------------------------------------------------------
1 17 20.2.1.82 21.2.12.2 111 63 Permit 0 
3906 2d02h 
2 17 20.2.1.82 21.2.12.2 1135 63 Permit 0 
3906 2d02h 
3 17 20.2.1.82 21.2.12.2 2159 63 Permit 0 
3906 2d02h 
4 17 20.2.1.82 21.2.12.2 3183 63 Permit 0 
3906 2d02h 
5 17 20.2.1.82 21.2.12.2 4207 63 Permit 0 
3906 2d02h 
6 17 20.2.1.82 21.2.12.2 5231 63 Deny 0 
3906 2d02h 
7 17 20.2.1.82 21.2.12.2 6255 63 Deny 0 
3906 2d02h 
8 17 20.2.1.82 21.2.12.2 7279 63 Permit 0 
3906 2d02h 
9 17 20.2.1.82 21.2.12.2 8303 63 Permit 0 
3906 2d02h 
10 17 20.2.1.82 21.2.12.2 9327 63 Permit 0 
3905 2d02h 
11 17 20.2.1.82 21.2.12.2 10351 63 Permit 0 
3905 2d02h 
12 17 20.2.1.82 21.2.12.2 11375 63 Permit 0 
3905 2d02h 
13 17 20.2.1.82 21.2.12.2 12399 63 Deny 0 
3905 2d02h 
14 17 20.2.1.82 21.2.12.2 13423 63 Permit 0 
3905 2d02h 
15 17 20.2.1.82 21.2.12.2 14447 63 Deny 0 
3905 2d02h 
16 17 20.2.1.82 21.2.12.2 15471 63 Permit 0 
3905 2d02h 
17 17 20.2.1.82 21.2.12.2 16495 63 Permit 0 
3905 2d02h 
18 17 20.2.1.82 21.2.12.2 17519 63 Permit 0 
3905 2d02h 
19 17 20.2.1.82 21.2.12.2 18543 63 Permit 0 
3905 2d02h 
20 17 20.2.1.82 21.2.12.2 19567 63 Permit 0 
3905 2d02h

Number of entries: 20 
Number of messages logged: 112 
Number of packets logged: 11200 
Number of packets received for logging: 11200
Router# 

次に、ロギング IP アクセス リスト設定に関する情報を表示する例を示します。

Router# show logging ip access-list config 
Logging ip access-list configuration
 Maximum number of cached entries: 8192
 Logging rate limiter: 0
 Log-update interval: 300
 Log-update threshold: 0
 Configured on input direction:
        Vlan2
        Vlan1
 Configured on output direction:
        Vlan2
Router# 
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関連コマンド

show mac-address-table 
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルの情報を表示するには、show mac-address-table

コマンドを使用します。

show mac-address-table 

show mac-address-table  {address mac-addr} [all | {interface interface interface-number} | {module 
num} | {vlan vlan-id}]

show mac-address-table aging-time [vlan vlan-id] 

show mac-address-table count [{module num} | {vlan vlan-id}]

show mac-address-table dynamic [{address mac-addr} | {interface interface interface-number} | 
{module num} | {vlan vlan-id}]

show mac-address-table {interface interface interface-number}

show mac-address-table limit [vlan vlan-id | {module num} | {interface interface}] 

show mac-address-table {module num}

show mac-address-table multicast [count | {{igmp-snooping | mld-snooping} [count]} | {user 
[count]} | {vlan vlan-id}]

show mac-address-table notification {mac-move | threshold}

show mac-address-table static [{address mac-addr} | detail | {interface interface interface-number} | 
{vlan vlan-id} | {module num}]

show mac-address-table synchronize statistics

show mac-address-table unicast-flood

show mac-address-table vlan vlan-id [module num]

シンタックスの説明

コマンド 説明

clear logging ip access-list cache OAL キャッシュからのエントリをすべて削除して

それらを Syslog に送信します。

logging ip access-list cache（グローバル コン

フィギュレーション モード）

OAL パラメータを設定します。

logging ip access-list cache（インターフェイス 

コンフィギュレーション モード）

方向に応じてインターフェイスでの OAL ロギン

グ キャッシュをイネーブルにします。

address mac-addr 特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブルに関する情報を表示し

ます。フォーマットの注意事項については「使用上のガイドライン」を

参照してください。

all （任意）転送テーブル内にある、指定された MAC アドレスのすべてのイ

ンスタンスを表示します。

interface interface （任意）特定のインターフェイス タイプに関する情報を表示します。有

効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、

atm、ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

module num （任意）特定の DFC モジュールの MAC アドレス テーブルに関する情報

を表示します。

vlan vlan-id （任意）特定の VLAN（仮想 LAN）に関する情報のみを表示します。有

効値は 1 ～ 4094 です。

aging-time MAC アドレスのエージング タイムに関する情報を表示します。

count MAC アドレス テーブル内の現在のエントリ数を表示します。

dynamic ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリに関する情報のみを表

示します。

limit MAC の使用情報を表示します。

port num （任意）指定されたポートの MAC 使用情報を表示します。

multicast マルチキャスト MAC アドレス テーブル エントリに関する情報のみを

表示します。

igmp-snooping IGMP スヌーピングによって学習されるアドレスを表示します。

mld-snooping MLDv2 スヌーピングによって学習されるアドレスを表示します。

user 手動で入力された（スタティック）アドレスを表示します。

notification mac-move MAC 移動通知ステータスを表示します。

notification threshold CAM（連想メモリ）テーブル利用率通知ステータスを表示します。

static スタティック MAC アドレス テーブル エントリに関する情報のみを表

示します。

synchronize statistics スイッチ プロセッサ /DFC で収集された統計情報を表示します。 

unicast-flood ユニキャスト フラッディング情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のオプションのキーワードおよび引数をサポートするように、このコマ

ンドが変更されました。

• unicast-flood 

• count {module num}

• limit [{vlan vlan} | {port num} | {interface interface}]

• notification threshold

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ mld-snooping キーワードがサポートされるよ

うに、このコマンドが変更されました。

12.2(18)SXF Supervisor Engine 720 でのみ synchronize statistics キーワードがサポートさ

れるように、このコマンドが変更されました。
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使用上のガイドライン モジュール番号を指定しなかった場合、show mac-address-table コマンドの出力にはスーパーバイ

ザ エンジンに関する情報が表示されます。DFC の MAC アドレス テーブル情報を表示するには、モ

ジュール番号または all キーワードを入力する必要があります。

mac-addr は 48 ビット MAC アドレスです。有効なフォーマットは H.H.H です。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

オプションの module num キーワードおよび引数がサポートされるのは、DFC モジュールのみです。

module num キーワードおよび引数は、モジュール番号を指定します。

mac-group-address の有効値は 1 ～ 9 です。

オプションの count キーワードは、マルチキャスト エントリ数を表示します。

オプションの multicast キーワードは、VLAN 内のマルチキャスト MAC アドレス（グループ）を表

示したり、静的に導入された、または IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピ

ングによって学習されたレイヤ 2 テーブル内のエントリを表示します。

show mac-address-table unicast-flood コマンド出力に表示される情報は、次のとおりです。

• 大 50 個のフラッディング エントリ（フィルタ モードを使用するように設定されていないす

べての VLAN で共有されるエントリ）を記録できます。

• 表示される出力フィールドの定義は、次のとおりです。

－ ALERT ― 約 3 秒ごとに、情報が更新されます。

－ SHUTDOWN ― 約 3 秒ごとに、情報が更新されます。

（注） 宛先 MAC アドレスに表示される情報は、ポートのシャットダウン後にフラッディングが停

止すると、即座に削除されます。

－ 情報は、フィルタを導入するたびに更新されます。情報は、フィルタを削除するまで維持

されます。

show mac-address-table protocol {assigned | ip | ipx | other} 構文は、Supervisor Engine 720 が搭載され

ている Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされません。

protocol 引数のキーワードの定義は、次のとおりです。

• assigned ― 割り当てられたプロトコル エントリを指定します。

• ip ― IP プロトコルを指定します。

• ipx ― IPX プロトコルを指定します。

• other ― その他のプロトコル エントリを指定します。

[Learn] フィールドに表示されるダイナミック エントリは、常に Yes に設定されます。

show mac-address-table limit コマンドの出力には、次の情報が表示されます。

• 現在の MAC アドレス数

• 許可される MAC エントリの 大数

• 使用率
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show mac-address-table synchronize statistics コマンドの出力には、次の情報が表示されます。

• 各インターバルで処理されるメッセージの数

• 同期をとるために送信されるアクティブ エントリの数

• 更新、作成、無視、または失敗したエントリの数

例

（注） 分散 EARL スイッチでは、アスタリスク（*）はこの EARL に対応付けられたポート上で学習され

た MAC アドレスを示します。

次に、特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブルに関する情報を表示する例を示します（Cisco

7600 シリーズ ルータには Supervisor Engine 2 が搭載されています）。

Router# show mac-address-table address 001.6441.60ca
Codes: * - primary entry

  vlan   mac address     type    learn qos            ports
------+----------------+--------+-----+---+--------------------------
Supervisor:
*  ---  0001.6441.60ca    static  No    --  Router
Router#

次に、特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します（Cisco 7600

シリーズ ルータ には Supervisor Engine 720 が搭載されています）。

Router# show mac-address-table address 0100.5e00.0128
Legend: * - primary entry
        age - seconds since last seen
        n/a - not available

  vlan   mac address     type    learn     age              ports
------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------
Supervisor:
*   44  0100.5e00.0128    static  Yes          -   Fa6/44,Router
*    1  0100.5e00.0128    static  Yes          -   Router
Module 9:
*   44  0100.5e00.0128    static  Yes          -   Fa6/44,Router
*    1  0100.5e00.0128    static  Yes          -   Router
Router# 

次に、すべての VLAN に現在設定されているエージング タイムを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table aging-time 
Vlan    Aging Time
----    ----------
*100     300
200     1000

Router# 
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次に、特定のスロットのエントリ数を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table count slot 1
MAC Entries on slot 1 :
Dynamic Address Count:                4
Static Address (User-defined) Count:  25
Total MAC Addresses In Use:           29
Total MAC Addresses Available:        131072
Router#                                      

次に、ダイナミック MAC アドレス エントリをすべて表示する例を示します。

Router# show mac-address-table dynamic
Legend: * - primary entry 
age - seconds since last seen 
n/a - not applicable
vlan     mac address      type   learn    age               ports 
------+----------------+--------+-----+----------+-------------------------- 
* 10   0010.0000.0000   dynamic  Yes   n/a        Gi4/1 
* 3    0010.0000.0000   dynamic  Yes   0          Gi4/2 
* 1    0002.fcbc.ac64   dynamic  Yes   265        Gi8/1 
* 1    0009.12e9.adc0   static   No    -          Router
Router# 

次に、特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します（Cisco 7600

シリーズ ルータには Supervisor Engine 720 が搭載されています）。

Router# show mac-address-table interface fastethernet 6/45
Legend: * - primary entry
        age - seconds since last seen
        n/a - not available

  vlan   mac address     type    learn     age              ports
------+----------------+--------+-----+----------+--------------------------
*   45  00e0.f74c.842d   dynamic  Yes          5   Fa6/45
Router#

（注） 先行アスタリスク（*）は、外部装置から特定のモジュールへの着信パケットに基づいて学習され

た MAC アドレスを持つエントリを示します。

次に、MAC 移動通知ステータスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table notification mac-move
MAC Move Notification: Enabled
Router# 

次に、CAM テーブル利用率通知ステータスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table notification threshold 
Status limit Interval 
-------------+-----------+------------- 
enabled 1 120 
Router# 



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mac-address-table

2-816
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、ユニキャスト フラッディング情報を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table unicast-flood 
> > Unicast Flood Protection status: enabled 
> > 
> > Configuration: 
> > vlan Kfps action timeout 
> > ------+----------+-----------------+---------- 
> > 2 2 alert none 
> > 
> > Mac filters: 
> > No. vlan souce mac addr. installed 
> > on time left (mm:ss) 
> > 
> >-----+------+-----------------+------------------------------+------------------ 
> > 
> > Flood details: 
> > Vlan souce mac addr. destination mac addr. 
> > 
> >------+----------------+------------------------------------------------- 
> > 2 0000.0000.cafe 0000.0000.bad0, 0000.0000.babe, 
> > 0000.0000.bac0 
> > 0000.0000.bac2, 0000.0000.bac4, 
> > 0000.0000.bac6 
> > 0000.0000.bac8 
> > 2 0000.0000.caff 0000.0000.bad1, 0000.0000.babf, 
> > 0000.0000.bac1 
> > 0000.0000.bac3, 0000.0000.bac5, 
> > 0000.0000.bac7 
> > 0000.0000.bac9
Router#
                                                         

次に、すべてのスタティック MAC アドレスエントリを表示する例を示します（Cisco 7600 シリー

ズ ルータには Supervisor Engine 2 が搭載されています）。

Router# show mac-address-table static
Codes: * - primary entry

  vlan   mac address     type    learn qos            ports
------+----------------+--------+-----+---+--------------------------
*  ---  0001.6441.60ca    static  No    --  Router

Router#

次に、特定の VLAN の MAC アドレス テーブルに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table vlan 100
vlan   mac address     type    protocol  qos             ports
-----+---------------+--------+---------+---+--------------------------------
 100  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Router
 100  0050.7312.0cff  dynamic        ip  --  Fa5/9
 100  0080.1c93.8040  dynamic        ip  --  Fa5/9
 100  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Router
 100  0050.3e8d.6400  static      other  --  Router
 100  0100.0cdd.dddd  static      other  --  Fa5/9,Router,Switch
 100  00d0.5870.a4ff  dynamic        ip  --  Fa5/9
 100  00e0.4fac.b400  dynamic        ip  --  Fa5/9
 100  0100.5e00.0001  static         ip  --  Fa5/9,Switch
 100  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Router
Router#  
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次に、MLDv2 スヌーピングの MAC アドレス テーブルに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table multicast mld-snooping
vlan mac address type learn qos ports 
-----+---------------+--------+-----+---+-------------------------------- 
--- 3333.0000.0001 static Yes - Switch,Stby-Switch 
--- 3333.0000.000d static Yes - Fa2/1,Fa4/1,Router,Switch 
--- 3333.0000.0016 static Yes - Switch,Stby-Switch
Router#

関連コマンド コマンド 説明

mac-address-table aging-time レイヤ 2 テーブルのエントリのエージング タイムを

設定します。

mac-address-table limit MAC 制限をイネーブルにします。

mac-address-table notification mac-move MAC 移動通知をイネーブルにします。

mac-address-table static スタティック エントリを MAC アドレス テーブルに

追加したり、特定のアドレスに対して IGMP スヌーピ

ングがディセーブルになるようにスタティック MAC

アドレスを設定します。

mac-address-table synchronize PFC およびすべての DFC にわたってレイヤ 2 MAC ア

ドレス テーブル エントリの同期をとります。
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show mac-address-table learning
MAC（メディア アクセス制御）学習ステートを表示するには、show mac-address-table learning コ

マンドを使用します。

show mac-address-table learning [{vlan vlan-id} | {interface interface slot/port}] [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン module num キーワードおよび引数は、スーパーバイザ エンジンまたは DFC を指定する場合のみ使

用可能です。

interface interface slot/port キーワードおよび引数は、ルーテッド インターフェイスでのみ使用可能

です。interface interface slot/port キーワードおよび引数は、スイッチ ポート インターフェイスの学

習を設定するのには使用できません。

vlan vlan-id を指定した場合、すべてのモジュールにある指定された VLAN（ルータ インターフェ

イスなど）の MAC アドレス学習のステートが表示されます。

vlan vlan-id および module num を指定した場合、指定されたモジュールにある指定された VLAN の

MAC アドレス学習ステートが表示されます。

interface interface slot/port キーワードおよび引数を指定した場合、すべてのモジュールにある指定

されたインターフェイスの MAC アドレス学習ステートが表示されます。

interface interface slot/port キーワードおよび引数を指定した場合、指定されたモジュールにある指

定されたインターフェイスの MAC アドレス学習ステートが表示されます。

引数やキーワードなしで show mac-address-table learning コマンドを入力した場合、Cisco 7600 シ

リーズ ルータに設定された、すべてのスーパーバイザ エンジンまたは DFC にある既存の全 VLAN

の MAC 学習ステートが表示されます。

vlan vlan-id （任意）指定されたスイッチ ポート VLAN（仮想 LAN）の MAC アドレス

学習ステートに関する情報を表示します。有効値は 1 ～ 4094 です。

interface interface 

slot/port
（任意）指定されたルーテッド インターフェイス タイプ、スロット番号、

およびポート番号の MAC アドレス学習ステートに関する情報を表示しま

す。

module num （任意）指定したモジュール番号の MAC アドレス学習ステートに関する

情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、Cisco 7600 シリーズ ルータに設定された、すべてのスーパーバイザ エンジンまたは DFC に

ある既存の全 VLAN の MAC アドレス学習ステートを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table learning 

VLAN/Interface          Mod1   Mod4   Mod7   
--------------------    ---------------------
1                       yes    yes    yes    
100                     yes    yes    yes    
150                     yes    yes    yes    
200                     yes    yes    yes    
250                     yes    yes    yes    
1006                     no     no     no    
1007                     no     no     no    
1008                     no     no     no    
1009                     no     no     no    
1010                     no     no     no    
1011                     no     no     no    
1012                     no     no     no    
1013                     no     no     no    
1014                     no     no     no    
GigabitEthernet6/1       no     no     no    
GigabitEthernet6/2       no     no     no    
GigabitEthernet6/4       no     no     no    
FastEthernet3/4          no     no     no    
FastEthernet3/5          no     no     no    
GigabitEthernet4/1       no     no     no    
GigabitEthernet4/2       no     no     no    
GigabitEthernet7/1       no     no     no    
GigabitEthernet7/2       no     no     no

Router#

表 2-84 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-84 show mac-address-table learning フィールドの説明

フィールド 説明

VLAN/Interface1

1. 表示されているインターフェイスは、内部 VLAN が割り当てられているルーテッド インターフェイスです。

VLAN ID またはインターフェイス タイプ、モジュール、およびポート番号

Mod# スーパーバイザ エンジンまたは DFC のモジュール番号

yes MAC アドレス学習がイネーブルです。

no MAC アドレス学習がディセーブルです。
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次に、単一のスーパーバイザ エンジンまたは DFC にある既存の全 VLAN の MAC アドレス学習ス

テータスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table learning module 4

VLAN/Interface          Mod4 
--------------------    -----
1                       yes 
100                     yes 
150                     yes 
200                     yes 
250                     yes 
1006                     no 
1007                     no 
1008                     no 
1009                     no 
1010                     no 
1011                     no 
1012                     no 
1013                     no 
1014                     no 
GigabitEthernet6/1       no   
GigabitEthernet6/2       no   
GigabitEthernet6/4       no   
FastEthernet3/4          no   
FastEthernet3/5          no   
GigabitEthernet4/1       no   
GigabitEthernet4/2       no   
GigabitEthernet7/1       no   
GigabitEthernet7/2       no   

Router#

次に、すべてのスーパーバイザ エンジンおよび DFC にある特定の VLAN の MAC アドレス学習ス

テータスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table learning vlan 100

VLAN    Mod1   Mod4   Mod7   
----    ---------------------
100      no     no     yes    
Router

次に、特定のスーパーバイザ エンジンまたは DFC にある特定の VLAN の MAC アドレス学習ステー

タスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table learning vlan 100 module 7

VLAN    Mod7   
----    -----
100     yes    
Router

次に、特定のスーパーバイザ エンジンまたは DFC にある MAC アドレス学習ステータスを表示す

る例を示します。

Router# show mac-address-table learning interface FastEthernet 3/4

Interface       Mod1   Mod4   Mod7   
---------       ---------------------
Fa3/4            no     yes    no    
Router
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次に、特定のスーパーバイザ エンジンまたは DFC にある特定のインターフェイスの MAC アドレ

ス学習ステータスを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table learning interface FastEthernet 3/4 module 1

Interface       Mod1
---------       -----
Fa3/4            no 
Router

関連コマンド

show mls asic
ASIC（特定用途向け集積回路）バージョンを表示するには、show mls asic コマンドを使用します。

show mls asic 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、Supervisor Engine 2 の ASIC バージョンを表示する例を示します。

Router# show mls asic
  Cafe version: 2
  Centauri version: 1
  Perseus version: 0/0
  Titan version: 1
Router# 

次に、Supervisor Engine 720 の ASIC バージョンを表示する例を示します。

Router# show mls asic
Earl in Module 2
 Tycho - ver:1 Cisco-id:1C8 Vendor-id:49
Router# 

コマンド 説明

mac-address-table learning MAC アドレス学習をイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show mls cef
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリを表示

するには、show mls cef コマンドを使用します。

show mls cef [ip] [prefix [mask-length | load-info]]  [detail] [module number]

show mls cef [ip] [{lookup ...} | {multicast ...} | {rpf ...} | {vpn ...} | {vrf ...}]

show mls cef [{adjacency ...} | {block block-number [entries}] | {config-register reg-address} | {diags 
[detail]} | {entry index [detail]} | {exact-route ...} | {hardware [module number]} | {inconsistency 
...} | {lookup ...}  | {masks [type] [module number]} | {rpf ...} | {statistics ...} | {summary [module 
number]} | {used-blocks [type] [module number]} | {vpn ...} | {vrf ...}]

show mls cef [{eom ...} | {ip ...} | {ipv6 ...} | {mpls ...}]

シンタックスの説明 ip （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル内の IPv6 ユニ

キャスト エントリを表示します。詳細については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

prefix （任意）A.B.C.D のフォーマットでプレフィクスを入力します。

mask-length （任意）マスク長。有効値は 0 ～ 32 です。

load-info （任意）出力と各隣接の次にあるハッシュ値を表示します。

detail （任意）ハードウェアの詳細情報を表示します。重要な情報については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

module number （任意）特定のモジュールのエントリに関する情報を表示します。

lookup ... （任意）指定された宛先 IP アドレスの MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッ

チング テーブルの IP エントリを表示します。show mls cef lookup コマン

ドを参照してください。

multicast ... （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリ

を、コンパクト CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）テーブル

表示フォーマットで表示します。show mls cef ip multicast コマンドを参照

してください。

rpf ... （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル内の RPF ハー

ドウェア情報を表示します。show mls cef rpf コマンドを参照してくださ

い。

vpn ... （任意）VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ID CEF テーブル

の情報を表示します。重要な情報については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

vrf ... （任意）指定された VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）名の CEF

テーブルに関する情報を表示します。

adjacency ... （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣接ノードに関する情報

を表示します。show mls cef adjacency コマンドを参照してください。

block block-number （任意）特定のブロックに対するマスクブロック利用率情報を表示します。

有効値は 0 ～ 4294967295 です。重要な情報については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

entries （任意）マスクブロック利用率エントリを表示します。重要な情報につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

config-register 

reg-address
（任意）特定のレジスタのハードウェア コンフィギュレーション レジスタ

情報を表示します。重要な情報については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。
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デフォルト プロトコルを指定しない場合は、IP およびグローバル CEF テーブルのデフォルト値が表示されま

す。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ... は、追加情報があることを示します。

次のオプションは熟練ユーザ専用です。ここでは説明しません。

• load-info

• detail

• block block-number [entries]

• config-register reg-address}

diags （任意）診断エントリに関する情報を表示します。重要な情報については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

entry index 指定されたプレフィクス エントリ インデックスを表示するように指定し

ます。有効値は 0 ～ 4294967295 です。重要な情報については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

exact-route ... （任意）ハードウェアの負荷分散に関する情報を表示します。show mls cef

exact-route コマンドを参照してください。

hardware （任意）ハードウェア情報のサマリーを表示します。重要な情報について

は、「使用上のガイドライン」を参照してください。

inconsistency ... （任意）一貫性チェッカーに関する情報を表示します。show mls cef

inconsistency コマンドを参照してください。

masks ... （任意）マスクに関する情報を表示します。重要な情報については、「使用

上のガイドライン」を参照してください。 

statistics ... （任意）スイッチド パケットの個数およびバイト数を表示します。show

mls cef statistics コマンドを参照してください。

summary ... （任意）ハードウェア内でのレートに関するサマリーをプロトコルごとに

表示します。show mls cef summary コマンドを参照してください。

used-blocks （任意）使用ブロックのリストを表示します。重要な情報については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

eom ... EoM プロトコルに関する情報を表示します。このキーワードはサポートさ

れていません。

ip ... IP プロトコルに関する情報を表示します。詳細については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

ipv6 ... IPv6 プロトコルに関する情報を表示します。

mpls ... MPLS プロトコルに関する情報を表示します。show mls cef mpls コマンド

を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX mpls キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2 で load-info

キーワードが追加されるように、このコマンドが変更されました。
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• diags [detail]

• entry index [detail]

• hardware [module number]

• masks [type]

• used-blocks [type]

• vpn

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは IP トラフィックにのみ適用されます。

VRF CEF テーブル エントリを表示するには、show mls cef [ip] vrf コマンドを使用します。

このコマンドは、スーパーバイザ エンジンまたはスイッチ コンソールで入力できます。このコマ

ンドを入力するには、remote login コマンドを入力して、スーパーバイザ エンジンへのセッション

を開始します。

show mls cef コマンドには、次のような 3 つのレベルのオプションがあります。

• プロトコルに依存しないオプション ― 次のキーワードは、プロトコルに依存しません。

－ adjacency

－ exact-route

－ inconsistency

－ module

－ rpf

－ statistics

－ summary

－ used-blocks

－ vpn

－ vrf

• プロトコル依存キーワード ― 次のキーワードは、プロトコルに依存します。

－ eom

－ ip

－ ipv6

－ mpls

• デフォルト キーワード ― 次のキーワードの出力は、show mls cef と show mls cef ip の両方のコ

マンドに対して同じになります。

－  prefix

－ lookup

－ multicast ― このキーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載されたシステムではサポート

されません。

－ module

－ rpf

－ vpn

－ vrf



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls cef

2-825
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

例 次に、show mls cef および show mls cef ip コマンドの出力が同じである例を示します。

Router# show mls cef

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index  Prefix              Adjacency
64     127.0.0.51/32       punt
65     127.0.0.0/32        punt
66     127.255.255.255/32  punt
67     1.1.1.100/32        punt
68     1.1.1.0/32          punt
69     1.1.1.255/32        punt
70     2.2.2.100/32        punt
71     2.2.2.0/32          punt
72     2.2.2.255/32        punt
73     2.2.2.5/32          Gi5/2,          0000.c005.0205
74     0.0.0.0/32          punt
75     255.255.255.255/32  punt
76     200.1.22.22/32      punt
77     200.0.0.0/32        punt
78     200.255.255.255/32  punt
79     200.1.1.153/32      Vl30,           0050.808b.8200
81     200.1.1.91/32       Vl30,           0004.4eef.8800
82     200.1.1.100/32      Vl30,           00d0.bb02.0400
83     200.12.223.3/32     Vl30,           00d0.061b.7000
84     200.2.5.3/32        Vl30,           00d0.061d.200a
85     200.1.1.101/32      Vl30,           0007.ecfc.e40a
86     200.0.100.1/32      Vl30,           0050.2a8d.700a
87     200.1.1.104/32      Vl30,           0050.0f2d.ac00
88     223.255.254.226/32  Vl30,           0050.2a8d.700a
89     2.2.2.7/32          Gi5/2,          0000.c005.0207
90     1.1.1.5/32          Gi5/1,          0000.0101.0105
3200   224.0.0.0/24        punt
3201   1.1.1.0/24          punt
3202   2.2.2.0/24          punt
134400 200.0.0.0/8         punt
134432 0.0.0.0/0           drop
524256 0.0.0.0/0           drop
Router#
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次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリをすべて表示する例を示し

ます。

Router# show mls cef ip

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index  Prefix              Adjacency
64     127.0.0.51/32       punt
65     127.0.0.0/32        punt
66     127.255.255.255/32  punt
67     1.1.1.100/32        punt
68     1.1.1.0/32          punt
69     1.1.1.255/32        punt
70     2.2.2.100/32        punt
71     2.2.2.0/32          punt
72     2.2.2.255/32        punt
73     2.2.2.5/32          Gi5/2,          0000.c005.0205
74     0.0.0.0/32          punt
75     255.255.255.255/32  punt
76     200.1.22.22/32      punt
77     200.0.0.0/32        punt
78     200.255.255.255/32  punt
79     200.1.1.153/32      Vl30,           0050.808b.8200
81     200.1.1.91/32       Vl30,           0004.4eef.8800
82     200.1.1.100/32      Vl30,           00d0.bb02.0400
83     200.12.223.3/32     Vl30,           00d0.061b.7000
84     200.2.5.3/32        Vl30,           00d0.061d.200a
85     200.1.1.101/32      Vl30,           0007.ecfc.e40a
86     200.0.100.1/32      Vl30,           0050.2a8d.700a
87     200.1.1.104/32      Vl30,           0050.0f2d.ac00
88     223.255.254.226/32  Vl30,           0050.2a8d.700a
89     2.2.2.7/32          Gi5/2,          0000.c005.0207
90     1.1.1.5/32          Gi5/1,          0000.0101.0105
3200   224.0.0.0/24        punt
3201   1.1.1.0/24          punt
3202   2.2.2.0/24          punt
134400 200.0.0.0/8         punt
134432 0.0.0.0/0           drop
524256 0.0.0.0/0           drop
Router#

表 2-85 に、この出力で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-85 show mls cef コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Index MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリのインデックス。

大エントリ数は 256000 です。

Prefix エントリのプレフィクス アドレス / マスク

Adjacency 隣接タイプは次のとおりです。

• drop ― プレフィクス エントリに一致するパケットは、ドロップされます。

• punt ― パケットは MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）にリ

ダイレクトされて処理されます。

• mac-address ― プレフィクスの一致するパケットがこの特定のネクストホッ

プに転送されるか、直接接続されている場合は 終宛先ホストに転送されま

す。

コマンド 説明

show mls cef summary すべてのプロトコルに対して MLS ハードウェア レイヤ 3 ス

イッチング テーブルのルート数を表示します。
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show mls cef adjacency
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣接ノードに関する情報

を表示するには、show mls cef adjacency コマンドを使用します。

show mls cef adjacency [all | decap-tunnel | {encap-tunnel ip-src-addr} | {entry index [to end-range]} 
| {flags lower-flag upper-flag} | mac-address number | mac-rewrite | macv4 | {mpls [label]} | 
multicast | nat | recirculation | special | tcp | usage] [detail] [module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

all （任意）アプリケーションによって割り当てられたすべてのエントリを表

示します。

decap-tunnel （任意）カプセル化が解除されたトンネリング パケット情報を表示します。

encap-tunnel 

ip-src-addr
（任意）指定されたアドレスと一致するカプセル化されたトンネル隣接エ

ントリを表示します。

entry index （任意）指定されたインデックスの隣接エントリ情報を表示します。有効

値は 0 ～ 1048575 です。

to end-range （任意）隣接エントリ情報を表示するインデックス範囲を指定します。有

効値は 0 ～ 1048575 です。

flags （任意）指定されたビット フラグに関する詳細情報を表示します。詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

lower-flag 表示する下位 32 ビット フラグ値。有効値は 0 ～ FFFFFFFF です。

upper-flag 表示する上位 32 ビット フラグ値。有効値は 0 ～ FFFFFFFF です。

mac-address number （任意）指定された 48 ビット ハードウェア アドレス（H.H.H 形式）と一

致する MAC（メディア アクセス制御）の隣接に関する情報を表示します。

mac-rewrite （任意）MAC リライト隣接に関する情報を表示します。

macv4 （任意）MACv4 隣接に関する情報を表示します。

mpls （任意）MPLS 隣接に関する情報を表示します。

label （任意）隣接エントリ情報を表示する MPLS ラベル。有効値は 0 ～ 1048575

です。

multicast （任意）マルチキャスト隣接に関する情報を表示します。

nat （任意）NAT（ネットワーク アドレス変換）隣接に関する情報を表示します。

recirculation （任意）再循環される隣接エントリに関する情報を表示します。

special （任意）特殊な隣接に関する情報を表示します。

tcp （任意）TCP アプリケーション隣接に関する情報を表示します。

usage （任意）隣接の使用に関する情報を表示します。

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

module number （任意）特定のモジュールの隣接ノードに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン トンネル ノードを表示するには、decap-tunnel および endcap-tunnel キーワードを使用します。カ

プセル化ノードはトンネルの入り口とみなされ、カプセル化解除ノードはトンネルの出口とみなさ

れます。複数の送信元 / 宛先ペアが、カプセル化ノードおよびカプセル化解除ノード間で同じトン

ネルを使用していることがあります。

decap-tunnel および endcap-tunnel キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シ

リーズ ルータではサポートされません。

flags キーワードはすべての隣接形式（mac-rewrite、mpls、および multicast）に適用され、特定の隣

接用に隣接内で設定されたビットを示します。

module number キーワードおよび引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、

使用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48

ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載されている場合、モジュール番号の有効値は

1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは IP トラフィックにのみ適用されます。

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣接統計情報は、60 秒間隔で更新されます。

ハードウェアによりスイッチングされた IP 転送ブロードキャスト情報を表示するには、show mls

cef adjacency mac-address number detail コマンドを入力します。

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングを行うと、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング FIB

（転送情報ベース）エントリごとに、隣接ノードの MSFC2 内のレイヤ 2 情報が MLS ハードウェア

レイヤ 3 スイッチング隣接テーブルに格納されます。隣接ノードは、レイヤ 2 に直接接続されてい

るノードです。トラフィックを転送するために、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは MLS

ハードウェア レイヤ 3 スイッチング FIB エントリから MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング隣

接エントリを示すルートを選択し、この隣接テーブル エントリ内の隣接ノードのレイヤ 2 ヘッダー

を使用して、レイヤ 3 スイッチング中にパケットを書き替えます。MLS ハードウェア レイヤ 3 ス

イッチングは、100 万個の隣接テーブル エントリをサポートします。

例

Supervisor Engine 720 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、すべての隣接ノードの情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency all

Index: 5       smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0

Index: 32773   smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0

（テキスト出力は省略）

次に、特定のインデックスの隣接エントリ情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency entry 132

Index: 132     smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0
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次に、特定の範囲のインデックスの隣接エントリ情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency entry 132 to 134

Index: 132     smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0

Index: 133     smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0

Index: 134     smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0
Router#

次に、再循環隣接情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency recirculation detail
Index: 6       smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 65535, vlan: 0, dindex: 0x0, ccc = 110,
               format: RECIR, l3rw_vld: 1
Router#

次に、特定のビット フラグを表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency flags 8408 0

STAT_REQUIRED NO_STAT CAP1 IQO UTTL UTOS
Router# 

次に、特定の MAC アドレスの隣接ノード情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency mac-address 00e0.f74c.842d

Index: 133138  smac: 00d0.061d.200a, dmac: 00e0.f74c.842d
               mtu: 1518, vlan: 45, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 0, bytes: 0

Index: 133144  smac: 00d0.061d.200a, dmac: 00e0.f74c.842d
               mtu: 1518, vlan: 45, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 0, bytes: 0
Router#

次に、MAC リライト隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency mac-rewrite

Index: 133132  smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               packets: 0, bytes: 0

Index: 133133  smac: 000a.421f.3000, dmac: 0050.2a8d.700a
               mtu: 1518, vlan: 1, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 0, bytes: 0

Index: 133134  smac: 000a.421f.3000, dmac: 0000.7201.0001
               mtu: 1518, vlan: 72, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 0, bytes: 0

Index: 133135  smac: 000a.421f.3000, dmac: 0000.7301.0001
               mtu: 1518, vlan: 73, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 0, bytes: 0

（テキスト出力は省略）
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次に、MPLS 隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router#  show mls cef adjacency mpls detail 
Index: 32768 smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000 
mtu: 1514, vlan: 0, dindex: 0x7FFA, l3rw_vld: 1 
format: MPLS, flags: 0x1000408600 
label0: 0, exp: 0, ovr: 0 
label1: 0, exp: 0, ovr: 0 
label2: 0, exp: 0, ovr: 0 
op: POP 
packets: 0, bytes: 0
Router#  

次に、マルチキャスト隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency multicast detail 
Index: 22 smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000 
mtu: 0, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0 
format: MULTICAST, flags: 0x800 
met2: 0, met3: 0 
packets: 2232, bytes: 180684
Router#  

次に、NAT 隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency nat detail 
Index: 200 mtu: 1522, vlan: 1063, dindex: 0x7FFA, l3rw_vld: 1 
format: NAT, flags: 0x8600 
ip_sa: 2.2.2.2, src_port: 100 
ip_da: 3.3.3.3, dst_port: 300 
delta_seq: 0, delta_ack: 0 
packets: 0, bytes: 0
Router#  

次に、特別な隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency special

Index: 0       smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 9234, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               format: MULTICAST, flags: 0x800 (mcast_fib_fail)
               met2: 0, met3: 0
               packets: 0, bytes: 0

Index: 1       smac: 0000.0000.0000, dmac: 0000.0000.0000
               mtu: 9234, vlan: 0, dindex: 0x0, l3rw_vld: 0
               format: MULTICAST, flags: 0x800 (mcast_fib_rf_cr)
               met2: 0, met3: 0
               packets: 0, bytes: 0

（テキスト出力は省略）

次に、TCP 隣接に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency tcp detail 
Index: 200 smac: abcd.abcd.abcd, dmac: 0000.1000.2000 
mtu: 1518, vlan: 1063, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1 
format: MAC_TCP, flags: 0x8408 
delta_seq: 10, delta_ack: 0 
packets: 0, bytes: 0
Router# 
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次に、隣接の使用に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency usage

Adjacency Table Size: 1048576 
ACL region usage: 2 
Non-stats region usage: 128 
Stats region usage: 31 
Total adjacency usage: 161 
Router# 

Supervisor Engine 2 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、すべての隣接ノードの情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency
Index 17414 : mac-sa:00d0.061d.200a, mac-da:0000.0000.0b0b
               interface:Gi4/11, mtu:1514
               packets:0000000000000000, bytes:0000000000000000

Index 17415 : mac-sa:00d0.061d.200a, mac-da:00e0.f74c.842e
               interface:Vl46, mtu:1514
               packets:0000000000000000, bytes:0000000000000000
Router#

次に、特定の MAC アドレスの隣接ノード情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency mac-address 00e0.f74c.842e
Index 17415 : mac-sa:00d0.061d.200a, mac-da:00e0.f74c.842e
              interface:Vl46, mtu:1514
              packets:0000000000000000, bytes:0000000000000000

Router#

次に、特定のモジュールにおける特定の MAC アドレスの隣接ノード情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef adjacency mac-address 00e0.f74c.842e module 4
Module 4#
Index 17415 : mac-sa:00d0.061d.200a, mac-da:00e0.f74c.842e
              interface:Vl46, mtu:1514
              packets:0000000000000000, bytes:0000000000000000
Router#
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show mls cef exact-route
ハードウェアの負荷分散に関する情報を表示するには、show mls cef exact-route コマンドを使用し

ます。

show mls cef exact-route src-ip {dest-ip | src-l4port} [dest-l4port | {module num}]

show mls cef exact-route {vrf instance-name} src-ip {dest-ip | src-l4port} [dest-l4port | {module num}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン vrf instance-name キーワードおよび引数は、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ

ルータではサポートされません。

例 次に、ハードウェアの負荷分散情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef exact-route 172.20.52.16 172.20.52.31

Interface: Gi2/1, Next Hop: 255.255.255.255, Vlan: 4073, Destination Mac: 
00d0.061d.200a

Router#

関連コマンド

src-ip 送信元 IP アドレス

dest-ip 宛先 IP アドレス

src-l4port レイヤ 4 送信元ポート番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

dest-l4port （任意）レイヤ 4 宛先ポート番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

module num （任意）モジュール番号

vrf instance-name 指定された VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）名の VPN（バー

チャル プライベート ネットワーク）ルーティングおよび転送 ID（数値）

を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX vrf instance-name キーワードおよび引数が追加されるように、このコマン

ドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show ip cef exact-route 送信元 / 宛先 IP アドレス ペアの正確なルートを表示します。
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show mls cef exception
CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）例外情報を表示するには、show mls cef exception コ

マンドを使用します。

show mls cef exception {status [detail] | priorities}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

detail キーワードは熟練ユーザ専用です。ここでは説明しません。

show mls cef exception status コマンドの出力には、次の定義が適用されます。

• FALSE ― プロトコルが例外状況にないことを示します。

• TRUE ― プロトコルが例外状況にあることを示します。

例 次に、CEF 例外ステータスの詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef exception status
Current IPv4 FIB exception state = FALSE 
Current IPv6 FIB exception state = FALSE 
Current MPLS FIB exception state = FALSE 
Router#

次に、FIB（転送情報ベース）ERM 例外プライオリティを表示する例を示します。

Router# show mls cef exception priorities 
Priority Protocol 
===================== 
1 IPv4 
2 IPv6 
3 MPLS 
Router#

status CEF 例外ステータスに関する情報を表示します。

detail （任意）ハードウェアの詳細情報を表示します。詳細については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

priorities CEF 例外プライオリティに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX1 IPv6 情報を表示するように出力が変更されました。

12.2(17b)SXA MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）情報を表示するように出

力が変更されました。
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関連コマンド

show mls cef hardware
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリを表示

するには、show mls cef hardware コマンドを使用します。

show mls cef hardware [module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン PFC（ポリシー フィーチャ カード）および MSFC2（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2）

とともに Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは、MLS ハードウェア レ

イヤ 3 スイッチングが Supervisor Engine 2、PFC2、MSFC2、および DFC が搭載されたファブリック

対応スイッチング モジュールに対して、IP ユニキャストおよび IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッ

チングを提供します。

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは IP トラフィックにのみ適用されます。

コマンド 説明

mls erm priority プロトコルが例外ステータスから回復を試みる順番を定義するプ

ライオリティを設定します。

module number （任意）特定のモジュールの隣接ノード情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例

Supervisor Engine 2 の例

ここでは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルのエントリをすべて表示する例を示しま

す。

Router# show mls cef hardware

  CEF TCAM v2:
  Size:
        65536 rows/device, 2 device(s), 131072 total rows
        32 entries/mask-block
        8192 total blocks (32b wide)
        0 - 4095 upper blocks, 4096 - 8191 lower blocks
        1179648 s/w table memory
  Used blocks:
        Upper bank:
          63 IP ucast
          0 IPX
          0 IP mcast
        Lower bank:
          0 IP ucast
          0 IPX
          0 IP mcast
  Free blocks (non-contiguous range):
        27 - 4095 upper blocks, 4096 - 8191 lower blocks
  Options:
        sanity check: off 
        sanity interval: 301 seconds 
        consistency check: on 
            consistency check interval: 61 seconds
        redistribution: off
            redistribution interval: 120 seconds
            redistribution threshold: 10
        compression: on
            compression interval: 30 seconds
        bank balancing: off
            bank differential limit: 5
        rpf mode: off
        tcam shadowing: on
  Background Task statistics:
        sanity check count: 0000000000000169 
        Consistency check count: 0000000000000834 
        Consistency check errors: 0000000000000002
        block redistribute count:   0000000000000000
        block compress count:       0000000000000011
               IP ucast [29]:       0000000000000001
               IP ucast [28]:       0000000000000001
  Hardware switching status:
        ip switching:  on
        ipx switching: off

Router#



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls cef hardware

2-836
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

Supervisor Engine 720 の例

ここでは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルのエントリをすべて表示する例を示しま

す。

Router# show mls cef hardware

 CEF TCAM v2:
  Size:
        65536 rows/device, 4 device(s), 262144 total rows
        32 entries/mask-block
        8192 total blocks (32b wide)
        1212416 s/w table memory
  Options:
        sanity check: on
        sanity interval: 301 seconds
        consistency check: on
        consistency interval: 61 seconds
        redistribution: off
            redistribution interval: 120 seconds
            redistribution threshold: 10
        compression: on
            compression interval: 31 seconds
        tcam/ssram shadowing: on
  Operation Statistics:
        Entries inserted:               0000000000000024
        Entries deleted:                0000000000000005
        Entries compressed:             0000000000000000
        Blocks inserted:                0000000000000018
        Blocks deleted:                 0000000000000004
        Blocks compressed:              0000000000000000
        Blocks shuffled:                0000000000000002
        Blocks deleted for exception:   0000000000000000
        Direct h/w modifications:       0000000000000000

  Background Task Statistics:
        Consistency Check count:        0000000000014066
        Consistency Errors:             0000000000000000
        SSRAM Consistency Errors:       0000000000000000
        Sanity Check count:             0000000000002855
        Sanity Check Errors:            0000000000000000
        Compression count:              0000000000004621

        Exception Handling status    : on
        L3 Hardware switching status : on
        Fatal Error Handling Status  : Reset
        Fatal Errors:                   0000000000000000
        Fatal Error Recovery Count:     0000000000000000

  SSRAM ECC error summary:
        Uncorrectable ecc entries    : 0
        Correctable ecc entries      : 0
        Packets dropped              : 0
        Packets software switched    : 0

FIB SSRAM Entry status
----------------------
Key: UC - Uncorrectable error, C - Correctable error
        SSRAM banks  :  Bank0    Bank1
No ECC errors reported in FIB SSRAM.
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show mls cef inconsistency
一貫性チェッカー情報を表示するには、show mls cef inconsistency コマンドを使用します。

show mls cef inconsistency [module num | now | records] [detail] [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

引数を指定しないで show mls cef inconsistency コマンドを入力すると、次の情報が表示されます。

• 一貫性チェック数

• TCAM 一貫性チェック エラー

• SSRAM 一貫性チェック エラー

例 次に、一貫性チェッカーに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef inconsistency
Consistency Check Count       : 81
TCAM Consistency Check Errors : 0
SSRAM Consistency Check Errors : 0
Router#

次に、特定のモジュールの一貫性チェッカーに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef inconsistency module 7
Consistency Check Count       : 11033
TCAM Consistency Check Errors : 0
SSRAM Consistency Check Errors : 0
Router#

module num （任意）指定されたモジュールの不一致情報を表示します。

now （任意）一貫性チェックを実行し、問題点を表示します。

records （任意）不一致レコードを表示します。

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

module num （任意）特定のモジュールの隣接ノード情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、一貫性チェックを実行し、問題点を表示する例を示します。

Router#  show mls cef inconsistency now
Performing TCAM check now ...done
No. of FIB TCAM Consistency Check Errors  : 0
Performing SSRAM check now ...done
No. of FIB SSRAM Consistency Check Errors : 0

Router# 

次に、不一致レコードを表示する例を示します。

Router# show mls cef inconsistency records
Consistency Check Count       : 11044
TCAM Consistency Check Errors : 0
SSRAM Consistency Check Errors : 0

Router# 

show mls cef ip
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリを

表示するには、show mls cef ip コマンドを使用します。

show mls cef ip [prefix [mask-length]] [detail] [module number]

show mls cef ip accounting per-prefix

show mls cef ip {lookup ...} | {multicast tcam  ...} | {rpf ...} | {vpn ...} | {vrf ...}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

prefix （任意）A.B.C.D のフォーマットでプレフィクスを入力します。

mask-length （任意）マスク長。有効値は 0 ～ 32 です。

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

module number （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

accounting per-prefix 統計情報収集用に設定されたすべてのプレフィクスを表示します。

lookup ... 指定された宛先 IP ユニキャスト アドレスの TCAM エントリ インデック

スを表示します。show mls cef lookup コマンドを参照してください。

multicast tcam  ... MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリを、コン

パクト CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）テーブル表示フォー

マットで表示します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照

してください。

rpf ... MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル内の RPF ハードウェア

情報を表示します。show mls cef rpf コマンドを参照してください。

vpn ... （任意）VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ID CEF テーブル

に関する情報を表示します。詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

vrf ... VPN インスタンス CEF テーブルの情報を表示します。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、このコマンドの詳細は show

mls cef ip multicast tcam コマンドを参照してください。

Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、show mls cef ip multicast tcam

に対してサポートされる構文は show mls cef ip {multicast tcam [prefix [mask]} [module num]] になり

ます。

次のキーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

• detail

• rpf

• vpn

• vrf

... は、追加情報があることを示します。

vpn キーワードは熟練ユーザ専用です。ここでは説明しません。

show mls cef ip コマンド出力の情報は、show mls cef コマンドの出力にも表示されます。

検索は「 長プレフィクス一致」として実行され、指定された宛先 IP アドレスに適用される TCAM

エントリ インデックスが表示されます。

情報は、インデックス、プレフィクス、マスク、隣接のフォーマットで出力されます。

例

Supervisor Engine 2 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリを表示する例を示します。

Router# show mls cef ip

Index      Prefix           Mask                Adjacency
0          0.0.0.0          255.255.255.255     punt
1          255.255.255.255  255.255.255.255     punt
2          127.0.0.12       255.255.255.255     punt
3          127.0.0.0        255.255.255.255     punt
4          127.255.255.255  255.255.255.255     punt
5          172.20.52.18     255.255.255.255     punt
6          172.20.52.0      255.255.255.255     punt
7          172.20.52.31     255.255.255.255     punt
8          172.20.52.1      255.255.255.255     0010.0d59.b8c0
160        172.20.52.0      255.255.255.224     punt
6400       224.0.0.0        255.255.255.0       punt
115200     0.0.0.0          0.0.0.0             0010.0d59.b8c0
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX rpf prefix 形式が追加されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、 長プレフィクス一致ルックアップを表示する例を示します。

Router# show mls cef ip lookup 172.20.52.19

160        172.20.52.0      255.255.255.224     punt
Router#

Supervisor Engine 720 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、show mls cef および show mls cef ip コマンドの出力が同じである例を示します。

Router# show mls cef 

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index  Prefix              Adjacency
64     127.0.0.51/32       punt
65     127.0.0.0/32        punt
66     127.255.255.255/32  punt
67     1.1.1.100/32        punt
68     1.1.1.0/32          punt
69     1.1.1.255/32        punt
70     2.2.2.100/32        punt
71     2.2.2.0/32          punt
72     2.2.2.255/32        punt
73     2.2.2.5/32          Gi5/2,          0000.c005.0205
74     0.0.0.0/32          punt
75     255.255.255.255/32  punt
76     200.1.22.22/32      punt
77     200.0.0.0/32        punt
78     200.255.255.255/32  punt
79     200.1.1.153/32      Vl30,           0050.808b.8200
81     200.1.1.91/32       Vl30,           0004.4eef.8800
82     200.1.1.100/32      Vl30,           00d0.bb02.0400
83     200.12.223.3/32     Vl30,           00d0.061b.7000
84     200.2.5.3/32        Vl30,           00d0.061d.200a
85     200.1.1.101/32      Vl30,           0007.ecfc.e40a
86     200.0.100.1/32      Vl30,           0050.2a8d.700a
87     200.1.1.104/32      Vl30,           0050.0f2d.ac00
88     223.255.254.226/32  Vl30,           0050.2a8d.700a
89     2.2.2.7/32          Gi5/2,          0000.c005.0207
90     1.1.1.5/32          Gi5/1,          0000.0101.0105
3200   224.0.0.0/24        punt
3201   1.1.1.0/24          punt
3202   2.2.2.0/24          punt
134400 200.0.0.0/8         punt
134432 0.0.0.0/0           drop
524256 0.0.0.0/0           drop
Router#
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次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリをすべて表示する例を示し

ます。

Router# show mls cef ip

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index  Prefix              Adjacency
64     127.0.0.51/32       punt
65     127.0.0.0/32        punt
66     127.255.255.255/32  punt
67     1.1.1.100/32        punt
68     1.1.1.0/32          punt
69     1.1.1.255/32        punt
70     2.2.2.100/32        punt
71     2.2.2.0/32          punt
72     2.2.2.255/32        punt
73     2.2.2.5/32          Gi5/2,          0000.c005.0205
74     0.0.0.0/32          punt
75     255.255.255.255/32  punt
76     200.1.22.22/32      punt
77     200.0.0.0/32        punt
78     200.255.255.255/32  punt
79     200.1.1.153/32      Vl30,           0050.808b.8200
81     200.1.1.91/32       Vl30           0004.4eef.8800
82     200.1.1.100/32      Vl30           00d0.bb02.0400
83     200.12.223.3/32     Vl30           00d0.061b.7000
84     200.2.5.3/32        Vl30           00d0.061d.200a
85     200.1.1.101/32      Vl30           0007.ecfc.e40a
86     200.0.100.1/32      Vl30           0050.2a8d.700a
87     200.1.1.104/32      Vl30           0050.0f2d.ac00
88     223.255.254.226/32  Vl30           0050.2a8d.700a
89     2.2.2.7/32          Gi5/2          0000.c005.0207
90     1.1.1.5/32          Gi5/1          0000.0101.0105
3200   224.0.0.0/24        punt
3201   1.1.1.0/24          punt
3202   2.2.2.0/24          punt
134400 200.0.0.0/8         punt
134432 0.0.0.0/0           drop
524256 0.0.0.0/0           drop
Router#

表 2-86 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリの詳細を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip 127.0.0.52 detail

Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority bit
       D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket sel
       V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
       RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(194    ): E | 1 FFF  0 0 0 0   255.255.255.255
V(194    ): 8 | 1 0    0 0 0 0   127.0.0.52         (A:133120 ,P:1,D:0,m:0 ,B:0)
Router#

表 2-86 show mls cef ip コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Index MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリのインデック

ス。 大エントリ数は 256000 です。

Prefix エントリのプレフィクス アドレス / マスク

Adjacency 隣接情報
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次に、統計情報収集用に設定されたすべてのプレフィクスを表示する例を示します。

Router# show mls cef ip accounting per-prefix
     VRF              Prefix/Mask        Packets          Bytes

A - Active, I - Inactive
Router#

関連コマンド

show mls cef ip multicast
スイッチ プロセッサの MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング

テーブル内の IP エントリを表示するには、show mls cef ip multicast コマンドを使用します。

show mls cef ip multicast {bidir | grp-only | source source-ip} [detail | group group-id | vlan rpf-vlanid]

show mls cef ip multicast control [detail | prefix prefix | vlan rpf-vlanid]

show mls cef ip multicast group group-id [detail | vlan rpf-vlanid]

show mls cef ip multicast src-grp [detail | group group-ip | source | vlan rpf-vlanid]

show mls cef ip multicast subnet [detail | prefix prefix | vlan rpf-vlanid]

show mls cef ip multicast summary [vpn-num]

show mls cef ip multicast tcam [prefix [mask]] [detail] [module num] [vrf src-ip {src-port | dst-ip} 
[dst-port | module num]]

show mls cef ip multicast {grp-mask | vlan rpf-vlanid | vpn vpn-id} [detail]

シンタックスの説明

コマンド 説明

show mls cef MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリを表示しま

す。

bidir Bidir 情報を表示します。

grp-only (*,G) ショートカットに基づくハードウェア エントリ情報を表示します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

source source-ip 指定された送信元 IP アドレスに基づくハードウェア エントリ情報を表示

します。

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

group group-id （任意）指定されたグループ IP アドレスに基づくハードウェア エントリ情

報を表示します。

vlan rpf-vlanid （任意）特定の RPF VLAN（仮想 LAN）ID の情報を表示します。有効値は

0 ～ 4095 です。

control （任意）(*,G/m) エントリに基づくハードウェア エントリ情報を表示しま

す。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

prefix prefix （任意）特定の IP サブネット プレフィクスに基づくハードウェア エント

リ情報を表示します。

src-grp (S,G) ショートカットに基づくハードウェア エントリ情報を表示します。

詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

subnet (S/m,*) ショートカットに基づくハードウェア エントリ情報を表示しま

す。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、show mls cef ip multicast コマ

ンドに対してサポートされる構文は show mls cef ip {multicast tcam [prefix [mask]} [module num]] の

みです。

入力および出力の 2 つの MMLS（マルチキャスト マルチレイヤ スイッチング）モードがあります。

モードごとに異なる出力が表示されます。

ハードウェア エントリ タイプは次のとおりです。

• {S/m,*} ― 直接接続された送信元を取得するために使用されるインターフェイス / マスク（ま

たはサブネット）エントリ

• {*,G/m} ― ルート プロセッサによってグループ / マスクとして処理されるグループ

• {G,C} ― G は IP マルチキャスト アドレスから取得された宛先 MAC（メディア アクセス制御）

アドレスを指定します。C は入力 VLAN を指定します。

• {S,G,C} ― S は送信元 IP アドレスを指定します。G はマルチキャスト アドレスである宛先 IP
アドレスを指定します。C は、通常はフローの RPF VLAN である入力 VLAN を指定します。

• {S,G} ― ソフトウェアによって維持されるマルチキャスト ルーティング テーブル エントリ、

または FIB（転送情報ベース）に作成されるマルチキャスト転送テーブル エントリです。

• {*,G} ― 送信元アドレスがワイルドカードである点を除き、{S,G} と同じです。

DF インデックス フィールドの範囲は 1 ～ 4 であり、許可（PIM ルート プロセッサ × DF）テーブ

ルのインデックスとなります。許可テーブルは DF 転送と組み合わせて、VPN 内の 4 つの RP ごと

に DF インターフェイス セットを識別するために使用されます。

summary 導入されたハードウェア ショートカットのサマリーを表示します。

tcam コンパクト フォーマットの CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）

テーブル情報を表示します。詳細については、「使用上のガイドライン」を

参照してください。

mask （任意）指定されたサブネット マスクに基づくハードウェア エントリ情報

を表示します。

vrf src-ip （任意）指定された送信元 IP アドレスの VRF（VPN ルーティング / 転送イ

ンスタンス）ID を数値で表示します。

src-port （任意）レイヤ 4 送信元ポート。有効値は 0 ～ 65535 です。

dst-ip （任意）宛先 IP アドレス

dst-port （任意）レイヤ 4 宛先ポート。有効値は 0 ～ 65535 です。

grp-mask Bidir (*,G/m) ショートカットに基づく情報ハードウェア エントリ情報を

表示します。

vpn vpn-id 指定された VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ID に基づく

ハードウェア エントリ情報を表示します。有効値は 0 ～ 4095 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、Bidir (*,G/m) ショートカットに基づく入力ハードウェア エントリ情報を表示する例を示しま

す。

Router# show mls cef ip multicast grp-mask

Multicast CEF Entries for VPN#0
Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial,
       c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation       
Source/mask         Destination/mask    RPF/DF  Flags #packets      #bytes             
rwindex  Output Vlans/Info             
+-------------------+-------------------+-------+-----+-------------+-----------------
-+--------+------------------------------+
*                   226.2.2.0/24         Df0    BCp   0             0                  
-        Vl50 [1 oifs]
*                   225.2.2.0/24         Df1    BCp   0             0                  
-        Vl51 [1 oifs]
*                   227.2.2.0/24         Df1    BCp   0             0                  
-        Vl51 [1 oifs]
Found 3 entries. 3 are mfd entries
Router#

次に、Bidir (*,G/m) ショートカットに基づく入力ハードウェア エントリ情報を表示する例を示しま

す。

Router# show mls cef ip multicast grp-mask detail 
(*, 226.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:0 AdjPtr:7,32775,65543,98311 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x100
        rwvlans:0 rwindex:0x0 adjmac:0006.d606.e240 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x5
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0005
          V E C:  50 I:0x00449 

(*, 225.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:1 AdjPtr:8,32776,65544,98312 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x102
        rwvlans:0 rwindex:0x0 adjmac:0006.d606.e240 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x6
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0006
          V E C:  51 I:0x0044B 

(*, 227.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:1 AdjPtr:19,32787,65555,98323 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x104
        rwvlans:0 rwindex:0x0 adjmac:0006.d606.e240 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x7
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0007
          V E C:  51 I:0x0044B 

Found 3 entries. 3 are mfd entries
Router#
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次に、入力 Bidir 情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip multicast bidir           

Multicast CEF Entries for VPN#0
Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial,
       c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation       
Source/mask         Destination/mask    RPF/DF  Flags #packets      #bytes             
rwindex  Output Vlans/Info             
+-------------------+-------------------+-------+-----+-------------+-----------------
-+--------+------------------------------+
*                   225.2.2.2/32         Df1    BCp   0             0                  
-        Vl51,Vl30 [2 oifs]
*                   225.2.2.1/32         Df1    BCp   0             0                  
-        Vl51,Vl30 [2 oifs]
Found 2 entries. 2 are mfd entries
Router#

次に、入力 Bidir の詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip multicast bidir detail 

(*, 225.2.2.2) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:1 AdjPtr:10,32778,65546,98314 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE2
        rwvlans:0 rwindex:0x0 adjmac:0006.d606.e240 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0xA
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x000A
          V  C:  51 I:0x004B5 P->19A0 
        - V  
          V E C:  30 I:0x0049B 

(*, 225.2.2.1) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:1 AdjPtr:9,32777,65545,98313 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE0
        rwvlans:0 rwindex:0x0 adjmac:0006.d606.e240 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x8
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0008
          V  C:  51 I:0x004B1 P->199C 
        - V  
          V E C:  30 I:0x00499 

Found 2 entries. 2 are mfd entries
Router#
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次に、Bidir (*,G/m) ショートカットに基づく出力ハードウェア エントリ情報を表示する例を示しま

す。

Router# show mls cef ip multicast grp-mask        

Multicast CEF Entries for VPN#0
Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial,
       c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation       
Source/mask         Destination/mask    RPF/DF  Flags #packets      #bytes             
rwindex  Output Vlans/Info             
+-------------------+-------------------+-------+-----+-------------+-----------------
-+--------+------------------------------+
*                   225.2.2.0/24         Df0    BCp   0             0                  
-        
*                   225.2.2.0/24         -      Bpr   0             0                  
0x4AE    Vl51 [1 oifs]
*                   225.2.2.0/24         -      Br    0             0                  
0x40E    Vl51 [1 oifs]
*                   226.2.2.0/24         Df1    BCp   0             0                  
-        
*                   226.2.2.0/24         -      Bpr   0             0                  
0x4AE    Vl50 [1 oifs]
*                   226.2.2.0/24         -      Br    0             0                  
0x40E    Vl50 [1 oifs]
*                   227.2.2.0/24         Df0    BCp   0             0                  
-        
*                   227.2.2.0/24         -      Bpr   0             0                  
0x4AE    Vl51 [1 oifs]
*                   227.2.2.0/24         -      Br    0             0                  
0x40E    Vl51 [1 oifs]
Found 3 entries. 3 are mfd entries
Router#

次に、Bidir (*,G/m) ショートカットに基づく出力ハードウェア エントリの詳細情報を表示する例を

示します。

Router# show mls cef ip multicast grp-mask detail 
(*, 225.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:0 AdjPtr:7,32775,65543,98311 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x120
        rwvlans:0 rwindex:0x0 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:recir l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:RECIR
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:8,32776,65544,98312 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x122
        rwvlans:0 rwindex:0x4AE adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:1 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x5
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0005
          V E C:  51 I:0x0044C 

        PI:0 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:9,32777,65545,98313 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x124
        rwvlans:0 rwindex:0x40E adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x5
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0005
          V E C:  51 I:0x0044C 

(*, 226.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:1 AdjPtr:10,32778,65546,98314 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x126
        rwvlans:0 rwindex:0x0 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:recir l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:RECIR
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
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        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:11,32779,65547,98315 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x128
        rwvlans:0 rwindex:0x4AE adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:1 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1C
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001C
          V E C:  50 I:0x00447 

        PI:0 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:12,32780,65548,98316 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x12A
        rwvlans:0 rwindex:0x40E adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1C
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001C
          V E C:  50 I:0x00447 

(*, 227.2.2.0/24) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:0 AdjPtr:13,32781,65549,98317 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x12C
        rwvlans:0 rwindex:0x0 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:recir l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:RECIR
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:14,32782,65550,98318 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x12E
        rwvlans:0 rwindex:0x4AE adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:1 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1D
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001D
          V E C:  51 I:0x0044C 

        PI:0 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:15,32783,65551,98319 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0x130
        rwvlans:0 rwindex:0x40E adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1D
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001D
          V E C:  51 I:0x0044C 

Found 3 entries. 3 are mfd entries
Router# 

次に、出力 Bidir 情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip multicast bidir           

Multicast CEF Entries for VPN#0
Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial,
       c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation       
Source/mask         Destination/mask    RPF/DF  Flags #packets      #bytes             
rwindex  Output Vlans/Info             
+-------------------+-------------------+-------+-----+-------------+-----------------
-+--------+------------------------------+
*                   225.2.2.2/32         Df0    BCp   0             0                  
-        
*                   225.2.2.2/32         -      Bpr   0             0                  
0x4AE    Vl51,Vl30 [2 oifs]
*                   225.2.2.2/32         -      Br    0             0                  
0x40E    Vl51,Vl30 [2 oifs]
*                   225.2.2.1/32         Df0    BCp   0             0                  
-        
*                   225.2.2.1/32         -      Bpr   0             0                  
0x4AE    Vl51,Vl30 [2 oifs]
*                   225.2.2.1/32         -      Br    0             0                  
0x40E    Vl51,Vl30 [2 oifs]

Found 2 entries. 2 are mfd entries
Router#
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次に、出力 Bidir の詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip multicast bidir detail 

(*, 225.2.2.2) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:0 AdjPtr:19,32787,65555,98323 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE6
        rwvlans:0 rwindex:0x0 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:recir l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:RECIR
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:20,32788,65556,98324 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE8
        rwvlans:0 rwindex:0x4AE adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:1 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x22
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0022
          V  C:  51 I:0x004B3 P->24 
          V E C:  30 I:0x004B6 

        PI:0 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:21,32789,65557,98325 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xEA
        rwvlans:0 rwindex:0x40E adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x22
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x0022
          V  C:  51 I:0x004B3 P->24 
          V E C:  30 I:0x004B6 

(*, 225.2.2.1) 
        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:0 (1)
        DFidx:0 AdjPtr:16,32784,65552,98320 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE0
        rwvlans:0 rwindex:0x0 rdt:0 E:0 CAP1:0
        fmt:recir l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:RECIR
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

        PI:1 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:17,32785,65553,98321 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE2
        rwvlans:0 rwindex:0x4AE adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:1 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1E
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001E
          V  C:  51 I:0x004AF P->20 
          V E C:  30 I:0x004B2 

        PI:0 (1) CR:0 (0) Recirc:1 (1)
        AdjPtr:18,32786,65554,98322 FibRpfNf:0 FibRpfDf:0 FibAddr:0xE4
        rwvlans:0 rwindex:0x40E adjmac:0006.d606.e240 rdt:1 E:0 CAP1:0
        fmt:mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1522 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x1E
        packets:0000000000000 bytes:000000000000000000
        Starting Offset: 0x001E
          V  C:  51 I:0x004AF P->20 
          V E C:  30 I:0x004B2 

Found 2 entries. 2 are mfd entries
Router# 

次に、TCAM 情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ip multicast tcam

Index  Group              Source             RPF/DF Interface
64     224.0.1.39         0.0.0.0            NULL
66     224.0.1.40         0.0.0.0            NULL
96     224.0.0.0          0.0.0.0            NULL
Router#
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show mls cef ipv6
ハードウェア IPv6 スイッチング テーブル エントリを表示するには、show mls cef ipv6 コマンドを

使用します。

show mls cef ipv6 [vrf-number] [ip-address/mask] [acccounting per-prefix] [module number]

show mls cef ipv6 exact-route src-addr [L4-src-port] dst-addr [L4-dst-port]

show mls cef ipv6 multicast tcam [v6mcast-address] [detail] [internal]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドを入力できるのは、スーパーバイザ エンジンおよび MLS（マルチレイヤ スイッチン

グ）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング モジュール コンソール上のみです。このコマンドを入力

するには、remote login コマンドを入力して、スーパーバイザ エンジンおよび DFC を装備したモ

ジュールへのセッションを開始します。

ip-address/mask 引数を入力する場合は、X:X:X:X::X/mask というフォーマットを使用します。ここ

で mask の有効値は 0 ～ 128 です。

サポートされる IPv6 プレフィクス数は、 大 64 です。

負荷分散モードが full に設定されている場合（レイヤ 4 ポートが負荷分散ハッシュ アルゴリズムに

含まれている場合など）は、L4-src-port および L4-dst-port 引数を入力する必要があります。

vrf-number （任意）VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）番号。有効値は

0 ～ 4095 です。

ip-address/mask （任意）エントリの IPv6 アドレスおよびプレフィクス マスク。フォー

マット情報については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

acccounting per-prefix （任意）プレフィクス単位のアカウンティング統計情報を表示します。

module number （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

src-addr 送信元 IP アドレス

L4-src-port （任意）レイヤ 4 送信元ポート番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

dst-addr 宛先 IP アドレス

L4-dst-port （任意）レイヤ 4 宛先ポート番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

multicast tcam IPv6 マルチキャスト エントリを表示します。

v6mcast-address （任意）IPv6 マルチキャスト アドレス

detail （任意）ハードウェアの詳細情報を表示します。

internal （任意）ハードウェアの内部情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA FIB（転送情報ベース）ドライバのマルチキャスト プロトコル情報を表示

するように出力が変更されました。
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例 次に、ハードウェア IPv6 スイッチング テーブル エントリを表示する例を示します。

Router# show mls cef ipv6
Codes:M-MPLS encap, + - Push label 
Index Prefix Adjacency 
524384 BEEF:6::6/128 punt 
524386 5200::6/128 punt 
524388 2929::6/128 punt 
524390 6363::30/128 Fa1/48 , 0000.0001.0002 
524392 3FFE:1B00:1:1:0:5EFE:1B00:1/128 punt 
524394 2002:2929:6:2::6/128 punt 
524396 2002:2929:6:1::6/128 punt 
524398 6363::6/128 punt 
524416 BEEF:6::/64 drop 
524418 5200::/64 punt 
524420 2929::/64 punt 
524422 2002:2929:6:2::/64 punt 
524424 2002:2929:6:1::/64 punt 
524426 6363::/64 punt 
524428 3FFE:1B00:1:1::/64 Tu4 , V6 auto-tunnel 
524448 FEE0::/11 punt 
524480 FE80::/10 punt 
524512 FF00::/8 punt 
524544 ::/0 drop
Router#

次に、特定の IPv6 アドレスおよびマスクに対応する IPv6 エントリを表示する例を示します。

Router# show mls cef ipv6 2001:4747::/64

Codes:R - Recirculation, I-IP encap
M-MPLS encap, + - Push label
Index Prefix Out i/f Out Label 
160 2001:4747::/64 punt
Router# 

次に、プレフィクス単位の統計情報が使用可能なIPv6 FIB エントリをすべて表示する例を示します。

Router# show mls cef ipv6 accounting per-prefix
(I) BEEF:2::/64: 0 packets, 0 bytes

A - Active, I - Inactive
Router#

次に、ハードウェアの詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef ipv6 detail 

Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - FIB Priority
D - FIB Don't short-cut, m - mod-num
Format: IPv6_DA - (C | xtag vpn uvo prefix)
M(128 ): F | 1 FF 1 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 
V(128 ): C | 1 0 1 2001:4747::1253 (A:12 ,P:1,D:0,m:0 )
M(160 ): F | 1 FF 1 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:: 
V(160 ): C | 1 0 1 2001:4747:: (A:11 ,P:1,D:0,m:0 )
M(224 ): F | 1 FF 1 FFE0:: 
V(224 ): C | 1 0 1 FEE0:: (A:11 ,P:1,D:0,m:0 )
M(256 ): F | 1 FF 1 FFC0:: 
V(256 ): C | 1 0 1 FE80:: (A:12 ,P:1,D:0,m:0 )
M(352 ): F | 1 FF 1 FF00:: 
V(352 ): C | 1 0 1 FF00:: (A:12 ,P:1,D:0,m:0 )
M(480 ): F | 1 FF 1 :: 
V(480 ): C | 1 0 1 :: (A:14 ,P:1,D:0,m:0 
Router# 
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関連コマンド

show mls cef ipx
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IPX エントリ

を表示するには、show mls cef ipx コマンドを使用します。

show mls cef ipx [{prefix [mask | module number]} | {module number}] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

show mls cef ipx コマンド出力の情報は、show mls ipx コマンドの出力にも表示されます。

例 次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IPX エントリを表示する例を示します。

Router# show mls cef ipx

Router#
Index      Prefix           Mask                Adjacency
.
.
.

Router#

コマンド 説明

mls ipv6 acl compress address unicast IPv6 アドレスの圧縮機能をオンにします。

prefix （任意）A.B.C.D のフォーマットでプレフィクスを入力します。

mask （任意）A.B.C.D のフォーマットでプレフィクス マスクを入力します。

module number （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show mls cef logging
TCAM 不一致バッファの内容を表示するには、show mls cef logging コマンドを使用します。

show mls cef logging [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

PFC（ポリシー フィーチャ カード）および MSFC2（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2）

とともに Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは、MLS（マルチレイヤ ス

イッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチングが Supervisor Engine 2、PFC2、MSFC2、および

DFC が搭載されたファブリック対応スイッチング モジュールに対して、IP ユニキャストおよび IP

マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを提供します。

TCAM 不一致バッファには、TCAM で検出されたあらゆる不一致が記録されます。

MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは IP トラフィックにのみ適用されます。

例 次に、TCAM 不一致バッファの内容を表示する例を示します。

Router# show mls cef logging

PFIB_ERR:TCAM_SHADOW_CONSISTENCY_ERR:value : Index: 100 
Expected: 0 -0 -0 
Hardware: 5 -1020304 -0 
PFIB_ERR:TCAM_SHADOW_CONSISTENCY_ERR:Mask : Index: 3 
Expected: 4 -0 -0 
Hardware: 6 -FFF00000-0
Router# 

module num （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show mls cef lookup
指定された宛先 IP アドレスの MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチ

ング テーブルの IP エントリを表示するには、show mls cef lookup コマンドを使用します。

show mls cef [ip] lookup address [detail] [module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

検索は「 長プレフィクス一致」として実行され、指定された宛先 IP アドレスに適用される TCAM

エントリ インデックスが表示されます。

情報は、インデックス、プレフィクス、マスク、隣接のフォーマットで出力されます。

show mls cef lookup ip および show mls cef lookup コマンドの出力は同じです。

例 次に、特定の IPv4 ユニキャスト アドレスに適用される 長プレフィクス一致を表示する例を示し

ます。

Router# show mls cef lookup 224.0.0.0

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index  Prefix              Adjacency
3200   224.0.0.0/24        punt
Router#

ip （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル内の IP エント

リを表示します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

address A.B.C.D フォーマットの IP アドレス

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

module number （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show mls cef mac
MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）の MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハード

ウェア レイヤ 3 スイッチング MAC（メディア アクセス制御）アドレス情報を表示するには、show

mls cef mac コマンドを使用します。

show mls cef mac [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

PFC（ポリシー フィーチャ カード）および MSFC2 とともに Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータでは、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチングが Supervisor Engine 2、PFC2、

MSFC2、および DFC が搭載されたファブリック対応スイッチング モジュールに対して、IP ユニ

キャストおよび IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを提供します。

例 次に、MSFC の MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング MAC アドレス情報を表示する例を示し

ます。

Router# show mls cef mac
Router MAC address:00d0.061d.200a
Router# 

関連コマンド

module num （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls cef MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリを表示

します。

show mls cef summary すべてのプロトコルに対して MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチ

ング テーブルのルート数を表示します。
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show mls cef maximum-routes
大ルート数に関する現在のシステム設定を表示するには、show mls cef maximum-routes コマンド

を使用します。

show mls cef maximum-routes 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

mls cef maximum-routes コマンドを入力して設定を変更した場合は、show mls cef maximum-routes

コマンドの出力に次の追加フィールドが表示されます。

• User configured ― ユーザによる設定変更を表示します。

• Upon reboot ― システム再起動後に設定を表示します。

これらのフィールドは、mls cef maximum-routes コマンドを入力したあとに、

copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用して変更を保存しなかった場合に

表示されます。詳細については、「例」を参照してください。

例 次に、mls cef maximum-routes コマンドを入力し、（copy system:running-config nvram:startup-config

コマンドを使用して）変更を保存し、システムを再起動した場合の出力例を示します。

Router# show mls cef maximum-routes 
FIB TCAM maximum routes : 
======================= 
Current :- 
------- 
IPv4 - 1k (default) 
MPLS - 239k 
IPv6 + IP Multicast - 8k (default)
Router# 

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、mls cef maximum-routes コマンドを入力したにもかかわらず、変更を保存しなかった場合の

出力例を示します。

Router# show mls cef maximum-routes 
FIB TCAM maximum routes : 
======================= 
Current :- 
------- 
IPv4 - 1k (default) 
MPLS - 239k 
IPv6 + IP Multicast - 8k (default)
User configured :- 
--------------- 
IPv4 + MPLS - 192k (default) 
IPv6 + IP multicast - 32k (default)
Upon reboot :- 
----------- 
IPv4 - 1k (default) 
MPLS - 239k 
IPv6 + IP multicast - 8k (default)
Router# 

次に、設定を変更し、（copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用して）変更

を保存した場合の出力例を示します。

Router# show mls cef maximum-routes 
FIB TCAM maximum routes : 
======================= 
Current :- 
------- 
IPv4 - 1k (default) 
MPLS - 239k 
IPv6 + IP Multicast - 8k (default)
User configured :- 
--------------- 
IPv4 + MPLS - 192k (default) 
IPv6 + IP multicast - 32k (default)
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

copy system:running-config nvram:startup-config 設定を NVRAM（不揮発性 RAM）に保存しま

す。

mls cef maximum-routes ハードウェアにプログラミング可能な 大

ルート数をプロトコル単位で制限します。
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show mls cef mpls
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの MPLS（マル

チプロトコル ラベル スイッチング）エントリを表示するには、show mls cef mpls コマンドを使用

します。

show mls cef mpls [detail] [internal] [labels value] [module number] [vpn instance] [vrf instance] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、MPLS エントリを表示する例を示します。

Router# show mls cef mpls

Codes: + - Push label, - - Pop Label         * - Swap Label
Index  Local     Label                  Out i/f
       Label      Op
Router#

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

internal （任意）内部 CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）エントリを表

示します。

labels value （任意）特定のラベルに関するエントリを表示します。有効値は 0 ～

1048575 です。

module number （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

vpn instance （任意）特定の VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）インスタン

スに関する VPN ID MPLS テーブルを表示します。有効値は 0 ～ 4095 です。

vrf instance-name （任意）特定の VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）に関する

MPLS CEF テーブル エントリを表示します。

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show mls cef rpf
MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの RPF ハード

ウェア情報を表示するには、show mls cef rpf コマンドを使用します。

show mls cef [ip] rpf [ip-address] [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

引数を指定しないで show mls cef ip rpf コマンドを入力すると、RPF グローバル モード ステータス

が表示されます。

show mls cef ip rpf および show mls cef rpf コマンドの出力は同じです。

例 次に、RPF グローバル モードのステータスを表示する例を示します。

Router# show mls cef rpf

RPF global mode:        not enabled
Router#

次に、特定の IP アドレスの RPF 情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef rpf 10.100.0.0 
RPF information for prefix 10.100.0.0/24 
uRPF check performed in the hardware for interfaces : 
GigabitEthernet1/1
Router#

関連コマンド

ip （任意）MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル内の IP エント

リを表示します。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

ip-address （任意）IP アドレス

module num （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls ip cef rpf multipath RPF モードを設定します。
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show mls cef statistics
スイッチングされたパケット数およびバイト数を表示するには、show mls cef statistics コマンドを

使用します。

show mls cef statistics [module number] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン PFC（ポリシー フィーチャ カード）および MSFC2（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2）

とともに Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータでは、MLS ハードウェア レ

イヤ 3 スイッチングが Supervisor Engine 2、PFC2、MSFC2、および DFC が搭載されたファブリック

対応スイッチング モジュールに対して、IP ユニキャストおよび IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッ

チングを提供します。

例 次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報を表示する例を示します。

Router# show mls cef statistics

Total CEF switched packets:  0000000000000000
Total CEF switched bytes:    0000000000000000
Router#   

module number （任意）特定のモジュールの情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show mls cef summary
すべてのプロトコルに対して MLS（マルチレイヤ スイッチング）ハードウェア レイヤ 3 スイッチ

ング テーブルのルート数を表示するには、show mls cef summary コマンドを使用します。

show mls cef summary [module number] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルのプレフィクス数は、IPv4 および IPv6 ユニキャ

スト、IPv4 マルチキャスト、MPLS、および EoM ルートのそれぞれの個数を示します。

Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、出力には CEF でスイッチング

されたパケット数およびバイト総数が表示されます。

例

Supervisor Engine 720 の例

ここでは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls cef summary
Total routes:               80385
    IPv4 unicast routes:          42
    IPv4 Multicast routes:        5
    MPLS routes:                  0
    IPv6 unicast routes:          2
    EoM routes:                   0
Router# 

module number （任意）特定のモジュールの情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 出力が変更され、CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）でスイッ

チングされたパケット数およびバイト総数は表示されなくなりました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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Supervisor Engine 2 の例

ここでは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls cef summary
Total CEF switched packets: 0000000000098681
Total CEF switched bytes:   0000000004539326
Total routes:               80385
    IP unicast routes:      80383
    IPX routes:             0
    IP multicast routes:    2
Router# 

表 2-87 に、show mls cef summary コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 2-87 show mls cef summary コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Total MLS-hardware 

Layer 3-switching switched packets
MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング エンジンから転送

された MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング パケット数

Total MLS-hardware Layer 

3-switching switched bytes
MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング エンジンから転送

されたバイト数

Total routes ルート エントリの数

IP unicast routes IP ユニキャスト ルート エントリの数

IPX routes IPX ルート エントリの数

IP multicast routes IP マルチキャスト ルート エントリの数

コマンド 説明

show mls cef MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブル エントリを表示

します。
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show mls cef vrf
特定の VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）名に対する VPN（バーチャル プライベート

ネットワーク）ルーティングおよび転送インスタンス CEF（シスコ エクスプレス フォワーディン

グ）テーブルに関する情報を表示するには、show mls cef vrf コマンドを使用します。

show mls cef vrf instance-name [prefix] [detail] [lookup ip-address] [module num] [rpf [ip-address]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

show mls cef ip コマンドは、デフォルト VRF にある CEF エントリを表示します。特定の（非デフォ

ルト）VRF エントリを表示するには、show mls cef [ip] vrf vrf-name コマンドを使用します。

例 次に、特定の VRF 名に対する VPN ルーティングおよび転送インスタンス CEF テーブルに関する情

報を表示する例を示します。

Router# show mls cef vrf vpn-1

Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index Prefix Adjacency 
64 0.0.0.0/32 receive
65 255.255.255.255/32 receive
280 7.50.27.1/32 receive
281 7.50.27.0/32 receive
282 7.50.27.255/32 receive
298 2.1.1.1/32 receive
299 2.1.1.0/32 receive
300 2.1.1.255/32 receive
656 2.1.99.1/32 receive
Router# 

関連コマンド

instance-name VRF 名。有効値は 0 ～ 4095 です。

prefix （任意）表示するエントリのプレフィクス

detail （任意）ハードウェア エントリの詳細を表示します。

lookup ip-address （任意）指定されたアドレスの 長プレフィクス一致ルックアップ エント

リを表示します。

module num （任意）特定のモジュールのエントリを表示します。

rpf ip-address （任意）オプションで指定された IP アドレスの uRPF チェック情報を表示

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show mls cef ip MLS ハードウェア レイヤ 3 スイッチング テーブルの IP エントリ

を表示します。
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show mls df-table
DF テーブル情報を表示するには、show mls df-table コマンドを使用します。

show mls df-table start-vlan end-vlan

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード スイッチ プロセッサ ― EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

出力の意味は、次のとおりです。

• 1 ― DF はイネーブル

• 0 ― DF はディセーブル

例 次に、VLAN 範囲の DF テーブルの内容を表示する例を示します。

Switch-sp# show mls df-table 201 212
TYCHO FIB DF Table

vlan   df_index
       3 2 1 0
-----+----------
 201   1 1 1 1
 202   1 1 1 1
 203   1 1 1 1
 204   1 1 1 1
 205   1 1 1 1
 206   1 1 1 1
 207   1 1 1 1
 208   1 1 1 1
 209   1 1 1 1
 210   1 1 1 1
 211   1 1 1 1
 212   1 1 1 1
Switch-sp# 

start-vlan VLAN（仮想 LAN）ID 範囲の先頭。有効値は 1 ～ 4094 です。

end-vlan VLAN ID 範囲の末尾。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show mls ip
MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示するには、show mls ip コマンドを使用します。

show mls ip [any | destination {hostname | ip-address} | detail | flow {tcp | udp} | {vlan vlan-id} | 
{macd destination-mac-address} | {macs source-mac-address} | {module number} | 
source {hostname | ip-address} | count | static] 

show mls {ipv6 | mpls}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

any （任意）すべての MLS IP 情報を表示します。

destination hostname （任意）特定の宛先ホスト名のエントリを表示します。

destination ip-address （任意）特定の宛先 IP アドレスのエントリを表示します。

detail （任意）詳細出力を指定します。

flow （任意）フロー タイプを指定します。

tcp | udp フロー タイプを選択します。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

macd destination-mac-

address
（任意）宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定します。

macs source- 

mac-address
（任意）送信元 MAC アドレスを指定します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ip-address （任意）特定の送信元 IP アドレスのエントリを表示します。

count （任意）MLS エントリの総数を表示します。

static （任意）スタティック エントリの総数を表示します。

ipv6 IPv6 エントリの総数を表示します。

mpls MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）エントリの総数を表示し

ます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、こ

のコマンドは show mls netflow ip に置き換えられました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン static、ipv6、および mpls キーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルー

タではサポートされません。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載

されている場合に、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定すると、モジュール番号の

有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 になります。この定義は、module number キーワー

ドおよび引数にも適用されます。

出力を参照するときは、フィールド区切りにコロン（:）が使用されていることに注意してください。

例 次に、MLS IP 情報をすべて表示する例を示します。

Router# show mls ip any
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes         Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
0.0.0.0         0.0.0.0         0   :0      :0        0   : 0x0
82           3772          1329  20:46:03   L3 - Dynamic
Router# 
 

次に、特定の IP アドレスの MLS 情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip destination 172.20.52.122
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Dst i/f:DstMAC       Pkts         Bytes
-----------------------------------------------------------------------
SrcDstPorts   SrcDstEncap Age   LastSeen
----------------------------------------
172.20.52.122   0.0.0.0         5   : 00e0.4fac.b3ff 684          103469
Fa5/9,Fa5/9 ARPA,ARPA   281   07:17:02

 Number of Entries Found = 1           
Router#                                                

次に、特定のフロー タイプの MLS 情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip flow udp
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes         Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
0.0.0.0         0.0.0.0         0   :0      :0        0   : 0x0
78           3588          1259  20:44:53   L3 - Dynamic
Router#                                                
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次に、MLS の詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip detail 
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes         Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

Mask Pi R CR Xt Prio Dsc IP_EN OP_EN Pattern Rpf FIN_RDT FIN/RST
----+--+-+--+--+----+---+-----+-----+-------+---+-------+-------
Ig/acli Ig/aclo Ig/qosi Ig/qoso Fpkt Gemini MC-hit Dirty Diags
-------+-------+-------+-------+----+------+------+-----+------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
127.0.0.19      127.0.0.16      udp :68     :67       1009: 0x0
72           3312          1170  20:43:24   L3 - Dynamic
0    1  0  0  1  0    0    1     1     0       0     0      0
0          0       0       0      0    0       0     0     0
  0x0          0               0        0       NO   64        NO       NO
Router#                                                

関連コマンド コマンド 説明

mls ip インターフェイス上で内部ルータの MLS IP をイネーブルにしま

す。

show mls netflow ip ハードウェア NetFlow IP に関する情報を表示します。
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show mls ip cef rpf-table
RPF CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）テーブルの設定を表示するには、show mls ip

cef rpf-table コマンドを使用します。

show mls ip cef rpf-table

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、RPF CEF テーブル エントリを表示する例を示します。

Router# show mls ip cef rpf-table
----------------------------------------------------------------------------
172.10.10.0/24       [0] Fa2/1, Fa2/2, Fa2/3, Fa2/4
172.10.20.0/24
172.10.30.0/24
10.10.0.0/16         [1] Gi1/1, Gi1/2
10.20.0.0/16
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

コマンド 説明

mls ip cef rpf interface-group RPF-VLAN テーブル内のインターフェイス グループを定義

します。
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show mls ip multicast
MLS（マルチレイヤ スイッチング）IP 情報を表示するには、show mls ip multicast コマンドを使用

します。

show mls ip multicast [{capability [module num]} | connected | group}} {{hostname | ip-address} 
[ip-mask]} | {interface {interface interface-number}} | {module number} | mdt | {source {hostname 
| ip-address}} | statistics | summary] 

show mls ip multicast consistency-check [mroute-mlsm | {rp-sp [log [clear] | statistics]}] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

capability （任意）マルチキャスト レプリケーション機能に関する情報を表示します。

module num （任意）モジュール番号を指定します。

connected （任意）搭載されているインターフェイス エントリまたはマスク エントリ

を表示します。

group （任意）特定のマルチキャスト グループ アドレスのエントリを表示しま

す。

hostname グループ IP ホスト名

ip-address グループ IP アドレス

ip-mask （任意）グループ IP アドレスの IP マスク

interface （任意）インターフェイスを指定します。

interface インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、

tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

mdt （任意）ハードウェア高速化 MDT 情報を表示します。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ip-address （任意）特定の送信元 IP アドレスのエントリを表示します。

statistics （任意）マルチキャスト エントリの統計情報を表示します。

summary （任意）マルチキャスト エントリの統計情報サマリーを表示します。

consistency-check 一貫性チェッカー情報を表示します。

mroute-mlsm （任意）mroute および MLSM 一貫性チェッカー情報を表示します。

rp-sp （任意）ルート プロセッサおよびスイッチ プロセッサ一貫性チェッカー情

報を表示します。

log （任意）検出し、修正された不一致のログを表示します。

clear （任意）不一致ログをクリアします。

statistics （任意）チェックされたプレフィクスの統計情報を表示します。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 32 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータでの show mls ip multicast capability コマ

ンドの出力表示には、出力情報が含まれません。

pos、atm、および ge-wan キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ

ルータではサポートされません。

次の構文がサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータです。

show mls ip multicast [{complete | partial} [group {hostname | ip-address} [ip-mask | {interface 
{interface interface-number}]} | {source {hostname | ip-address}]}]

show mls ip multicast [connected | consistency-check | summary] 

show mls ip multicast statistics [group {hostname | ip-address} [source {hostname | ip-address}]]

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載

されている場合に、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定すると、モジュール番号の

有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 になります。これらの有効値は、module number

キーワードおよび引数を入力する場合にも適用されます。

出力を参照するときは、フィールド区切りにコロン（:）が使用されていることに注意してください。

例 次に、一般的な MLS IP マルチキャスト情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast 
Multicast hardware switched flows:
(*, 224.1.1.1) Incoming interface: Vlan0, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces: Vlan202 
RPF-MFD installed
Total hardware switched flows : 1
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。capability [module num] キーワードが追加されるように、こ

のコマンドが変更されました。

12.2(18)SXE 次のようにこのコマンドが変更されました。

• Supervisor Engine 720 の場合のみ show mls ip multicast 
consistency-check コマンドの出力を拡張するために、これらのキー

ワードが追加されました。

－ mroute-mlsm

－ rp-sp

－ log

－ clear

－ statistics

• ハードウェア高速化 MDT 情報を表示するために、mdt キーワードが

追加されました。

12.2(18)SXF show mls ip multicast capability コマンドが、出力情報を含むように変更さ

れました。
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次に、MLS 情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast summary 
1 MMLS entries using 168 bytes of memory
Number of partial hardware-switched flows: 0
Number of complete hardware-switched flows: 1
Directly connected subnet entry install is enabled
Aggregation of routed oif is enabled
Hardware shortcuts for mvpn mroutes supported
Egress Mode of replication is enabled
Maximum route support is enabled
Router# 

次に、特定のインターフェイスの MLS 情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast interface fastethernet 5/9
DstIP           SrcIP           Dst i/f:DstMAC       Pkts         Bytes
-----------------------------------------------------------------------
SrcDstPorts   SrcDstEncap Age   LastSeen
----------------------------------------
172.20.52.37    0.0.0.0         100: 00d0.5870.a4ff 1            129
Fa5/9,----- ARPA,ARPA   107   06:10:02
172.20.52.36    0.0.0.0         100 : 0050.7312.0cff 50           6403
Fa5/9,----- ARPA,ARPA   107   06:10:04
 Number of Entries Found = 2
Router#       

次に、マルチキャスト レプリケーション機能に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast capability
Current mode of replication is Ingress
auto replication mode detection is ON

 Slot           Multicast replication capability
    2                       Egress
    5                       Egress
    6                       Egress
    8                       Ingress
    9                       Ingress
Router#       

次に、mroute 一貫性チェッカー ログに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast consistency-check mroute-mlsm 
MMLS Consistancy checker of mroute-scan type is enabled 
Inter scan period = 2 sec 
Number of entry scanned = 20 
Settle time = 60 sec 
Storage for 1000 events (40000 bytes)
Mroute entry missed for a Shortcut : 0 
Mroute entry was uneligible for a Shortcut : 0 
Mroute entry rpf i/f mismatched with Shortcut : 0 
Mroute oif in hw and Shortcut oif in sw : 0 
Mroute oif in sw and Shortcut oif in sw : 0 
Mroute oif in sw and Shortcut oif in hw : 0 
Mroute #oif mismatched with Shortcut #oif : 0 
.
.
.

（テキスト出力は省略）
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次に、検出し、修正された不一致のログを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast consistency-check rp-sp log
MLSM RP<->SP Consistency Checker Mismatch log for Table 0:
size 512 current-index 0

0 total used entries in log
Router#

関連コマンド

show mls ip multicast bidir
Bidir ハードウェア スイッチング エントリを表示するには、show mls ip multicast bidir コマンドを

使用します。

show mls ip multicast bidir [{group {{hostname | ip-address} [ip-mask]}} | {interface {interface 
interface-number}} | {source {hostname | ip-address}}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

コマンド 説明

mls ip multicast（インターフェイス コン

フィギュレーション モード）

インターフェイス上で MLS IP ショートカットをイ

ネーブルにします。

group （任意）特定のマルチキャスト グループ アドレスのエントリを表示しま

す。

hostname グループ IP ホスト名

ip-address グループ IP アドレス

ip-mask （任意）グループ IP アドレスの IP マスク

interface （任意）インターフェイスを指定します。

interface インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、

および tengigabitethernet です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ip-address （任意）特定の送信元 IP アドレスのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA このコマンドの代わりにshow mls netflow ipコマンドが使用されています。
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使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、Bidir ハードウェア スイッチング エントリを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast bidir 
Multicast hardware switched flows: 
(*, 226.1.4.0) Incoming interface: Vlan51, Packets switched: 0 
Hardware switched outgoing interfaces: Vlan51 Vlan30 
RPF-MFD installed
(*, 227.1.4.0) Incoming interface: Gi2/1, Packets switched: 0 
Hardware switched outgoing interfaces: Gi2/1 Vlan30 
RPF-MFD installed
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

mls ip multicast bidir gm-scan-interval Bidir RP（ランデブー ポイント）の RPF スキャン イン

ターバルを設定します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls ip multicast rp-mapping

2-873
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show mls ip multicast rp-mapping
PIM-Bidir グループとアクティブな RP（ランデブー ポイント）のマッピングを表示するには、show

mls ip multicast rp-mapping コマンドを使用します。

show mls ip multicast rp-mapping [rp-address] [df-cache | gm-cache]                                 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、PIM グループとアクティブ RP のマッピングを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping 
RP Address State DF-count GM-count 
2.2.2.2 H 1 1 
9.9.9.9 H 1 2
Router# 

次に、ルート プロセッサのマッピング キャッシュ内の DF リストに基づく情報を表示する例を示し

ます。

Router# show mls ip multicast rp-mapping df-cache 
RP Address   State   DF    State 
9.9.9.9      H       Vl30  H
Router# 

次に、ルート プロセッサのマッピング キャッシュに基づく情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping gm-cache 
State: H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending, 
Z - Zombie
RP Address State Group Mask State Packet/Byte-count 
60.0.0.60 H 230.31.0.0 255.255.0.0 H 100/6400
Router# 

rp-address （任意）RP のアドレス

df-cache （任意）ハードウェアの RP マッピング キャッシュ内の DF リストに基づく

情報を表示します。

gm-cache （任意）ハードウェアの RP マッピング キャッシュ内にあるグループ / マス

ク範囲に基づく情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA このコマンドの代わりにshow mls netflow ipコマンドが使用されています。
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show mls ip multicast sso 
マルチキャスト ハイアベイラビリティ SSO に関する情報を表示するには、show mls ip multicast sso

コマンドを使用します。

show mls ip multicast sso [statistics] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、マルチキャスト ハイアベイラビリティ SSO 情報を表示する例を示します。

Router> show mls ip multicast sso
Multicast SSO is enabled
Multicast HA Parameters
---------------------------------------------------+------+
protocol convergence timeout                       120 secs
flow leak percent                                  10
flow leak interval                                 20 secs
heartquake#

statistics （任意）マルチキャスト ハイアベイラビリティ SSO 統計情報を表示しま

す。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、マルチキャスト ハイアベイラビリティ SSO 統計情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast sso statistics 

Multicast HA Statistics: ACTIVE
--------------------------------------------------+------+
CHKPT msgs sent                                    5
CHKPT msgs send failed                             0
CHKPT msgs send aborted                            0
CHKPT met add msg sent                             5
CHKPT met del msg sent                             1
CHKPT icroif msg sent                              1
MET HA met add enqueued                            5
MET HA met del enqueued                            1
ICROIF HA add enqueued                             1
ICROIF HA del enqueued                             0
CHKPT buffer failure                               0

MET HA Reconstruction Statistics
--------------------------------------------------+------+
Number of met blks reconstructed                   0
Number of normal sets reconstructed                0
Number of fixed sets reconstructed                 0
Number of sets deleted                             0
Number of blks not found                           0
normal sets reconstruction failed                  0
fixed set reconstruction failed                    0

Multicast HA Statistics: STANDBY
--------------------------------------------------+------+
CHKPT msgs rcvd                                    5
CHKPT met add msg rcvd                             5
CHKPT met del msg rcvd                             1
CHKPT icroif msg rcvd                              1
CHKPT msg unknown                                  0
CHKPT buffer failure                               0
Router#

関連コマンド コマンド 説明

mls ip multicast sso SSO パラメータを設定します。
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show mls ip non-static
ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの情報を表示するには、show

mls ip non-static コマンドを使用します。

show mls ip non-static [count [module number] | detail [module number] | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリを表示する例を示しま

す。

Router> show mls ip non-static
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの詳細情報を表示する例

を示します。

Router> show mls ip non-static detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
Router> 

count （任意）非スタティック エントリの総数を表示します。

module number （任意）モジュール番号を指定します。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA このコマンドの代わりにshow mls netflow ipコマンドが使用されています。
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次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの総数を表示する例を示

します。

Router> show mls ip non-static count
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl

 Number of shortcuts = 0
Router> 

show mls ip routes
NetFlow ルーティング エントリを表示するには、show mls ip routes コマンドを使用します。

show mls ip routes [non-static | static] [count [module number] | detail [module number] | module 
number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エント

リを表示します。

static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック エントリ

を表示します。

count （任意）NetFlow ルーティング エントリの総数を表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA このコマンドの代わりに show mls netflow ip sw-installedコマンドが使用さ

れています。
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例 次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック ルーティング エントリを表示す

る例を示します。

Router> show mls ip routes non-static
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの詳細情報を表示する例

を示します。

Router> show mls ip routes non-static detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+

Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされたルーティング エントリの総数を表示する例を示し

ます。

Router> show mls ip routes count
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl

 Number of shortcuts = 0
Router> 

関連コマンド コマンド 説明

show mls netflow ip sw-installed ソフトウェアによってインストールされた IP エントリの情

報を表示します。
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show mls ip static
ソフトウェアによってインストールされたスタティック IP エントリの情報を表示するには、show

mls ip static コマンドを使用します。

show mls ip static [count [module number] | detail [module number] | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、ソフトウェアによってインストールされたスタティック エントリを表示する例を示します。

Router> show mls ip static
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされたスタティック エントリの詳細情報を表示する例を

示します。

Router> show mls ip static detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
Router> 

count （任意）スタティック エントリの総数を表示します。

module number （任意）モジュール番号を指定します。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SX より前のリリースのみで

す。

12.2(17b)SXA このコマンドの代わりに show mls netflow ip sw-installedコマンドが使用さ

れています。
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次に、ソフトウェアによってインストールされたスタティック エントリの総数を表示する例を示し

ます。

Router> show mls ip static count
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl

 Number of shortcuts = 0
Router> 

show mls ip statistics
NetFlow IP エントリの統計情報を表示するには、show mls ip statistics コマンドを使用します。

show mls ip statistics [count [module number] | detail [module number] | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、NetFlow IP エントリの統計情報を表示する例を示します。

Router> show mls ip statistics
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、NetFlow IP エントリの詳細な統計情報を表示する例を示します。

Router> show mls ip statistics detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
Router> 

count （任意）NetFlow エントリの総数を表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードしたエントリを表示します。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドをサポートするのは、12.2(17a)SXより前のリリースのみです。

12.2(17b)SXA Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、この

コマンドは show mls netflow ip に置き換えられました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2 でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show mls ipx
MLS（マルチレイヤ スイッチング）IPX 情報を表示するには、show mls ip コマンドを使用します。

show mls ipx [{destination ipx-network} | {interface {interface interface-number}} | {vlan vlan-id} | 
{macd destination-mac-address} | {macs source-mac-address} | {module number} | 
{source {hostname | ipx-network}}] [detail | count]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC2（ポリシー フィーチャ カード 2）を装備した Supervisor Engine 720 が搭載さ

れた Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされません。

ipx-network を入力する場合、フォーマットは N.H.H.H です。

destination-mac-address を入力する場合、48 ビット MAC アドレスのフォーマットは H.H.H です。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載

されている場合に、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定すると、モジュール番号の

有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 になります。これらの有効値は、module number

キーワードおよび引数を入力する場合にも適用されます。

destination ipx-network （任意）特定の宛先ネットワーク アドレスのエントリを表示します。

interface （任意）インターフェイスを指定します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

macd destination-mac-address （任意）宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定します。

macs source- mac-address （任意）送信元 MAC アドレスを指定します。

module number （任意）指定されたスロットにダウンロードされたエントリを表示

します。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照して

ください。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ipx-network （任意）特定の宛先ネットワーク アドレスのエントリを表示します。

detail （任意）エントリの詳細なリストを表示します。

count （任意）MLS エントリの総数を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、MLS IPX の情報を表示する例を示します。

Router# show mls ipx
DstNet-DstNode          SrcNet   Dst i/f:DstMAC      Pkts         Bytes
-----------------------------------------------------------------------
SrcDstPorts   SrcDstEncap Age   LastSeen
----------------------------------------

 Number of Entries Found = 0

Router#
                                                   

次に、MLS エントリの総数を表示する例を示します。

Router# show mls ipx count
Number of shortcuts = 66
Router#

関連コマンド コマンド 説明

mls ipx インターフェイス上で MLS IPX をイネーブルにします。
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show mls nde
NDE（NetFlow データ エクスポート）のハードウェア スイッチング フローに関する情報を表示す

るには、show mls nde コマンドを使用します。

show mls nde

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 720 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータ の出力に、現在の NDE モードが含ま

れるように変更されました。

例

Supervisor Engine 2 の例

ここでは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの NDE ステータスに関する情報

を表示する例を示します。

Router# show mls nde
 Netflow Data Export is Enabled
Router# 

Supervisor Engine 720 の例

ここでは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの NDE ハードウェア スイッ

チング フローに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls nde
 Netflow Data Export enabled (Interface Mode)
 Exporting flows to 172.20.55.71 (9991)
 Exporting flows from 10.6.60.120 (59020)
 Version: 7
 Include Filter not configured
 Exclude Filter not configured
 Total Netflow Data Export Packets are:
    0 packets, 0 no packets, 0 records
Router# 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD Supervisor Engine 720 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータの出力に、現

在の NDE モードが含まれるように変更されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls netflow

2-884
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

関連コマンド

show mls netflow
NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示するには、show mls netflow コマ

ンドを使用します。

show mls netflow {aging | aggregation flowmask | creation | flowmask | {table-contention {detailed | 
summary}} | usage}  

show mls netflow [ip | ipv6 | mpls] [any | count | destination {hostname | ip-address} | detail | dynamic 
| flow {tcp | udp} | module number | nowrap | source {hostname | ip-address} | sw-installed 
[non-static | static]]

シンタックスの説明

コマンド 説明

mls nde sender MLS NDE エクスポートをイネーブルにします。

show ip flow-export メイン キャッシュおよびイネーブル化されたその他のすべてのキャッ

シュを含めて、データ エクスポートに関するハードウェア スイッチド フ

ローおよびソフトウェア スイッチド フローの情報を表示します。

show mls netflow NetFlow ハードウェアに関するコンフィギュレーション情報を表示しま

す。

aging NetFlow エージング情報を表示します。

aggregation flowmask 現在の NetFlow 集約に設定されたフロー マスクを表示します。

creation 設定済みのプロトコル作成フィルタを表示します。

flowmask 現在の NetFlow IP および IPX フロー マスクを表示します。

table-contention NetFlow テーブル コンテンション レベル情報を表示します。

detailed NetFlow テーブル コンテンション レベルの詳細情報を表示します。

summary NetFlow テーブル コンテンション レベルのサマリーを表示します。

usage NetFlow テーブル使用率通知ステータスを表示します。

ip （任意）NetFlow IP テーブルに関する情報を表示します。show mls netflow

ip コマンドを参照してください。

ipv6 （任意）NetFlow IPv6 テーブルに関する情報を表示します。show mls

netflow ipv6 コマンドを参照してください。

mpls （任意）NetFlow MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）テー

ブルの情報を表示します。

any （任意）テキストを折り返さないで、NetFlow テーブル エントリの詳細

情報を表示します。

count （任意）MLS（マルチレイヤ スイッチング）NetFlow IP エントリの総数

を表示します。

destination hostname （任意）特定の宛先ホスト名のエントリを表示します。

destination ip-address （任意）特定の宛先 IP アドレスのエントリを表示します。

detail （任意）詳細出力を指定します。

dynamic （任意）ハードウェアで作成されたダイナミック エントリを表示します。

show mls netflow ip dynamic コマンドを参照してください。

flow tcp （任意）TCP フローに関する情報を表示します。

flow udp （任意）UDP フローに関する情報を表示します。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） creation キーワードは、Release 12.2(18)SXD より前のリリースではサポートされません。

ipv6 および mpls キーワードは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサ

ポートされません。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示し

ます。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

nowrap （任意）テキストを折り返さないで情報を表示します。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ip-address （任意）特定の送信元 IP アドレスのエントリを表示します。

sw-installed （任意）ルーティング NetFlow エントリを表示します。show mls netflow

ip sw-installed コマンドを参照してください。

non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック IP エン

トリの情報を表示します。show mls netflow ip sw-installed コマンドを参

照してください。

static （任意）ソフトウェアによってインストールされた非スタティック IP エ

ントリの情報を表示します。show mls netflow ip sw-installed コマンドを

参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のようにこのコマンドが変更されました。

• 小フロー マスクを持つ集約キャッシュ、および destination-prefix、
source-prefix、protocol-port、prefix などの NETflow 集約方式のリスト

が追加されるように、show mls netflow aggregation flowmask コマンド

出力が拡張されました。

• ipv6 オプションのサポートが追加されました。

12.2(17b)SXA 次のキーワードおよび引数が追加されるように、このコマンドが変更され

ました。

• details

• nowrap

• module num

• 構文が show mls [ip | ipv6 | mpls] から show mls netflow [ip | ipv6 | mpls]
に変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD creation キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。
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interface、macd、および macs キーワードはサポートされていません。

引数を指定しないで show mls netflow ip コマンドを入力すると、show mls netflow ip routes および

show mls netflow ip dynamic コマンドの出力が表示されます。

出力を参照するときは、フィールド区切りにコロン（:）が使用されていることに注意してください。

NetFlow テーブル使用率通知をイネーブルにし、NetFlow テーブル使用率が設定されたしきい値の

割合を超えた場合、警告メッセージが表示されます。しきい値の割合および NetFlow テーブル使用

率を確認する間隔を設定するには、mls netflow usage notify コマンドを使用します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載

されている場合に、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定すると、モジュール番号の

有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 になります。これらの有効値は、module number

キーワードおよび引数を入力する場合にも適用されます。

例 次に、NetFlow エージング設定を表示する例を示します。

Router# show mls netflow aging
             enable timeout  packet threshold
             ------ -------  ----------------
normal aging true       300        N/A
fast aging   true       32         100
long aging   true       900        N/A
Router#           

次に、設定済みのプロトコル作成フィルタを表示する例を示します。

Router#  show mls netflow creation 
Excluded protocols: 
port protocol 
-------+---------- 
10     tcp 
8      udp/tcp 
Router#

Supervisor Engine 720 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、現在の NetFlow 集約に設定されたフロー マスクを表示する例を示します。

Router# show mls netflow aggregation flowmask 
Current flowmask set for netflow aggregation : Dest only
Minimum flowmask required for netflow aggregation schemes 
----------------------+-------------------+----------------- 
Aggregation Scheme Min. Flowmask Status 
----------------------+-------------------+----------------- 
as Intf Src Dest disabled 
protocol-port Full Flow disabled 
source-prefix Intf Src Dest disabled 
destination-prefix Dest only enabled 
prefix Intf Src Dest disabled
Router#
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次に、NetFlow テーブル コンテンション レベルに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow table-contention detailed
Earl in Module 2
Detailed Netflow CAM (TCAM and ICAM) Utilization
================================================
TCAM Utilization   :     0%
ICAM Utilization   :     0%
Netflow TCAM count :     0
Netflow ICAM count :     0
Router#

次に、NetFlow テーブル コンテンション レベルのサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls netflow table summary
Earl in Module 2
Summary of Netflow CAM Utilization (as a percentage)
====================================================
TCAM Utilization   :     0%
ICAM Utilization   :     0%
Router#

次に、NetFlow テーブル利用率通知ステータスを表示する例を示します。

Router# show mls netflow usage
Netflow table usage notification enabled at 80% every 300 seconds
Netflow table utilization of module 7 is 99%
Netflow table utilization of module 10 is 24%
Router#

Supervisor Engine 2 の例

ここで示す例は、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力です。

次に、現在の NetFlow 集約に設定されたフロー マスクを表示する例を示します。

Router# show mls netflow aggregation flowmask 
Current flowmask set for netflow aggregation : interface and full flow
Minimum flowmask required for netflow aggregation schemes 
----------------------+-------------------+----------------- 
Aggregation Scheme Min. Flowmask Status 
----------------------+-------------------+----------------- 
as if-dst-src enabled 
protocol-port full enabled 
source-prefix if-dst-src enabled 
destination-prefix dst enabled 
prefix if-dst-src enabled
Router#
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次に、NetFlow テーブル コンテンション レベルに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow table-contention detailed
Earl in Module 1
Detailed Table Contention Level Information
===========================================
Layer 3
-------
L3 Contention Level:     0
Page Hits Requiring 1 Lookup    =        0
Page Hits Requiring 2 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 3 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 4 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 5 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 6 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 7 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 8 Lookups   =        0
Page Misses                     =        0
Router# 

次に、NetFlow テーブル コンテンション レベルのサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls netflow table summary
Earl in Module 1
Summary of Table Contention Levels (on a scale of 0 (lowest) to 5 (highest))
============================================================================
L3 Contention Level: 0
Router#

関連コマンド コマンド 説明

ip flow-aggregation cache フロー集約キャッシュを作成し、集約キャッシュ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

mls netflow usage notify スイッチ プロセッサおよび DFC で、NetFlow テーブルの使用をモ

ニタします。

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示します。
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show mls netflow ip
ハードウェア NetFlow IP に関する情報を表示するには、show mls netflow ip コマンドを使用します。

show mls netflow ip any

show mls netflow ip count [module number] 

show mls netflow ip destination {hostname | ip-address}[/ip-mask] [count [module number]] | detail | 
dynamic | flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap | qos | source {hostname | 
ip-address}[/ip-mask]  | sw-installed [non-static | static]

show mls netflow ip detail [module number | nowrap [module number]]

show mls netflow ip dynamic [count [module number]] [detail] [module number] [nowrap  [module 
number]  [{qos [module number] [nowrap [module number]}]]

show mls netflow ip {flow {icmp | tcp | udp}} [count [module number]] | {destination {hostname | 
ip-address}[/ip-mask]}  | detail  | dynamic | flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap | qos 
| source  {hostname | ip-address} | sw-installed [non-static | static]

show mls netflow ip {module number}

show mls netflow ip qos [module number | nowrap  [module number]]

show mls netflow ip source {hostname | ip-address}[/ip-mask] [count [module number]] | detail | 
dynamic | flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap | qos | sw-installed [non-static | static]

シンタックスの説明 any テキストを折り返さないで、NetFlow テーブル エントリの詳細情報を表

示します。

count MLS（マルチレイヤ スイッチング）NetFlow IP エントリの総数を表示し

ます。

destination hostname 特定の宛先ホスト名のエントリを表示します。

destination ip-address 特定の宛先 IP アドレスのエントリを表示します。

detail （任意）詳細出力を指定します。

dynamic ハードウェアで作成されたダイナミック エントリを表示します。show

mls netflow ip dynamic コマンドを参照してください。

flow icmp ICMP フローに関する情報を表示します。

flow tcp TCP フローに関する情報を表示します。

flow udp UDP フローに関する情報を表示します。

module number 指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示します。有

効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

nowrap テキストを折り返さないで情報を表示します。

qos QoS（サービス品質）マイクロフロー ポリシング情報を表示します。

source hostname 特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ip-address 特定の送信元 IP アドレスのエントリを表示します。

sw-installed （任意）ルーティング NetFlow エントリを表示します。show mls netflow

ip sw-installed コマンドを参照してください。

non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック IP エン

トリの情報を表示します。show mls netflow ip sw-installed コマンドを参

照してください。

static （任意）ソフトウェアによってインストールされた非スタティック IP エ

ントリの情報を表示します。show mls netflow ip sw-installed コマンドを

参照してください。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 引数を指定しないで show mls netflow ip コマンドを入力すると、show mls netflow ip sw-installed お

よび show mls netflow ip dynamic コマンドの出力が表示されます。

出力を参照するときは、フィールド区切りにコロン（:）が使用されていることに注意してください。

multicast キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載されていないシステムで表示されます。

例 次に、MLS NetFlow IP に関する情報をすべて表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip 
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl 
DstIP SrcIP Prot:SrcPort:DstPort Src i/f:AdjPtr 
----------------------------------------------------------------------------- 
Pkts Bytes Age LastSeen Attributes 
--------------------------------------------------- 
12.1.1.2 11.1.1.2 tcp :3 :5 Fa5/11 :0x0 
459983 21159218 6 07:45:13 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.1.3 tcp :3 :5 Fa5/11 :0x0 
459984 21159264 6 07:45:13 L3 - Dynamic
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 次のようにこのコマンドが変更されました。

• 小フロー マスクを持つ集約キャッシュ、および destination-prefix、
source-prefix、protocol-port、prefix などの NETflow 集約方式のリスト

が追加されるように、show mls netflow aggregation flowmask コマンド

出力が拡張されました。

• ipv6 オプションのサポートが追加されました。

12.2(17b)SXA 構文が show mls [ip | ipv6 | mpls] から show mls netflow [ip | ipv6 | mpls] に

変更され、nowrap キーワードが追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD 以下のキーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。

• ICMP フローに関する情報を表示する icmp キーワード

• QoS マイクロフロー ポリシング情報を表示する qos キーワード

12.2(18)SXF any キーワードのサポートを解除するように、このコマンドが変更されま

した。
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次に、NetFlow テーブル エントリの詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip detail 
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP SrcIP Prot:SrcPort:DstPort Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts Bytes Age LastSeen Attributes
---------------------------------------------------
Mask Pi R CR Xt Prio Dsc IP_EN OP_EN Pattern Rpf FIN_RDT FIN/RST
----+--+-+--+--+----+---+-----+-----+-------+---+-------+-------
Ig/acli Ig/aclo Ig/qosi Ig/qoso Fpkt Gemini MC-hit Dirty Diags
-------+-------+-------+-------+----+------+------+-----+------
QoS Police Count Threshold Leak Drop Bucket Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
172.30.46.2 172.30.45.2 4 :0 :0 Gi7/1: 0x0 
140063 6442898 15 01:42:52 L3 - Dynamic
1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x0 672645504 0 0 NO 31784 NO NO 
Router#

次に、テキストを折り返さないで NetFlow テーブル エントリ情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip nowrap 
 Displaying Netflow entries in Supervisor Earl 
 DstIP SrcIP Prot:SrcPort:DstPort Src i/f 
 :AdjPtr Pkts Bytes Age LastSeen Attributes 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 - 
 ------------------------------------------------------------------ 
 12.1.1.2 11.1.1.92 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176339 8111594 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.93 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176338 8111548 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.94 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176338 8111548 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.95 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176338 8111548 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.96 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176338 8111548 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.97 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176337 8111502 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.98 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176337 8111502 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.99 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176337 8111502 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
 12.1.1.2 11.1.1.100 udp :63 :63 Fa5/11 
 :0x0 176337 8111502 912 22:31:15 L3 - Dynamic 
Router#

次に、特定の IP アドレスの MLS NetFlow に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip destination 172.20.52.122
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router#
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次に、特定のフローの MLS NetFlow に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip flow udp
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
172.20.52.19    0.0.0.0         0   :0      :0        0   : 0
0            0           1407  11:01:32   L3 - Dynamic
Router# 

次に、full フロー マスクに関する MLS NetFlow 詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
172.20.52.19    0.0.0.0         0   :0      :0        0   : 0
0            0           1464  11:02:31   L3 - Dynamic
  0x0          0               0        0       NO   64        NO       NO
Router# 

次に、特定のフロー タイプの詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip flow icmp 
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl 
DstIP SrcIP Prot:SrcPort:DstPort Src i/f 
:AdjPtr 
> 
>--------------------------------------------------------------------------- 
- 
- 
Pkts Bytes Age LastSeen Attributes 
--------------------------------------------------- 
12.1.1.2 11.1.10.151 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.153 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.155 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.157 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.159 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.161 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
1945 89470 1062 08:45:15 L3 - Dynamic 
12.1.1.2 11.1.10.163 icmp:0 :0 Fa5/11 
:0x0 
Router# 
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次に、QoS 情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ip qos   
Displaying netflow qos information in Supervisor Earl
DstIP            SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort Src i/f:AdjPtr     
-------------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes        LastSeen   QoS   PoliceCount Threshold  Leak   
-------------------------------------------------------------------------
Drop  Bucket
------------
xxx.xxxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xxxx:63     :63      Fa5/11 :0x0        
772357       35528422     17:59:01   xxx   xxx         xxx        xxx    
xxx   xxx
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

clear mls netflow MLS NetFlow ショートカット エントリをクリアします。

ip flow-aggregation cache フロー集約キャッシュを作成し、集約キャッシュ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

show ip cache flow NetFlow キャッシュフロー エントリのサマリーを表示します。
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show mls netflow ip dynamic
NetFlow IP エントリの統計情報を表示するには、show mls netflow ip dynamicコマンドを使用します。

show mls netflow ip dynamic [count [module number] | detail [module number] | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mls netflow ip statistics コマンドは、12.2(17a)SX より前のリリースではサポートされています。

12.2(17a)SX 以降のリリースでは、show mls netflow ip dynamic コマンドを使用してください。

例 次に、NetFlow IP エントリの統計情報を表示する例を示します。

Router> show mls netflow ip dynamic
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、NetFlow IP エントリの統計情報を表示する例を示します。

Router> show mls netflow ip dynamic detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
Router> 

関連コマンド

count （任意）NetFlow エントリの総数を表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドは、show mls netflow ip statistics コマンドの代わりに使用さ

れています。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show mls statistics IP、IPX、マルチキャスト、レイヤ 2 プロトコル、QoS（サービス品質）な

どの MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報を表示します。
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show mls netflow ip routes
NetFlow IP ルーティング エントリを表示するには、show mls netflow ip routes コマンドを使用しま

す。

show mls netflow ip routes [non-static | static] [count [module number] | detail [module number] | 
module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mls netflow ip routes コマンドがサポートされるのは、12.2(17a)SX より前のリリースです。

12.2(17a)SX 以降のリリースでは、show mls netflow ip sw-installed コマンドを使用してください。

このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック ルーティング エントリを表示す

る例を示します。

Router> show mls netflow ip routes non-static
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされたルーティング エントリ

を表示します。

static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック ルーティ

ング エントリを表示します。

count （任意）NetFlow IP ルーティング エントリの総数を表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX このコマンドは、show mls netflow ip sw-installed コマンドに変更されまし

た。
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次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの詳細情報を表示する例

を示します。

Router> show mls netflow ip routes non-static detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+

Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされたルーティング エントリの総数を表示する例を示し

ます。

Router> show mls netflow ip routes count
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl

 Number of shortcuts = 0
Router> 
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show mls netflow ip sw-installed
ソフトウェアによってインストールされた IP エントリの情報を表示するには、show mls netflow ip

sw-installed コマンドを使用します。

show mls netflow ip sw-installed {non-static | static} [count [module number] | detail [module 
number] | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリを表示する例を示しま

す。

Router> show mls netflow ip sw-installed non-static
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------
Router> 

次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの詳細情報を表示する例

を示します。

Router> show mls netflow ip sw-installed non-static detail
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP           SrcIP           Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f:AdjPtr
--------------------------------------------------------------------
Pkts         Bytes       Age   LastSeen  Attributes
---------------------------------------------------

    QoS     Police Count Threshold    Leak     Drop Bucket  Use-Tbl Use-Enable
-----------+------------+---------+-----------+----+-------+-------+----------+
Router> 

non-static ソフトウェアによってインストールされたルーティング エントリを表示

します。

static ソフトウェアによってインストールされたスタティック ルーティング エ

ントリを表示します。

count （任意）非スタティック エントリの総数を表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示しま

す。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

detail （任意）フロー単位の詳細出力を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX show mls netflow ip routes コマンドは、show mls netflow ip sw-installed コ

マンドに変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、ソフトウェアによってインストールされた非スタティック エントリの総数を表示する例を示

します。

Router> show mls netflow ip sw-installed non-static count
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl

 Number of shortcuts = 0
Router> 

show mls netflow ipv6
ハードウェア NetFlow IPv6 コンフィギュレーションに関する情報を表示するには、show mls netflow

ipv6 コマンドを使用します。

show mls netflow ipv6 any

show mls netflow ipv6 count [module number] 

show mls netflow ipv6 destination ipv6-address[/ipv6-prefix] [count [module number]] | detail | 
dynamic | flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap | qos | 
source ipv6-address[/ipv6-prefix]  | sw-installed [non-static | static]

show mls netflow ipv6 detail [module number | nowrap  [module number]]

show mls netflow ipv6 dynamic [count [module number]] [detail] [module number] [nowrap  [module 
number]] [{qos [module number]] [nowrap [module number]}]

show mls netflow ipv6 {flow {icmp | tcp | udp}} [count [module number]] | {destination 
ipv6-address[/ipv6-prefix]}  | detail  | dynamic | flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap 
| qos | {source ipv6-address[/ipv6-prefix]} | sw-installed [non-static | static]]

show mls netflow ipv6 {module number}

show mls netflow ipv6 qos [module number | nowrap  [module number]]

show mls netflow ipv6 source ipv6-address[/ipv6-prefix] [count [module number]] | detail | dynamic | 
flow {icmp | tcp | udp} | module number | nowrap | qos | sw-installed [non-static | static]

シンタックスの説明 any NetFlow エージング情報を表示します。

count MLS（マルチレイヤ スイッチング）NetFlow IPv6 エントリの総数を

表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表示

します。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照してく

ださい。

destination ipv6-address 特定の宛先 IPv6 アドレスのエントリを表示します。

/ipv6-prefix IPv6 プレフィクス。有効値は 0 ～ 128 です。

detail 詳細出力を指定します。

dynamic ハードウェアで作成されたダイナミック エントリを表示します。

flow icmp | tcp | udp フロー タイプを指定します。

nowrap （任意）テキストの折り返しをオフにします。

qos QoS（サービス品質）統計情報を表示します。

source ipv6-address （任意）特定の送信元 IPv6 アドレスのエントリを表示します。

sw-installed （任意）ルーティング NetFlow エントリを表示します。
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デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、ハードウェア NetFlow コンフィギュレーションに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ipv6
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP                                   SrcIP                                  
-------------------------------------------------------------------------------
Prot:SrcPort:DstPort   Src i/f          :AdjPtr
Pkts        Bytes       Age  LastSeen   Attributes
--------------------------------------------------------------------------------------
----
50::2                                   47::2                                   
tcp :16     :32        Vl47             :0x0         
23758       1425480     4    23:48:36   L3 (IPv6) - Dynamic
50::2                                   47::3                                   
tcp :16     :32        Vl47             :0x0         
23758       1425480     4    23:48:36   L3 (IPv6) - Dynamic
50::2                                   47::4                                   
tcp :16     :32        Vl47             :0x0         
23758       1425480     4    23:48:36   L3 (IPv6) - Dynamic
50::2                                   47::5                                   
tcp :16     :32        Vl47             :0x0         
23758       1425480     4    23:48:36   L3 (IPv6) - Dynamic
50::2                                   47::6                                   
tcp :16     :32        Vl47             :0x0         
23758       1425480     4    23:48:36   L3 (IPv6) - Dynamic
Router#

non-static （任意）ソフトウェアによってインストールされたスタティック IPv6

エントリの情報を表示します。

static （任意）ソフトウェアによってインストールされた非スタティック

IPv6 エントリの情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720の場合のみ、show mls netflow ipv6 qos [module number]

[nowrap] キーワードおよび引数を追加するように、このコマンドが変更さ

れました。 

12.2(18)SXF 次のようにこのコマンドが変更されました。

• any キーワードのサポートが解除されました。

• /ipv6-prefix 引数が追加されました。
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次に、IPv6 マイクロフロー ポリシング情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ipv6 qos
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP                                   SrcIP                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f          :AdjPtr    Pkts         Bytes            
--------------------------------------------------------------------------------
LastSeen   QoS    PoliceCount  Threshold   Leak      Drop  Bucket   
--------------------------------------------------------------------
101::3                                  100::2                                  
icmp:0      :0        --               0x0          0            0              
22:22:09   0x0    0                  0         0       NO  0        
101::2                                  100::2                                  
icmp:0      :0        --               0x0          0            0              
22:22:09   0x0    0                  0         0       NO  0        
Router#

次に、特定のモジュールに関するマイクロフロー ポリシング情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow ipv6 qos module 7
Displaying Netflow entries in module 7
DstIP                                   SrcIP                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f          :AdjPtr    Pkts         Bytes            
--------------------------------------------------------------------------------
LastSeen   QoS    PoliceCount  Threshold   Leak      Drop  Bucket   
--------------------------------------------------------------------
101::2                                  100::2                                  
icmp:0      :0        --               0x0          0            0              
22:22:56   0x0    0                  0         0       NO  0        
101::3                                  100::2                                  
icmp:0      :0        --               0x0          0            0              
22:22:56   0x0    0                  0         0       NO  0        
Router#

次に、テキストの折り返しをオフにした場合の出力表示の例を示します。

Router# show mls netflow ipv6 qos nowrap
Displaying Netflow entries in Supervisor Earl
DstIP                                   SrcIP                                   
Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f          :AdjPtr    Pkts         Bytes            
LastSeen   QoS    PoliceCount  Threshold   Leak      Drop  Bucket   
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
101::3                                  100::2                                  icmp:0      
:0        --               0x0          0            0              22:22:19   0x0    
0                  0         0       NO  0        
101::2                                  100::2                                  icmp:0      
:0        --               0x0          0            0              22:22:19   0x0    
0                  0         0       NO  0        
Router#
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次に、特定のモジュールでテキストの折り返しをオフにした場合の出力表示の例を示します。

Router# show mls netflow ipv6 qos nowrap module 7
Displaying Netflow entries in module 7
DstIP                                   SrcIP                                   
Prot:SrcPort:DstPort  Src i/f          :AdjPtr    Pkts         Bytes            
LastSeen   QoS    PoliceCount  Threshold   Leak      Drop  Bucket   
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
101::3                                  100::2                                  icmp:0      
:0        --               0x0          0            0              22:22:38   0x0    
0                  0         0       NO  0        
101::2                                  100::2                                  icmp:0      
:0        --               0x0          0            0              22:22:38   0x0    
0                  0         0       NO  0        
Router#

関連コマンド コマンド 説明

clear mls netflow MLS NetFlow ショートカット エントリをクリアします。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls netflow ipx

2-902
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show mls netflow ipx
MLS（マルチレイヤ スイッチング）NetFlow IPX 情報を表示するには、show mls netflow ipx コマン

ドを使用します。

show mls netflow ipx [count | destination {hostname | ipx-address} | detail | flow {tcp | udp} | 
{interface {interface interface-number} | {vlan vlan-id}} | {macd destination-mac-address} | 
{macs source-mac-address} | routes num | module number | source {hostname | ipx-address}  | 
statistics]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

interface、macd、および macs キーワードはサポートされていません。

ipx-network を入力する場合、フォーマットは N.H.H.H です。

destination-mac-address を入力する場合、48 ビット MAC アドレスのフォーマットは H.H.H です。

count （任意）MLS NetFlow IPX エントリの総数を表示します。

destination hostname （任意）特定の宛先 IPX ホスト名のエントリを表示します。

destination ipx-address （任意）特定の宛先 IPX アドレスのエントリを表示します。

detail （任意）詳細出力を指定します。

flow （任意）フロー タイプを変更します。

tcp | udp フロー タイプを指定します。

interface （任意）インターフェイスを指定します。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上

のガイドライン」を参照してください。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

macd destination-mac-address （任意）宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレスを指定します。

macs source- mac-address （任意）送信元 MAC アドレスを指定します。

routes num （任意）ルーティング NetFlow エントリを表示します。

module number （任意）指定されたモジュールにダウンロードされたエントリを表

示します。有効値については、「使用上のガイドライン」を参照し

てください。

source hostname （任意）特定の送信元アドレスのエントリを表示します。

source ipx-address （任意）特定の宛先 IPX アドレスのエントリを表示します。

statistics （任意）NetFlow エントリの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載

されている場合に、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定すると、モジュール番号の

有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 になります。これらの有効値は、module number

キーワードおよび引数を入力する場合にも適用されます。

例 show mls netflow ipx コマンドからの出力は、show mls netflow ip コマンドからのものと類似してい

ます。

関連コマンド コマンド 説明

show mls netflow ip ハードウェア NetFlow IP に関する情報を表示します。
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show mls qos 
MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS（サービス品質）情報を表示するには、show mls qos コマ

ンドを使用します。

show mls qos [{arp | ipv6 | ip | ipx | last | mac | maps [map-type]} [{interface interface-number} | {slot 
slot} |  {null interface-number} | {port-channel number} | {vlan vlan-id}]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

arp （任意）ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）情報を表示します。

ipv6 （任意）IPv6 情報を表示します。

ip | ipx （任意）MLS IP または IPX ステータスに関する情報を表示します。

last （任意） 終パケットのポリシングに関する情報を表示します。

mac （任意）MAC（メディア アクセス制御）アドレスベースの QoS ステータ

スに関する情報を表示します。

maps （任意）QoS マッピングに関する情報を表示します。

map-type （任意）マップタイプ。有効値については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、ge-wan、pos、および atm です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

slot slot （任意）スロット番号を指定します。グローバルまたはインターフェイス

単位でイネーブル化およびディセーブル化された QoS 設定、およびグロー

バル QoS カウンタを表示します。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の範

囲の 大 64 個の値です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX map-type 引数が追加されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ arp および ipv6 キーワードが追加されるよう

に、このコマンドが変更されました。
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使用上のガイドライン ge-wan、pos、および atm キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ

ルータではサポートされません。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

map-types の有効値の定義は、次のとおりです。

• cos-dscp ― 表示する入力 CoS（サービス クラス）/DSCP マッピングを指定します。有効値は 0
～ 7 です。

• dscp-cos ― 出力 DSCP/CoS マッピングを表示します。

• dscp-exp ― MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）ドメインの入出力に関する

DSCP/EXP マッピングを表示します。このキーワードはサポートされていません。

• exp-dscp ― MPLS ドメインの入出力に関する EXP/DSCP マッピングを表示します。このキー

ワードはサポートされていません。 

• ip-prec-dscp value ― 表示する入力 IP precedence/DSCP マッピングを指定します。有効値は 0 ～
7 です。

• policed-dscp ― ポリシング済み DSCP（DiffServ コード ポイント）値とマーキング済み DSCP 値
のマッピングを表示します。

dscp-exp および exp-dscp オプションがサポートされるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された

Cisco 7600 シリーズ ルータのみです。

例 次に、 後に記録されたパケットに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos last
QoS engine last packet information:
    Packet was transmitted
    Output TOS/DSCP: 0xC0/48[unchanged]   Output COS: 0[unchanged]
    Aggregate policer index: 0(none)
    Microflow policer index: 0(none)
Router#                                  

次に、QoS マップの設定を表示する例を示します。

Router# show mls qos maps
   Policed-dscp map:
            0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
   ----------------------------------
      00:  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      10:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      20:  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      30:  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      40:  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      50:  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      60:  60 61 62 63
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   Dscp-cos map:
            0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
   ----------------------------------
      00:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
      10:  01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
      20:  02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
      30:  03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
      40:  05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
      50:  06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
      60:  07 07 07 07

   Cos-dscp map:
          cos:   0  1  2  3  4  5  6  7
       ----------------------------------
        dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

   IpPrecedence-dscp map:
       ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7
       ----------------------------------
        dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

Router# 

次に、DSCP 変換マッピングの設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos maps | begin DSCP mutation 
DSCP mutation map mutmap1:                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
      3 :    08 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
      6 :    60 61 62 63 

（テキスト出力は省略）
Router#

（注） DSCP 変換マップの出力では、マーキング済み DSCP 値がマトリクスの本体に示されています。元

の DSCP 値の 初の数字が d1 カラムに、2 番めの数字が先頭行に示されています。上記の例では、

DSCP 30 は DSCP 08 にマッピングされています。

次に、IPv6 情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos ipv6
QoS Summary [IPv6]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

     Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                  Id         Id
------------------------------------------------------------------------------

      All  7   -    Default    0    0*    No  0      189115356              0
Router#
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Supervisor Engine 720 の例

ここでは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、QoS 情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos
QoS is enabled globally
Microflow policing is enabled globally
QoS ip packet dscp rewrite enabled globally

QoS is disabled on the following interfaces:
Fa6/3 Fa6/4

QoS DSCP-mutation map is enabled on the following interfaces:
Fa6/5
Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes
Egress policies supported: Yes

----- Module [5] -----
QoS global counters:
Total packets: 164
IP shortcut packets: 0
Packets dropped by policing: 0
IP packets with TOS changed by policing: 0
IP packets with COS changed by policing: 0
Non-IP packets with COS changed by policing: 0
MPLS packets with EXP changed by policing: 0
Router#

Supervisor Engine 2 の例

ここでは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータからの出力例を示します。

次に、キーワードを入力しない場合の出力を示します。

Router# show mls qos
  QoS is enabled globally
  Microflow QoS is enabled globally

QoS global counters:
    Total packets: 217500
    IP shortcut packets: 344
    Packets dropped by policing: 344
    IP packets with TOS changed by policing 18323
    IP packets with COS changed by policing 1602
    Non-IP packets with COS changed by policing 0
Router#

関連コマンド コマンド 説明

mls qos（グローバル コンフィギュレーション

モード）

QoS 機能をグローバルにイネーブルにします。

mls qos（インターフェイス コンフィギュレー

ション モード）

インターフェイス上で、QoS 機能をイネーブルに

します。
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show mls qos aggregate policer
MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS（サービス品質）の集約ポリサーに関する情報を表示する

には、show mls qos aggregate policer コマンドを使用します。

show mls qos aggregate policer [aggregate-name] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 出力の意味は、次のとおりです。

• AgId パラメータは、ハードウェア ポリサー ID を示します。ID が割り当てられている場合、こ

のパラメータはゼロ以外の値をとります。

• ポリサーを使用するポリシー マップがある場合は、角カッコ（[ ]）で囲んで示されます。

• ポリサーを使用するポリシーがない場合は、[AgId] 行は表示されません。

• ポリシー マップ内で参照されているポリサーが未定義である場合は、[undefined] が表示されま

す。

集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC2（ポリシー フィー

チャ カード 2）（DFC を装備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立的に動作し

ます。集約ポリシングでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情

報は合算されません。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、

PFC2、および PFC2 がサポートする DFC 非装備のスイッチング モジュールについて、表示できま

す。

例 次に、MLS QoS の集約ポリサーに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos aggregate-policer
ag1 (undefined)
    AgId=0 [ pol1 pol2 ]
ag2 64000 64000 conform-action set-dscp-transmit 56 exceed-action drop
    AgId=0 [ pol3 ]
ag3 32000 32000 conform-action set-dscp-transmit 34 exceed-action drop
Router#

関連コマンド

aggregate-name （任意）名前付きの集約ポリサー

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls qos aggregate-policer ポリシー マップで使用する名前付き集約ポリサーを定義し

ます。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show mls qos free-agram

2-909
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show mls qos free-agram
スイッチ プロセッサおよび DFC 上の空の集約 RAM インデックス数を表示するには、show mls qos

free-agram コマンドを使用します。

show mls qos free-agram

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、スイッチ プロセッサおよび DFC 上の空の集約 RAM インデックス数を表示する例を示しま

す。

Router# show mls qos free-agram 
Total Number of Avalable AG RAM indices : 1023

 Module [1]
 Free AGIDs : 1023

 Module [6]
 Free AGIDs : 1023

Router#

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。
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show mls qos maps 
QoS（サービス品質）マップ設定情報および実行時バージョン情報を表示するには、show mls qos

maps コマンドを使用します。

show mls qos maps [cos-dscp | cos-mutation | dscp-cos | dscp-exp | dscp-mutation | exp-dscp | 
exp-mutation | ip-prec-dscp | policed-dscp]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、QoS マップ設定および実行時バージョンに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos maps
   Normal Burst Policed-dscp map:                 (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

cos-dscp （任意）CoS（サービス クラス）/DSCP（DiffServ コード ポイント）マップ

に関する情報を表示します。

cos-mutation （任意）CoS 変換マップに関する情報を表示します。

dscp-cos （任意）DSCP/CoS マップに関する情報を表示します。

dscp-exp （任意）DSCP/exp マップに関する情報を表示します。

dscp-mutation （任意）DSCP 変換マップに関する情報を表示します。

exp-dscp （任意）exp/DSCP マップに関する情報を表示します。

exp-mutation （任意）exp 変換マップに関する情報を表示します。

ip-prec-dscp （任意）IP precedence/DSCP マップに関する情報を表示します。

policed-dscp （任意）ポリシング済み DSCP マップに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA cos-mutation、exp-dscp、および exp-mutation キーワードをサポートする

ように、このコマンドが変更されました。
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   Maximum Burst Policed-dscp map:                (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

   Dscp-cos map:                                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     -------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
      1 :    01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
      2 :    02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
      3 :    03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
      4 :    05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
      5 :    06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
      6 :    07 07 07 07

   Cos-dscp map:
        cos:   0  1  2  3  4  5  6  7
     ------------------------------------
       dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

   IpPrecedence-dscp map:
     ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7
     ------------------------------------
       dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

Router#

次に、CoS/CoS マップの設定および実行時バージョンを表示する例を示します。

Router# show mls qos maps cos-mutation
   CoS mutation map test-map:
     In-CoS :  Out-CoS 
     ------------------
      0 :        0 
      1 :        1 
      2 :        2 
      3 :        1 
      4 :        1 
      5 :        1 
      6 :        6 
      7 :        7
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

mls qos map cos-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 CoS/DSCP マップを定

義します。

mls qos map cos-mutation パケットの CoS を新しい CoS 値にマッピングします。

mls qos map dscp-cos 出力 DSCP/CoS マップを定義します。

mls qos map dscp-mutation 名前付き DSCP 変換マップを定義します。

mls qos map ip-prec-dscp 信頼されるインターフェイスの入力 IP precedence/DSCP マッ

プを定義します。

mls qos map policed-dscp ポリシング済み DSCP 値からマーキング済み DSCP 値への

マッピングを設定します。
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show mls qos mpls
ポリシー マップ内の MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）QoS（サービス品質）クラ

スのインターフェイス サマリーを表示するには、show mls qos mpls コマンドを使用します。

show mls qos mpls [{interface interface-number} | {module slot}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC3BXL または PFC3B モードでのみサポートされます。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、ポリシー マップ内の MPLS QoS クラスのインターフェイス サマリーを表示する例を示しま

す。

Router# show mls qos mpls
QoS Summary [MPLS]: (* - shared aggregates, Mod - switch module)
Int Mod Dir Class-map DSCP Agg Trust Fl AgForward-By AgPoliced-By 
Id Id 
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
Fa3/38 5 In exp2 0 1 dscp 0 378900 0 
Fa3/41 5 In exp4 0 3 dscp 0 0 0
All 5 - Default 0 0* No 0 1191011240 0 
Router#

関連コマンド

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は fastethernet、gigabitethernet、

および tengigabitethernet です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

module slot （任意）モジュール スロット番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

mls qos exp-mutation インターフェイスに出力 EXP 変換マップを付加します。

mls qos map exp-dscp 入力 EXP 値を内部 DSCP（DiffServ コード ポイント）マップ

に定義します。

mls qos map exp-mutation パケットの EXP 値を新しい EXP 値にマッピングします。
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show mls qos protocol
プロトコル パススルー情報を表示するには、show mls qos protocol コマンドを使用します。

show mls qos protocol [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、プロトコル パススルー情報を表示する例を示します。

Router# show mls qos protocol 
RIP : Passthru mode 
OSPF : Passthru mode
ND : Policing mode Cir = 32000 Burst = 1000
----- Module [5] ----- 
Routing protocol RIP is using AgId 0* 
Routing protocol OSPF is using AgId 0*
Routing protocol ND is using AgId 1
----- Module [6] ----- 
Routing protocol RIP is using AgId 0* 
Routing protocol OSPF is using AgId 0*
Router#

関連コマンド

module num （任意）モジュール番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ近隣探索プロトコル パケットのサポートが追

加されました。

コマンド 説明

mls qos protocol ルーティング プロトコル パケットのポリシングを定義します。
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show mls qos statistics-export info
MLS（マルチレイヤ スイッチング）統計情報データ エクスポートのステータスおよび設定に関す

る情報を表示するには、show mls qos statistics-export info コマンドを使用します。

show mls qos statistics-export info

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン QoS（サービス品質）統計情報データのエクスポートは、OSM（オプティカル サービス モジュー

ル）インターフェイスではサポートされません。

例 次に、MLS 統計情報データ エクスポートのステータスおよび設定に関する情報を表示する例を示

します。

Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 250 seconds
Export Delimiter : @
Export Destination : 172.20.52.3, UDP port 514 Facility local6, Severity debug
 
QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24
 
QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M
 
QoS Statistics Data Export is enabled on following class-maps:
---------------------------------------------------------------
class3
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド コマンド 説明

mls qos statistics-export（グローバル コン

フィギュレーション モード）

QoS 統計情報データのエクスポートをグローバル

にイネーブルにします。

mls qos statistics-export（インターフェイス 

コンフィギュレーション モード）

ポート単位の QoS 統計情報データのエクスポート

をイネーブルにします。

mls qos statistics-export aggregate-policer 名前付き集約ポリサーで QoS 統計情報データのエ

クスポートをイネーブルにします。

mls qos statistics-export class-map クラス マップの QoS 統計情報データのエクス

ポートをイネーブルにします。

mls qos statistics-export delimiter QoS 統計情報データ エクスポート フィールドの

デリミタを設定します。

mls qos statistics-export destination QoS 統計情報データ エクスポートの宛先ホストお

よび UDP ポート番号を設定します。

mls qos statistics-export interval ポートまたは集約ポリサー QoS 統計情報データの

読み取り頻度およびエクスポート頻度を指定しま

す。
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show mls rate-limit 
MLS（マルチレイヤ スイッチング）レート リミッタに関する情報を表示するには、show mls

rate-limit コマンドを使用します。

show mls rate-limit [usage]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

コマンド出力では、レート制限ステータスは次のいずれかになります。

• On ― 該当する特定のケースに対してレートが設定されたことを示します。

• Off ― レートリミッタ タイプが設定されておらず、該当するケースにおいてパケットのレート

が制限されないことを示します。

• On/Sharing ― （手動で設定されていない）特定のケースが、同じ共有グループに属する別の

レート リミッタ設定の影響を受けることを示します。

• ハイフンは、マルチキャスト パーシャル SC レート リミッタがディセーブルであることを示し

ます。

コマンド出力では、レート制限共有が次の情報を示します。

• 共有が、スタティックであるかまたはダイナミックであるか

• グループ ダイナミック共有コード

show mls rate-limit usage コマンドは、レート リミッタ タイプで使用されるハードウェア レジスタ

を表示します。どのレート リミッタ タイプでもレジスタが使用されていない場合は、出力に [Free]

が表示されます。レジスタが使用されているレート リミッタ タイプには、[Used] およびレート リ

ミッタ タイプが表示されます。

usage （任意）レート リミッタ レジスタで使用される機能を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX ハードウェア レート制限ステータスを含むように、コマンド出力が変更さ

れました。

12.2(17b)SXA このコマンド出力では、マルチキャスト パーシャル SC レート リミッタを

示すのに、アスタリスク（*）の代わりにハイフン（-）を表示するように

変更されました。

12.2(18)SXD IPv6 情報を表示するようにコマンドが変更されました。
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例 次に、レート制限ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls rate-limit 
Sharing Codes: S - static, D - dynamic 
Codes dynamic sharing: H - owner (head) of the group, g - guest 
of the group \ 
Rate Limiter Type     Status     Packets/s Burst Sharing 
--------------------- ---------- --------- ----- ------- 
MCAST NON RPF         Off                -     -       - 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MCAST IPv6 *G BRIDGED Off                -     -       - 
MCAST IPv6 SG BRIDGED On               150   100  Group:5  D/H 
MCAST IPv6 ROUTE CNTL On               150   100  Group:5  D/g
Router# 

次に、レート制限の使用に関する情報を表示する例を示します。

Router # show mls rate-limit usage
              Rate Limiter Type        Packets/s Burst
              ------------------------ --------- -----
Layer3 Rate Limiters: 
       RL# 0: Used 
              ICMP REDIRECT            22000     10 
       RL# 1: Used 
              MCAST DIRECT CON         10        1 
       RL# 2: Used 
              MCAST NON RPF            10        100 
       RL# 3: Used 
              MCAST DFLT ADJ           100000    100 
       RL# 4: Used 
              IP FEATURES              22        10 
       RL# 5: Used 
              ACL BRIDGED OUT          650       10 
       RL# 6: Used 
              IP RPF FAILURE           500       10 
              ICMP UNREAC. NO-ROUTE    500       10 
              ICMP UNREAC. ACL-DROP    500       10 
              IP ERRORS                500       10 
       RL# 7: Used 
              ACL VACL LOG 2000 1 
       RL# 8: Rsvd for capture -       -         -
Layer2 Rate Limiters: 
       RL# 9: Reserved 
       RL#10: Reserved 
       RL#11: Free - - - 
       RL#12: Free - - - 
Router #

関連コマンド コマンド 説明

mls rate-limit multicast ipv4 IPv4 マルチキャスト パケットのレート リミッタをイネーブ

ルにして、設定します。

mls rate-limit multicast ipv6 IPv6 マルチキャスト レート リミッタを設定します。

mls rate-limit unicast acl ACL（アクセス コントロール リスト）ブリッジド レート リ

ミッタをイネーブルにして、設定します。
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show mls sampling
サンプリング済み NDE（NetFlow データ エクスポート）ステータスに関する情報を表示するには、

show mls sampling コマンドを使用します。

show mls sampling

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン サンプリング済み NetFlow は、レイヤ 3 インターフェイスのみでサポートされます。

例 次に、サンプリング済み NDE ステータスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mls sampling
time-based sampling is enabled
1 out of every 1024 packets is being sampled.
Sampling Interval and Period is 4 millisec per 4096 millisec
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mls netflow sampling インターフェイス上で、サンプリング済み NetFlow をイネーブルに

します。

mls sampling サンプリング済み NetFlow をイネーブルにして、サンプリング方式

を指定します。
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show mls statistics
IP、IPX 、マルチキャスト、レイヤ 2 プロトコル、QoS（サービス品質）などの MLS（マルチレイ

ヤ スイッチング）統計情報を表示するには、show mls statistics コマンドを使用します。

show mls statistics [module num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表示されるスイッチング済みのすべてのパケットのパフォーマンスは、 新の 30 秒間で標準レー

トとして計算されるレートです。

入力 ACL（アクセス コントロール リスト）拒否パケット数は、[Total packets L3 Switched] フィール

ドと [Total packets dropped by ACL] フィールドに表示されます。

RPF に失敗したパケット数は、[Total packets L3 Switched] フィールドに表示されます。

mroute テーブルに (*,G) エントリのないマルチキャスト グループに IP マルチキャスト送信元がト

ラフィックを送信する場合、show mls statistics コマンドが [Total Mcast Packets Switched/Routed]

フィールドの数字を増やしてこれらのパケットを表示します。これらのパケットは、そのグループ

にレシーバーがなく mroute テーブルにもエントリがないため、ハードウェアでドロップされます。

module num （任意）特定のモジュールの MLS 統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17b)SXA このコマンドに、module num キーワードおよび引数が追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB1 スイッチングされたすべてのパケット情報を含むように出力が変更され

ました。
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例 次に、すべてのモジュールの MLS 統計情報を表示する例を示します。

Router# show mls statistics

Statistics for Earl in Module 2

L2 Forwarding Engine
  Total packets Switched                : 20273@ 22552 pps

L3 Forwarding Engine
  Total Packets Bridged                 : 20273
  Total Packets FIB Switched            : 7864
  Total Packets ACL Routed              : 0
  Total Packets Netflow Switched        : 0
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 220598
  Total ip packets with TOS changed     : 0
  Total ip packets with COS changed     : 0
  Total non ip packets COS changed      : 0
  Total packets dropped by ACL          : 0
  Total packets dropped by Policing     : 705757744

Statistics for Earl in Module 9

L2 Forwarding Engine
  Total packets Switched                : 16683@ 1 pps

L3 Forwarding Engine
  Total Packets Bridged                 : 0
  Total Packets FIB Switched            : 0
  Total Packets ACL Routed              : 0
  Total Packets Netflow Switched        : 0
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 0
  Total ip packets with TOS changed     : 0
  Total ip packets with COS changed     : 0
  Total non ip packets COS changed      : 0
  Total packets dropped by ACL          : 0
  Total packets dropped by Policing     : 277949053
Router#

次に、特定のモジュールの MLS 統計情報を表示する例を示します。

Router# show mls statistics module 1

Statistics for Earl in Module 1

L2 Forwarding Engine
  Total packets Switched                : 2748166@ 22332 pps
>>
L3 Forwarding Engine
  Total Packets Bridged                 : 92750@ 34 pps
  Total Packets FIB Switched            : 7
  Total Packets ACL Routed              : 0
  Total Packets Netflow Switched        : 0
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 3079200
  Total ip packets with TOS changed     : 0
  Total ip packets with COS changed     : 0
  Total non ip packets COS changed      : 0
  Total packets dropped by ACL          : 0
  Total packets dropped by Policing     : 0
  Total Unicast RPF failed packets      : 0

Errors
  MAC/IP length inconsistencies         : 0
  Short IP packets received             : 0
  IP header checksum errors             : 0
  MAC/IPX length inconsistencies        : 0
  Short IPX packets received            : 0
Router#
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show mls table-contention
TCL 情報を表示するには、show mls table-contention コマンドを使用します。

show mls table-contention {detailed | summary | aggregate}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン aggregate キーワードを入力すると、Supervisor Engine 720 における NetFlow の作成の失敗および

NetFlow ハッシュ エイリアスに関する統計情報を表示できます。

aggregate キーワードを入力して Supervisor Engine 2 内のページ ヒットおよびページ ミスを表示で

きます。

対応するレジスタの 後の値は、Supervisor Engine 720 に summary および detailed キーワードを指

定した場合に表示されます。

例 次に、TCL 情報の詳細リストを表示する例を示します。

Router# show mls table-contention detailed
Detailed Table Contention Level Information
===========================================
Layer 3
-------
L3 Contention Level:     0
Page Hits Requiring 1 Lookup    =        31
Page Hits Requiring 2 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 3 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 4 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 5 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 6 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 7 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 8 Lookups   =        0
Page Misses                     =        0
Router#                                         

detailed TCL の詳細情報を表示します。

summary TCL レベルを表示します。

aggregate Supervisor Engine 720 内の失われたすべてのフローの合計数と、Supervisor

Engine 2 内のページ ヒットおよびページ ミスの合計数を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 以下が追加されるように、このコマンドが変更されました。

• aggregate キーワード

• summary および detailed キーワードを指定した場合に出力される、対

応するレジスタの 後の値

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、TCL 情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show mls table-contention summary
Summary of Table Contention Levels (on a scale of 0 (lowest) to 3 (highest))
============================================================================
L3 Contention Level: 0

次に、Supervisor Engine 720 内の失われたすべてのフローおよび Supervisor Engine 2 内のページ ヒッ

トおよびページ ミスの合計数を表示する例を示します。

Router# show mls table-contention aggregate
Earl in Module 1
Detailed Table Contention Level Information
===========================================
Layer 3
-------
L3 Contention Level:     0
Page Hits Requiring 1 Lookup    =        24000
Page Hits Requiring 2 Lookups   =        480
Page Hits Requiring 3 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 4 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 5 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 6 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 7 Lookups   =        0
Page Hits Requiring 8 Lookups   =        0
Page Misses                     =        0
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show mmls igmp explicit-tracking
ホスト追跡データベースに関する情報を表示するには、show mmls igmp explicit-tracking コマンド

を使用します。

show mmls igmp explicit-tracking [vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード スイッチ プロセッサ ― 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、特定の VLAN のホスト追跡データベースに関する情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls igmp explicit-tracking 27 

Source/Group                    Interface    Reporter        Filter_mode 
------------------------------------------------------------------------ 
10.1.1.1/224.1.1.1              Vl27:3/25    16.27.2.3       INCLUDE 
10.2.2.2/224.1.1.1              Vl27:3/25    16.27.2.3       INCLUDE 
Router#       

vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）の ID。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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show mmls msc
MMLS（マルチキャスト マルチレイヤ スイッチング）に関する情報を表示するには、show mmls

msc コマンドを使用します。

show mmls msc [cache | entry | icroif-cache | rpdf-cache | statistics | vpn]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード スイッチ プロセッサ ― 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、MMLS に関する情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls msc 

     General Info 
     ---------------------------------------------------+------+ 
     Number shortcuts in software database              1890 
     Number of MFD in software database                 1890 
     Router MAC                                         0001.64f8.1b00 
     Internal Vlan                                      4093 
     Aggregation Vlan                                   0 
     Aggregation Indexes                                0 
     Current Size of inputQ                             0 
     Maximum Size of inputQ                             2 
     flow statistics timeout [sec]                      25 
     non-rpf MFDs purge timeout [sec]                   20 
     non-rpf MFDs aging timeout [sec]                   2.0
Switch-sp# 

cache （任意）プロセス キャッシュのマルチキャスト ショートカットに関する情報

を表示します。

entry （任意）レイヤ 3 のダンプ ハードウェア エントリに関する情報を表示します。

icroif-cache （任意）ダンプ ICROIF キャッシュに関する情報を表示します。

rpdf-cache （任意）ダンプ Bidir RPDF キャッシュに関する情報を表示します。

statistics （任意）マルチキャスト ショートカット プロセスの統計情報を表示します。

vpn （任意）VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）に関する情報を表示

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、MMLS ショートカット プロセス キャッシュに関する情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls msc cache 

     -------------macg cache buckets for vpn 0----------------- 
     Bucket 90 #g: 1 
     Group mac address: 0100.5e01.0105 
       $$$ (S,G,C): (100.0.0.4, 224.1.1.5, 100)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       $$$ (S,G,C): (0.0.0.0, 224.1.1.5, 1)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       ### vlan:  100   sc_count:     0 rpf_count:     1 
       ### vlan:    1   sc_count:     0 rpf_count:     1 
     Bucket 91 #g: 1 
     Group mac address: 0100.5e01.0104 
       $$$ (S,G,C): (100.0.0.4, 224.1.1.4, 100)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       $$$ (S,G,C): (0.0.0.0, 224.1.1.4, 1)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       ### vlan:  100   sc_count:     0 rpf_count:     1 
       ### vlan:    1   sc_count:     0 rpf_count:     1 
     Bucket 92 #g: 1 
     Group mac address: 0100.5e01.0103 
       $$$ (S,G,C): (100.0.0.4, 224.1.1.3, 100)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       $$$ (S,G,C): (0.0.0.0, 224.1.1.3, 1)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       ### vlan:  100   sc_count:     0 rpf_count:     1 
       ### vlan:    1   sc_count:     0 rpf_count:     1 
     Bucket 93 #g: 1 
     Group mac address: 0100.5e01.0102 
       $$$ (S,G,C): (100.0.0.4, 224.1.1.2, 100)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       $$$ (S,G,C): (0.0.0.0, 224.1.1.2, 1)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       ### vlan:  100   sc_count:     0 rpf_count:     1 
       ### vlan:    1   sc_count:     0 rpf_count:     1 
     Bucket 94 #g: 1 
     Group mac address: 0100.5e01.0101 
       $$$ (S,G,C): (100.0.0.4, 224.1.1.1, 100)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       $$$ (S,G,C): (0.0.0.0, 224.1.1.1, 1)      mfd_flag: 1  type: Sparse 
       ### vlan:  100   sc_count:     0 rpf_count:     1 
       ### vlan:    1   sc_count:     0 rpf_count:     1
Switch-sp#

次に、ダンプ ICROIF キャッシュ情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls msc icroif-cache 

     msc_local_icroif_index:  0x493 
     msc_global_icroif_index: 0x494 

     ICROIF CACHE: 
     ------------- 
     Module mask: 0x8       Icroif_index: 0x495
Switch-sp#
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次に、PIM-RP の DF インターフェイスのダンプ リストを表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls msc rpdf-cache 

--------------- RP-CACHE [VPN-0] --------------

Bucket# :0

        RP-addr: 1.0.0.1, Rpf: 0 Vpn: 0
        DF-index: 0
        DF-list:  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
                  211  212 
        Group-list: 
                (224.1.0.0/24, H) 
        G/m-count: 1, G/32-count: 1

Bucket# :2

        RP-addr: 3.0.0.1, Rpf: 0 Vpn: 0
        DF-index: 2
        DF-list:  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
                  211  212 
        Group-list: 
                (224.1.2.0/24, H) 
        G/m-count: 1, G/32-count: 0

Bucket# :3

        RP-addr: 2.0.0.1, Rpf: 0 Vpn: 0
        DF-index: 1
        DF-list:  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
                  211  212 
        Group-list: 
                (224.1.1.0/24, H) 
        G/m-count: 1, G/32-count: 1

Bucket# :5

        RP-addr: 4.0.0.1, Rpf: 0 Vpn: 0
        DF-index: 3
        DF-list:  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
                  211  212 
        Group-list: 
                (224.1.3.0/24, H) 
        G/m-count: 1, G/32-count: 0
Switch-sp# 
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次に、マルチキャスト ショートカット プロセスの統計情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show mmls msc statistics 

     Communication Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     Number MSM PDU Received                            1 
     Number MSM PDU Sent                                1 
     Unsolicited Feature Notification Sent              1 
     Feature Notification Received                      2 
     Feature Notification Sent                          2 
     Stop retry  Sent                                   0 
     Stop download Sent                                 0 

     Error Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     L2 entry not found                                 0 
     LTL full error                                     0 
     MET full error                                     0 

     Debug Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     HW Met failure                                     0 
     HW Dist failure                                    0 
     HW L3 Install failure                              0 
     HW L3 Update failure                               0 

     TLV Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     INSTALL TLV Received                               0 
     SELECTIVE DELETE TLV Received                      0 
     GROUP DELETE TLV Received                          0 
     UPDATE TLV Received                                0 
     INPUT VLAN DELETE TLV Received                     0 
     OUTPUT VLAN DELETE TLV Received                    0 
     GLOBAL DELETE TLV Received                         0 
     MFD INSTALL TLV Received                           0 
     MFD DELETE TLV Received                            0 
     MFD GLOBAL DELETE Received                         0 
     NRPF MFD INSTALL TLV Received                      0 
     NRPF MFD DELETE TLV Received                       0 
     SUBNET INSTALL TLV Received                        15 
     SUBNET DELETE TLV Received                         0 
     MVPN INSTALL TLV Received                          0 
     MVPN SELECTIVE DELETE TLV Received                 0 
     MVPN UPDATE TLV Received                           0 
     MVPN GROUP DELETE TLV Received                     0 
     MVPN MFD INSTALL TLV Received                      0 
     MVPN MFD DELETE TLV Received                       0 
     MVPN BIDIR RPDF UPDATE TLV Received                0 
     MVPN BIDIR RP UPDATE TLV Received                  0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL GRP TLV Received              0 
     MVPN BIDIR CLEAR RP GRP TLV Received               0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL DF TLV Received               0 
     MVPN BIDIR CLEAR RP DF TLV Received                0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL RP TLV Received               0 
     MVPN BIDIR NONDF INSTALL TLV Received              0 

     INSTALL TLV Ack Sent                               0 
     SELECTIVE DELETE TLV Ack Sent                      0 
     GROUP DELETE TLV Ack Sent                          0 
     UPDATE TLV Ack Sent                                0 
     INPUT VLAN DELETE TLV Ack Sent                     0 
     OUTPUT VLAN DELETE TLV Ack Sent                    0 
     GLOBAL DELETE TLV Ack Sent                         0 
     MFD INSTALL TLV Ack Sent                           0 
     MFD DELETE TLV Ack Sent                            0 
     MFD GLOBAL DELETE Ack Sent                         0 
     NRPF MFD INSTALL TLV Ack Sent                      0 
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     NRPF MFD DELETE TLV Ack Sent                       0 
     SUBNET INSTALL TLV Ack Sent                        15 
     SUBNET DELETE TLV Ack Sent                         0 
     MVPN INSTALL TLV Ack Sent                          0 
     MVPN SELECTIVE DELETE TLV Ack Sent                 0 
     MVPN UPDATE TLV Ack Sent                           0 
     MVPN GROUP DELETE TLV Ack Sent                     0 
     MVPN MFD INSTALL TLV Ack Sent                      0 
     MVPN MFD DELETE TLV Ack Sent                       0 
     MVPN BIDIR RPDF UPDATE TLV Ack Sent                0 
     MVPN BIDIR RP UPDATE TLV Ack Sent                  0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL GRP TLV Ack Sent              1 
     MVPN BIDIR CLEAR RP GRP TLV Ack Sent               0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL DF TLV Ack Sent               0 
     MVPN BIDIR CLEAR RP DF TLV Ack Sent                0 
     MVPN BIDIR CLEAR ALL RP TLV Ack Sent               0 
     MVPN BIDIR NONDF INSTALL TLV Ack Sent              0 

     TLV Error Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     Generic error                                      0 
     L3 entry exist error                               0 
     Hash collision error                               0 
     L3 entry not found                                 0 
     MFD exist error                                    0 
     MFD not found error                                0 
     Invalid subnet error                               0 
     Bidir-RP not found error                           0 
     Bidir-DF partial fail error                        0 
     Bidir-DF Table full error                          0 

     TLV Debug Statistics 
     --------------------------------------------------+------+ 
     Non RPF L3 failure                                 0 
     Bidir DF install                                   0 
     Bidir DF failure                                   0 
     Bidir NDF install                                  0 
     Bidir NDF failure                                  0 
     Bidir DF err-tlv sent                              0 
     Bidir GRP err-tlv sent                             0
Switch-sp#
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show mobility
レイヤ 3 のモビリティおよびワイヤレス ネットワークに関する情報を表示するには、show mobility

コマンドを使用します。

show mobility {{ap [ipaddr]} | {mn [ip ipaddr]} | {mac mac-addr} | {network network-id} | status}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、WLSM が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみです。

例 次に、アクセス ポイントに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mobility ap
AP IP Address   AP Mac Address Wireless Network-ID
--------------- -------------- -------------------
148.1.1.2 000d.29a2.a852 101 102 109 103
Router# 

ap アクセス ポイントに関する情報を表示します。

ipaddr （任意）IP アドレス

mn モバイル ノードに関する情報を表示します。

ip ipaddr （任意）IP データベース スレッドの情報を表示します。

mac mac-addr （任意）MAC（メディア アクセス制御）データベース スレッドの情報を

表示します。

network network-id 特定のワイヤレス ネットワーク ID に関する情報を表示します。

status ステータス情報

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXD3 TCP adjust-mss ステータスが追加されるように、このコマンドの出力が変

更されました。
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次に、特定のネットワーク ID のアクセス ポイントに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mobility ap 148.1.1.2 detail
IP Address : 148.1.1.2
MAC Address : 000d.29a2.a852
Participating Wireless Tunnels: 101, 102, 109, 103

Registered Mobile Nodes on AP {148.1.1.2, 000d.29a2.a852} :
MN Mac Address MN IP Address AP IP Address Wireless Network-ID
-------------- --------------- --------------- -------------------
000a.8afa.85c9 10.1.3.11 148.1.1.2 103
000d.bdb7.83f7 10.1.2.11 148.1.1.2 102
000d.bdb7.83fb 10.1.1.11 148.1.1.2 101
Router# 

Router# show mobility network-id 101
Wireless Network ID : 101
Wireless Tunnel Source IP Address : 1.1.1.1
Wireless Network Properties : Trusted
Wireless Network State : Up

Registered Access Point on Wireless Network 101:
AP IP Address AP Mac Address Wireless Network-ID
--------------- -------------- -------------------
148.1.1.2 000d.29a2.a852 101 102 109 103

Registered Mobile Nodes on Wireless Network 101:
MN Mac Address MN IP Address AP IP Address Wireless Network-ID
-------------- --------------- --------------- -------------------
000d.bdb7.83fb 10.1.1.11 148.1.1.2 101
Router# 

Router# show mobility status
WLAN Module is located in Slot: 4 (HSRP State: Active) LCP
Communication status      : up 
MAC address used for Proxy ARP: 0030.a349.d800 
Number of Wireless Tunnels    : 1 
Number of Access Points       : 2 
Number of Mobile Nodes        : 0 
Wireless Tunnel Bindings: 
Src IP Address   Wireless Network-ID  Flags
---------------  -------------------  ------- 
1.1.1.1          101                  B 
Flags: T=Trusted, B=IP Broadcast enabled, A=TCP Adjust-mss enabled 
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

mobility ワイヤレス mGRE トンネルを設定します。
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show module
モジュールのステータスおよび情報を表示するには、show module コマンドを使用します。

show module [mod-num | all | provision | version]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show module コマンド出力の [Mod Sub-Module] フィールドには、スーパーバイザ エンジン番号に、

アップリンク ドータ カードのモジュール タイプおよび情報が付加されて表示されます。

引数を指定しないで show module コマンドを入力すると、show module all コマンドを入力した場合

と同じになります。

例 次に、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのモジュールに関す

る情報を表示する例を示します。

Router# show module 
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  5     2 Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD0644030K 
  8    48 aCEF720 48 port 10/100/1000 Ethernet   WS-X6748-GE-TX     SAD07010045 
  9    32 dCEF720 32 port Gigabit Ethernet       WS-X6832-SFP       SAD07010045

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  5 00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc3f   1.0    12.2(2003012 12.2(2003012 Ok 
  8 0005.9a3b.d8c4 to 0005.9a3b.d8c7   0.705  7.1(0.12-Eng 12.2(2003012 Ok 
  9 00e0.b0ff.f0f4 to 00e0.b0ff.f0f5   0.207  12.2(2002082 12.2(2003012 Ok 

Mod Sub-Module                  Model           Serial           Hw     Status
--- --------------------------- --------------- --------------- ------- -------
  5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3     SAD0644031P     0.302   Ok 
  5 MSFC3 Daughtercard          WS-SUP720       SAD06460172     0.701  

Mod Online Diag Status 
--- ------------------- 
  5 Not Available 
  7 Bypass 
  8 Bypass 
  9 Bypass 
Router# 

mod-num （任意）モジュール番号 

all （任意）すべてのモジュールの情報を表示します。

provision （任意）モジュール プロビジョニングに関するステータスを表示します。

version （任意）バージョン情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、特定のモジュールに関する情報を表示する例を示します。

Router# show module 2
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------
  5     2 Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD0644030K 

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------
  5 00e0.aabb.cc00 to 00e0.aabb.cc3f   1.0    12.2(2003012 12.2(2003012 Ok 

Mod Sub-Module                  Model           Serial           Hw     Status
--- --------------------------- --------------- --------------- ------- -------
  5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3     SAD0644031P     0.302   Ok 
  5 MSFC3 Daughtercard          WS-SUP720       SAD06460172     0.701  

Mod Online Diag Status 
--- ------------------- 
  5 Not Available 
Router# 

次に、バージョン情報を表示する例を示します。

Router# show module version 
Mod Port Model              Serial #    Versions 
--- ---- ------------------ ----------- -------------------------------------- 
  2 0    WS-X6182-2PA                   Hw : 1.0 
                     Fw : 12.2(20030125:231135) 
                     Sw : 12.2(20030125:231135) 
  4 16   WS-X6816-GBIC      SAD04400CEE Hw : 0.205 
         WS-F6K-DFC3A       SAD0641029Y Hw : 0.501 
                     Fw : 12.2(20020828:202911) 
                     Sw : 12.2(20030125:231135) 
  6 2    WS-X6K-SUP3-BASE   SAD064300GU Hw : 0.705 
                     Fw : 7.1(0.12-Eng-02)TAM 
                     Sw : 12.2(20030125:231135) 
                     Sw1: 8.1(0.45)KIS 
         WS-X6K-SUP3-PFC3   SAD064200VR Hw : 0.701 
                     Fw : 12.2(20021016:001154) 
                     Sw : 12.2(20030125:231135) 
         WS-F6K-PFC3        SAD064300M7 Hw : 0.301 
  9 48   WS-X6548-RJ-45     SAD04490BAC Hw : 0.301 
                     Fw : 6.3(1) 
                     Sw : 7.5(0.30)CFW11 
Router# 

次に、モジュール プロビジョニング情報を表示する例を示します。

Router# show module provision
Module Provision
  1    dynamic
  2    dynamic
  3    dynamic
  4    dynamic
  5    dynamic
  6    dynamic
  7    dynamic
  8    dynamic
  9    dynamic
 10    dynamic
 11    dynamic
 12    dynamic
 13    dynamic
Router#
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show monitor permit-list
許可リスト ステートおよび設定済みのインターフェイスを表示するには、show monitor permit-list

コマンドを使用します。

show monitor permit-list

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、すべての許可リスト ステートと設定済みのインターフェイスを表示する例を示します。

Router# show monitor permit-list 
 SPAN Permit-list      :Admin Enabled
 Permit-list ports     :Gi5/1-4,Gi6/1
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

monitor permit-list 宛先ポート許可リストを設定するか、既存の宛先ポート許可リスト

への追加を行います。
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show monitor session
SPAN（スイッチド ポート アナライザ）、RSPAN（リモート SPAN）、または ERSPAN セッション

に関する情報を表示するには、show monitor session コマンドを使用します。

show monitor session [{range session-range} | local | remote | all | session]

show monitor session [erspan-destination | erspan-source] [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン erspan-destinationおよび erspan-source キーワードは、Supervisor Engine 720が搭載されたCisco 7600

シリーズ ルータでのみサポートされます。

ERSPAN は、コンパクトなスイッチ ファブリック モジュール機能のスイッチング モードで動作し

ている Cisco 7600 シリーズ ルータでのみサポートされます。

スイッチ ファブリック モジュール機能のスイッチング モードが [compact] に設定されている場合、

show コマンドの出力は、DFC3 がインストールされたファブリックがイネーブルのモジュールに対

して「dcef モード」を表示し、他のファブリックがイネーブルのモジュールに対して「fabric モー

ド」を表示します。

スイッチ ファブリック モジュール機能のスイッチング モードが [truncated] に設定されている場合、

show コマンドの出力は、すべてのファブリックがイネーブルのモジュールに対して「fabric モード」

を表示します。

セッション範囲を入力する場合は、ダッシュ（-）を使用して範囲を指定するか、またはカンマ（,）

を使用して複数のエントリを区切ります。カンマまたはダッシュの前後にスペースを入力しないで

ください。

複数の範囲を入力するには、範囲をカンマで区切ります。

range session-range （任意）セッションの範囲を表示します。有効値は 1 ～ 66 です。詳細につ

いては、「使用上のガイドライン」を参照してください

local （任意）ローカル SPAN セッションのみを表示します。

remote （任意）RSPAN の送信元および宛先セッションを両方とも表示します。

all （任意）すべてのセッションを表示します。

session （任意）セッション番号。有効値は 1 ～ 66 です。

erspan-destination （任意）宛先 ERSPAN セッションのみに関する情報を表示します。

erspan-source （任意）送信元 ERSPAN セッションのみに関する情報を表示します。

detail （任意）詳細セッション情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720 でのみ erspan-destination および

erspan-source キーワードを追加するように変更されました。
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セッションを指定しないで show monitor session コマンドを入力すると、すべてのセッションの情

報が表示されます。

例 次に、特定のセッションに関するモニタ設定の保存済みバージョンを表示する例を示します。

Router# show monitor session 2
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa1/1-3
Dest RSPAN VLAN:   901
Router#

次に、特定のセッションに関するモニタ設定の保存済みバージョンの詳細情報を表示する例を示し

ます。

Router# show monitor session 2 detail
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa1/1-3
    TX Only:       None
    Both:          None
Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Source RSPAN VLAN: None
Destination Ports: None
Filter VLANs:      None
Dest RSPAN VLAN:   901
Router#

次に、宛先 ERSPAN セッションに関する情報のみを表示する例を示します。

Router# show monitor session erspan-destination                 
Session 2
---------
Type           : ERSPAN Destination Session
Status                  : Admin Disabled                                                                                                                                    
Router#
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次に、宛先 ERSPAN セッションに関する詳細情報のみを表示する例を示します。

Router# show monitor session erspan-destination detail   
Session 2
---------
Type                   : ERSPAN Destination Session
Status                 : Admin Disabled
Description            : -
Source Ports           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source VLANs           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source RSPAN VLAN      : None
Destination Ports      : None
Filter VLANs           : None
Destination RSPAN VLAN : None
Source IP Address      : None
Source IP VRF          : None
Source ERSPAN ID       : None
Destination IP Address : None
Destination IP VRF     : None
Destination ERSPAN ID  : None
Origin IP Address      : None
IP QOS PREC            : 0
IP TTL                 : 255
Router#

次に、送信元 ERSPAN セッションに関する情報のみを表示する例を示します。

Router# show monitor session erspan-source               
Session 1                                                
---------                                                
Type                   : ERSPAN Source Session           
Status                                       : Admin Disabled                                                                                                                                    
Session 3                                                
---------                                                
Type                   : ERSPAN Source Session           
Status                                       : Admin Disabled                                                                                                                                    
Router#
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次に、送信元 ERSPAN セッションに関する詳細情報のみを表示する例を示します。

Router# show monitor session erspan-source detail        
Session 1
---------
Type                   : ERSPAN Source Session
Status                 : Admin Disabled
Description            : -
Source Ports           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source VLANs           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source RSPAN VLAN      : None
Destination Ports      : None
Filter VLANs           : None
Destination RSPAN VLAN : None
Source IP Address      : None
Source IP VRF          : None
Source ERSPAN ID       : None
Destination IP Address : None
Destination IP VRF     : None
Destination ERSPAN ID  : None
Origin IP Address      : None
IP QOS PREC            : 0
IP TTL                 : 255

Session 3
---------
Type                   : ERSPAN Source Session
Status                 : Admin Disabled
Description            : -
Source Ports           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source VLANs           :
    RX Only            : None
    TX Only            : None
    Both               : None
Source RSPAN VLAN      : None
Destination Ports      : None
Filter VLANs           : None
Destination RSPAN VLAN : None
Source IP Address      : None
Source IP VRF          : None
Source ERSPAN ID       : None
Destination IP Address : None
Destination IP VRF     : None
Destination ERSPAN ID  : None
Origin IP Address      : None
IP QOS PREC            : 0
IP TTL                 : 255
Router#                                                                                                         

関連コマンド コマンド 説明

monitor session 新規 SPAN、RSPAN、または ERSPAN セッションの開始、既存のセッショ

ンに対するインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）の追加や削除、特

定の VLAN への ERSPAN、SPAN、または RSPAN トラフィックのフィル

タリング、セッションの削除を行います。

monitor session type ERSPAN 送信元セッション番号を生成したり、セッションの ERSPAN セッ

ション コンフィギュレーション モードを開始したりします。

remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。
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show mpls l2transport vc
ルータ上の Virtual Circuit（VC; 仮想回線）のステートを表示するには、show mpls l2transport vc コ

マンドを使用します。

show mpls l2transport vc [detail] [[vc-id ] | [vc-id-min] vc-id-max] | [summary] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、スイッチ上の VC のステータスを表示する例を示します。

Router# show mpls l2transport vc
Transport Client     VC       Local       Remote      Tunnel
VC ID     Intf       State    VC Label    VC Label    Label
4         Vl4        UP       23          21          77        
101       Vl101      UP       24          22          77        
Router# 

次に、summary キーワードの出力を示します。

Router# show mpls l2transport vc summary 
MPLS interface VC summary:
  interface: Gi8/1, programmed imposition vcs: 1
  interface: Gi8/3, programmed imposition vcs: 1
 
VC summary (active/non-active) by destination:
  destination: 13.0.0.1, Number of locally configured vc(s): 2

Router#

detail （任意）PE ルータ上の VC に関する詳細情報を表示します。

vc-id （任意）VC ID

vc-id-min （任意）表示する VC ID の範囲。有効値は 0 ～ 429467295 です。

vc-id-max （任意）VC ID の範囲。有効値は 0 ～ 429467295 です。

summary （任意）PE ルータの MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）イ

ンターフェイス上のアクティブ VC のサマリーを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、スイッチ インターフェイス上の現在のルーテッド VC の詳細情報を表示する例を示します。

Router# show mpls l2transport vc detail 
VC ID: 111, Local Group ID: 5, Remote Group ID: 2 (VC is up)
Client Intf: Gi1/0.1 is up, Destination: 2.2.2.2, Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0
Local VC Label: 17, Remote VC Label: 17, Tunnel Label: 16
Outgoing Interface: Gi0/0, Next Hop: 12.1.1.3
Local MTU: 1500, Remote MTU: 1500
Remote interface description: GigabitEthernet0/0.1
Imposition: LC Programmed
Current Imposition/Last Disposition Slot: 1/255
Packet Totals(in/out): 0/0
Byte totals(in/out): 0/0
 
VC ID: 123, Local Group ID: 6, Remote Group ID: 3 (VC is up)
Client Intf: Gi1/0.2 is up, Destination: 2.2.2.2, Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0
Local VC Label: 18, Remote VC Label: 19, Tunnel Label: 16
Outgoing Interface: Gi0/0, Next Hop: 12.1.1.3
Local MTU: 1500, Remote MTU: 1500
Remote interface description: GigabitEthernet0/0.2
Imposition: LC Programmed
Current Imposition/Last Disposition Slot: 1/255
Packet Totals(in/out): 0/0
Byte totals(in/out): 0/0
Router# 

次に、指定された VC に関する詳細 VC 情報を表示する例を示します。

Router# show mpls l2transport vc 111 detail

VC ID: 111, Local Group ID: 5, Remote Group ID: 2 (VC is up)
Client Intf: Gi1/0.1 is up, Destination: 2.2.2.2, Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0
Local VC Label: 17, Remote VC Label: 17, Tunnel Label: 16
Outgoing Interface: Gi0/0, Next Hop: 12.1.1.3
Local MTU: 1500, Remote MTU: 1500
Remote interface description: GigabitEthernet0/0.1
Imposition: LC Programmed
Current Imposition/Last Disposition Slot: 1/255
Packet Totals(in/out): 0/0
Byte totals(in/out): 0/0
Router#

表 2-88 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-88 show mpls l2transport vc コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Transport VC ID スイッチ上のインターフェイスのいずれかに割り当てられた VC ID 

Client Intf レイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）パケットが通過する入力または出力インター

フェイス 
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VC State VC のステータス。ステータスは、次のいずれかになります。

• UP ― VC は、2 つの VC エンド ポイント間でトラフィックを伝送でき

る状態です。インポジションおよびディスポジション インターフェイ

スが両方ともプログラムされている場合に、VC は有効です。

ディスポジション インターフェイスは、VC が設定されていて、クラ

イアント インターフェイスが起動している場合にプログラムされま

す。

インポジション インターフェイスは、ディスポジション インターフェ

イスがプログラムされていて、リモート VC ラベルおよび IGP（内部

ゲートウェイ プロトコル）ラベルが設定されている場合にプログラム

されます。バックツーバック設定では、IGP ラベルは暗黙的に null に
設定できます（IGP ラベルは、ピアに対する LSP [ ラベル スイッチド

パス ] が存在することを意味します）。

• DOWN ― VC は、2 つの VC エンド ポイント間でトラフィックを伝送

する準備ができていません。

Local VC Label ルータがピア ルータに送信する VC ラベル。ピア ルータがインポジショ

ン中に使用します。ローカル VC ラベルはディスポジション ラベルであ

り、MPLS バックボーンから着信するパケットの出力インターフェイスを

判別します。

Remote VC Label リモート ピア ルータのディスポジション VC ラベル 

Tunnel Label MPLS バックボーンを介して、出力インターフェイスを搭載した宛先ルー

タにパケットをルーティングするために使用される IGP ラベル

VC ID ルータ上のインターフェイスのいずれかに割り当てられた VC ID 

Local Group ID VC をローカルにグループ化するために使用される ID。MPLS 上のイーサ

ネットは、ハードウェア ポート（ルータのポートごとに一意）別に VC を

グループ化します。

Remote Group ID 複数の VC をグループ化するためにピアで使用される ID

Client レイヤ 2 VLAN パケットが通過する入力または出力インターフェイス 

Destination この VC に指定された宛先。宛先 IP アドレスは mpls l2transport route vc

コマンド内で指定します。

Peer LDP ID 目的のピアの LDP IP アドレス

Outgoing Interface VC の出力インターフェイス

Next Hop ネクストホップの IP アドレス 

Local MTU クライアント インターフェイスに指定された Maximum Transmission Unit

（MTU; 大伝送ユニット）

Remote MTU リモート ルータのクライアント インターフェイスに指定された MTU

Imposition モジュールのステータス

LC programmed プログラムされていない LC

Current Imposition/ 

Last Disposition Slot
現行インポジションは、インポジションに使用される発信インターフェイ

スです。

終ディスポジション スロットは、この VC のパケットが着信するイン

ターフェイスです。

Packet Totals (in/out) 各方向に転送されるパケットの総数

Byte Totals (in/out) 各方向に転送される合計バイト数

表 2-88 show mpls l2transport vc コマンドの出力フィールド（続き）

フィールド 説明
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関連コマンド

show mpls l2 vc detail
Virtual Connection（VC; バーチャル コネクション）に関連する詳細情報を表示するには、EXEC モー

ドで show mpls l2 vc detail コマンドを使用します。

show mpls l2 vc vc-id detail

シンタックスの説明

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、特定の VC の詳細な VC ステータスを表示する例を示します。

Router# show mpls l2 vc 1100 detail

Local interface: VFI VPLS-1100 up
MPLS VC type is VFI, internetworking type is Ethernet
Destination address: 1.1.1.1,VC ID:1100, VC status: up
Output interface: Tu0,imposed label stack {27 17}
Preferred path: not configured
Default path: active
Next hop:point2point

Create time:2d23h, last status change time: 2d23h
Signaling protocol: LDP, peer 1.1.1.1:0 up
MPLS VC labels: local 17, remote 17
Group ID: local 0, remote 0
MTU: local 1500, remote 1500
Remote interface description:

Sequencing: receive disabled, send disabled
VC statistics
packet totals: receive 1146978, send 3856011
byte totals: receive 86579172, send 316899920
packet drops: receive 0, send 0

コマンド 説明

mpls l2transport route MPLS を介したレイヤ 2 パケットのルーティングをイネーブルにし

ます。

vc-id VC の名前

リリース 変更内容

12.2(33)SRA このコマンドが追加されました。
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show mpls platform
プラットフォーム固有の情報を表示するには、show mpls platform コマンドを使用します。

show mpls platform {common | eompls  | gbte-tunnels | reserved-vlans vlan vlan-id  | {statistics 
[reset]} | vpn-vlan-mapping}

シンタックスの説明 

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

例 次に、LAN および WAN インターフェイス間の共有コードのカウンタを表示する例を示します。

Router# show mpls platform common
Common MPLS counters for LAN and WAN
-------------------------------------

 No. of MPLS configured LAN interfaces           = 12
 No. of cross-connect configured VLAN interfaces = 0
Router# 

次に、EoMPLS 対応インターフェイスの情報を表示する例を示します。

Router# show mpls platform eompls
Interface        VLAN
GigabitEthernet  101
FastEthernet6/1  2022
Router# 

common LAN および WAN インターフェイス間の共有コードのカウンタを表示し

ます。

eompls EoMPLS 対応インターフェイスに関する情報を表示します。

gbte-tunnels MMLS（マルチキャスト マルチレイヤ スイッチング）GBTE トンネルに

関する情報を表示します。

reserved-vlans vlan 

vlan-id
RP 専用 VLAN（仮想 LAN）の show コマンドを表示します。有効値は 0

～ 4095 です。

statistics RP コントロール プレーン統計情報を表示します。

reset （任意）統計情報カウンタをリセットします。

vpn-vlan-mapping VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）/VLAN（仮想 LAN）マッ

ピング テーブルの情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、GBTE トンネル情報を表示する例を示します。

Router# show mpls platform gbte-tunnels
To            From          InLbl   I/I/F kbps     Kbits    H/W Info
Router# 

次に、RP 専用 VLAN の show コマンドを表示する例を示します。

Router# show mpls platform reserved-vlans vlan 1005
Router# 

（注） 次に、設定済みの専用 VLAN が存在しない場合の出力例を示します。

次に、RP コントロール プレーン統計に関する情報を表示する例を示します。

Router# show mpls platform statistics
              RP MPLS Control Plane Statistics:
      ==================================================
Reserved VLAN creates                    0000000001
Reserved VLAN frees                      0000000000
Reserved VLAN creation failures          0000000000
Aggregate Label adds                     0000000001
Aggregate Label frees                    0000000000
Aggregate Labels in Superman             0000000001
Feature Rsvd VLAN Reqs                   0000000000
Feature Gen Rsvd VLAN Reqs               0000000000
Feature Rsvd VLAN Free Reqs              0000000000
EoMPLS VPN# Msgs                         0000000009
EoMPLS VPN# Msg Failures                 0000000000
EoMPLS VPN# Msg Rsp Failures             0000000000
EoMPLS VPN# Set Reqs                     0000000010
EoMPLS VPN# Reset Reqs                   0000000008
FIDB mallocs                             0000000000
FIDB malloc failures                     0000000000
FIDB frees                               0000000000
EoMPLS Req mallocs                       0000000018
EoMPLS Req malloc failures               0000000000
EoMPLS Req frees                         0000000018
EoMPLS VPN# allocs                       0000000010
EoMPLS VPN# frees                        0000000008
EoMPLS VPN# alloc failures               0000000000
GB TE tunnel additions                   0000000000
GB TE tunnel label resolves              0000000000
GB TE tunnel deletions                   0000000000
GB TE tunnel changes                     0000000000
GB TE tunnel heads skips                 0000000000
gb_flow allocs                           0000000000
gb_flow frees                            0000000000
rsvp req creats                          0000000000
rsvp req frees                           0000000000
rsvp req malloc failures                 0000000000
gb_flow malloc failures                  0000000000
psb search failures                      0000000000
GB TE tunnel deleton w/o gb_flow         0000000000
errors finding slot number               0000000000
Router# 
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次に、RP コントロール プレーン統計情報カウンタをリセットする例を示します。

Router# show mpls platform statistics reset
Resetting Const RP MPLS control plane software statistics ...
GB TE tunnel additions                   0000000000
GB TE tunnel label resolves              0000000000
GB TE tunnel deletions                   0000000000
GB TE tunnel changes                     0000000000
GB TE tunnel heads skips                 0000000000
gb_flow allocs                           0000000000
gb_flow frees                            0000000000
rsvp req creats                          0000000000
rsvp req frees                           0000000000
rsvp req malloc failures                 0000000000
gb_flow malloc failures                  0000000000
psb search failures                      0000000000
GB TE tunnel deleton w/o gb_flow         0000000000
errors finding slot number               0000000000
Router#

次に、VPN/VLAN マッピング テーブルに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mpls platform vpn-vlan-mapping
VPN#  Rsvd Vlan  IDB Created  Feature  Has agg label  In superman    EoM data
0     1025       Yes          No       No             No             No
1     0          No           No       Yes            Yes            No
Router#
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show mpls ttfib
MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）TTFIB テーブルに関する情報を表示するには、

show mpls ttfib コマンドを使用します。

show mpls ttfib [{detail [hardware]} | {vrf instance [detail]}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、MPLS TTFIB テーブルに関する情報を表示する例を示します。

Router# show mpls ttfib
Local  Outgoing    Packets Tag          LTL   Dest.   Destination    Outgoing 
Tag    Tag or VC   Switched             Index Vlanid  Mac Address    Interface
4116   21          0                    0xE0  1020    0000.0400.0000 PO4/1*
       34          0                    0x132 1019    00d0.040d.380a GE5/3
       45          0                    0xE3  4031    0000.0430.0000 PO4/4
4117   16 0                    0x132 1019    00d0.040d.380a GE5/3*
       17 0                    0xE0  1020    0000.0400.0000 PO4/1
       18          0                    0xE3  4031    0000.0430.0000 PO4/4
4118   21          0                    0xE0  1020    0000.0400.0000 PO4/1*
       56          0                    0xE3  4031    0000.0430.0000 PO4/4
4119   35          0                    0xE3  4031    0000.0430.0000 PO4/4*
       47          0                    0xE0  1020    0000.0400.0000 PO4/1

detail （任意）詳細情報を表示します。

hardware （任意）ハードウェアの詳細情報を表示します。

vrf instance （任意）指定した VPN Routing/Forwarding instance（VRF; VPN ルーティン

グ / 転送インスタンスのエントリを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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show msfc
MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）情報を表示するには、show msfc コマンドを使

用します。

show msfc {buffers | eeprom | fault | netint | tlb}  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

buffers バッファ割り当て情報を表示します。

eeprom 内部情報を表示します。

fault 障害情報を表示します。

netint ネットワーク割り込み情報を表示します。

tlb TLB レジスタに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、show msfc コマンドの出力例を示します。

Router# show msfc buffers
Reg. set    Min    Max
  TX               640
 ABQ        640  16384
   0          0     40
   1       6715   8192
   2          0      0
   3          0      0
   4          0      0
   5          0      0
   6          0      0
   7          0      0
Threshold = 8192

Vlan  Sel  Min  Max  Cnt  Rsvd
1016    1 6715 8192    0     0
Router#

Router# show msfc eeprom
RSFC CPU IDPROM:
IDPROM image:

  (FRU is 'Cat6k MSFC 2 daughterboard')

IDPROM image block #0:
  hexadecimal contents of block:
  00: AB AB 01 90 13 22 01 00 00 02 60 03 00 EA 43 69    ....."....`...Ci
  10: 73 63 6F 20 53 79 73 74 65 6D 73 00 00 00 00 00    sco Systems.....
  20: 00 00 57 53 2D 46 36 4B 2D 4D 53 46 43 32 00 00    ..WS-F6K-MSFC2..
  30: 00 00 00 00 00 00 53 41 44 30 36 32 31 30 30 36    ......SAD0621006
  40: 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 33 2D 37 32 33    7.........73-723
  50: 37 2D 30 33 00 00 00 00 00 00 41 30 00 00 00 00    7-03......A0....
  60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  70: 00 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 09 00 05 00 01    ................
  80: 00 03 00 01 00 01 00 02 00 EA FF DF 00 00 00 00    ................

  block-signature = 0xABAB, block-version = 1,
  block-length = 144, block-checksum = 4898

  *** common-block ***
  IDPROM capacity (bytes) = 256  IDPROM block-count = 2
  FRU type = (0x6003,234)
  OEM String = 'Cisco Systems'
  Product Number = 'WS-F6K-MSFC2'
  Serial Number = 'SAD06210067'
  Manufacturing Assembly Number = '73-7237-03'
  Manufacturing Assembly Revision = 'A0'
  Hardware Revision = 2.3
  Manufacturing bits = 0x0  Engineering bits = 0x0
  SNMP OID = 9.5.1.3.1.1.2.234
  Power Consumption = -33 centiamperes    RMA failure code = 0-0-0-0
  *** end of common block ***

IDPROM image block #1:
  hexadecimal contents of block:
  00: 60 03 01 62 0A C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    `..b............
  10: 00 00 00 00 00 01 00 23 00 08 7C A4 CE 80 00 40    .......#..|....@
  20: 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  40: 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  50: 10 00 4B 3C 41 32 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80    ..K<A2..........
  60: 80 80                                              ..

  block-signature = 0x6003, block-version = 1,
  block-length = 98, block-checksum = 2754

  *** linecard specific block ***
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  feature-bits =   00000000 00000000
  hardware-changes-bits =   00000000 00000001
  card index = 35
  mac base = 0008.7CA4.CE80
  mac_len = 64
  num_processors = 1
  epld_num = 1
  epld_versions = 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00
00 0000 0000
  port numbers:
    pair #0: type=14, count=01
    pair #1: type=00, count=00
    pair #2: type=00, count=00
    pair #3: type=00, count=00
    pair #4: type=00, count=00
    pair #5: type=00, count=00
    pair #6: type=00, count=00
    pair #7: type=00, count=00
  sram_size = 4096
  sensor_thresholds =
    sensor #0: critical = 75 oC, warning = 60 oC
    sensor #1: critical = 65 oC, warning = 50 oC
    sensor #2: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
    sensor #3: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
    sensor #4: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
    sensor #5: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
    sensor #6: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
    sensor #7: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (senso
r not present)
  *** end of linecard specific block ***

End of IDPROM image
Router#

Router# show msfc fault
 Reg. set    Min    Max
  TX               640
 ABQ        640  16384
   0          0     40
   1       6715   8192
   2          0      0
   3          0      0
   4          0      0
   5          0      0
   6          0      0
   7          0      0
Threshold = 8192

Vlan  Sel  Min  Max  Cnt  Rsvd
1016    1 6715 8192    0     0
Router#

Router# show msfc netint
Network IO Interrupt Throttling:
 throttle count=0, timer count=0
 active=0, configured=1
 netint usec=3999, netint mask usec=400

Router#

Router# show msfc tlb

Mistral revision 3
TLB entries : 37
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Virt Address range      Phy Address range      Attributes
0x10000000:0x1001FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10020000:0x1003FFFF   0x010020000:0x01003FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10040000:0x1005FFFF   0x010040000:0x01005FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10060000:0x1007FFFF   0x010060000:0x01007FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10080000:0x10087FFF   0x010080000:0x010087FFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10088000:0x1008FFFF   0x010088000:0x01008FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x18000000:0x1801FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=0, RW, Valid
0x19000000:0x1901FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=7, RW, Valid
0x1E000000:0x1E1FFFFF   0x01E000000:0x01E1FFFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x1E880000:0x1E881FFF   0x01E880000:0x01E881FFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x1FC00000:0x1FC7FFFF   0x01FC00000:0x01FC7FFFF   CacheMode=2, RO, Valid
0x30000000:0x3001FFFF   0x070000000:0x07001FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x40000000:0x407FFFFF   0x000000000:0x0007FFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x40800000:0x40FFFFFF   0x000800000:0x000FFFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41000000:0x417FFFFF   0x001000000:0x0017FFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41800000:0x419FFFFF   0x001800000:0x0019FFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41A00000:0x41A7FFFF   0x001A00000:0x001A7FFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41A80000:0x41A9FFFF   0x001A80000:0x001A9FFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41AA0000:0x41ABFFFF   0x001AA0000:0x001ABFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41AC0000:0x41AC7FFF   0x001AC0000:0x001AC7FFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41AC8000:0x41ACFFFF   0x001AC8000:0x001ACFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41AD0000:0x41AD7FFF   0x001AD0000:0x001AD7FFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41AD8000:0x41AD9FFF   0x001AD8000:0x001AD9FFF   CacheMode=3, RO, Valid
0x41ADA000:0x41ADBFFF   0x001ADA000:0x001ADBFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41ADC000:0x41ADDFFF   0x001ADC000:0x001ADDFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41ADE000:0x41ADFFFF   0x001ADE000:0x001ADFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41AE0000:0x41AFFFFF   0x001AE0000:0x001AFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41B00000:0x41B7FFFF   0x001B00000:0x001B7FFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41B80000:0x41BFFFFF   0x001B80000:0x001BFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41C00000:0x41DFFFFF   0x001C00000:0x001DFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x41E00000:0x41FFFFFF   0x001E00000:0x001FFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x42000000:0x43FFFFFF   0x002000000:0x003FFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x44000000:0x45FFFFFF   0x004000000:0x005FFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x46000000:0x47FFFFFF   0x006000000:0x007FFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x06E00000:0x06FFFFFF   0x006E00000:0x006FFFFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x07000000:0x077FFFFF   0x007000000:0x0077FFFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x07800000:0x07FFFFFF   0x007800000:0x007FFFFFF   CacheMode=2, RW, Valid

Router#
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show pagp
ポートチャネル情報を表示するには、show pagp コマンドを使用します。

show pagp [group-number] {counters | internal | neighbor | pgroup}  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show pagp コマンドを入力すると、アクティブ ポートチャネルの情報が表示されます。非アクティ

ブなポートチャネル情報を表示するには、グループを指定して show pagp コマンドを入力します。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

例 次に、PAgP（ポート集約プロトコル）カウンタに関する情報を表示する例を示します。

Router# show pagp counters
           Information        Flush
Port       Sent   Recv     Sent   Recv
--------------------------------------
Channel group: 1
  Fa5/4    2660   2452     0      0
  Fa5/5    2676   2453     0      0
Channel group: 2
  Fa5/6    289    261      0      0
  Fa5/7    290    261      0      0
Channel group: 1023
  Fa5/9    0      0        0      0
Channel group: 1024
  Fa5/8    0      0        0      0
Router#  
                                                                       

group-number （任意）チャネル グループの番号。有効値は 1 ～ 282 の範囲の 大 64 個の

値です。

counters トラフィック情報を表示します。

internal 内部情報を表示します。

neighbor ネイバ情報を表示します。

pgroup アクティブなポートチャネルを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、PAgP 内部情報を表示する例を示します。

Router# show pagp 1 internal
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Channel group 1
                                Hello    Partner  PAgP     Learning
Port      Flags State   Timers  Interval Count   Priority  Method
Fa5/4     SC    U6/S7           30s      1        128      Any
Fa5/5     SC    U6/S7           30s      1        128      Any
Router#                                                                 

次に、すべてのネイバの PAgP ネイバ情報を表示する例を示します。

Router# show pagp neighbor
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.

Channel group 1 neighbors
          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Fa5/4     JAB031301            0050.0f10.230c   2/45         2s SAC     2D
Fa5/5     JAB031301            0050.0f10.230c   2/46        27s SAC     2D

Channel group 2 neighbors
          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Fa5/6     JAB031301            0050.0f10.230c   2/47        10s SAC     2F
Fa5/7     JAB031301            0050.0f10.230c   2/48        11s SAC     2F

Channel group 1023 neighbors
          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.

Channel group 1024 neighbors
          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

pagp learn-method 着信パケットの入力インターフェイスを学習します。

pagp port-priority ホット スタンバイ モードでポートを選択します。
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show platform
プラットフォーム情報を表示するには、show platform コマンドを使用します。

show platform {buffers | eeprom | fault | {hardware capacity} | {hardware pfc mode} | internal-vlan 
| netint | {software ipv6-multicast connected} | {tech-support ipmulticast group-ip-addr 
src-ip-addr} | tlb}  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、show msfc コマンドと類似しています。

buffers バッファ割り当て情報を表示します。

eeprom CPU EEPROM（電気的に消去可能でプログラミング可能な ROM）情

報を表示します。

fault 障害の発生日を表示します。

hardware capacity ハードウェア リソースのキャパシティと利用率を表示します。show

platform hardware capacity コマンドを参照してください。

hardware pfc mode 搭載された PFC（ポリシー フィーチャ カード）のタイプを表示しま

す。

internal-vlan 内部 VLAN（仮想 LAN）を表示します。

netint プラットフォームのネットワーク割り込み情報を表示します。

software ipv6-multicast 

connected
Route Processor（RP; ルート プロセッサ）上の IPv6 サブネットの ACL

（アクセス コントロール リスト）エントリすべてを表示します。show

platform software ipv6-multicast コマンドを参照してください。

tech-support ipmulticast TAC の IP マルチキャスト関連情報を表示します。

group-ip-addr グループ IP アドレス

src-ip-addr 送信元 IP アドレス

tlb TLB レジスタに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。hardware pfc mode キーワードを追加するように、このコマ

ンドが変更されました。

12.2(18)SXD software ipv6-multicast connected キーワードを追加するように、このコマ

ンドが変更されました。
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例 次に、バッファ割り当て情報を表示する例を示します。

Router# show platform buffers 
Reg. set    Min    Max
  TX               640
 ABQ        640  16384
   0          0     40
   1       6715   8192
   2          0      0
   3          0      0
   4          0      0
   5          0      0
   6          0      0
   7          0      0
Threshold = 8192
          
Vlan  Sel  Min  Max  Cnt  Rsvd
1019    1 6715 8192    0     0
Router#

次に、CPU EEPROM 情報を表示する例を示します。

Router# show platform eeprom 
MSFC CPU IDPROM:
IDPROM image:

IDPROM image block #0:
  hexadecimal contents of block:
  00: AB AB 02 9C 13 5B 02 00 00 02 60 03 03 E9 43 69    .....[....`...Ci
  10: 73 63 6F 20 53 79 73 74 65 6D 73 00 00 00 00 00    sco Systems.....
  20: 00 00 57 53 2D 58 36 4B 2D 53 55 50 33 2D 50 46    ..WS-X6K-SUP3-PF
  30: 43 33 00 00 00 00 53 41 44 30 36 34 34 30 31 57    C3....SAD064401W
  40: 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 33 2D 37 34 30    L.........73-740
  50: 34 2D 30 37 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00 00 00    4-07......05....
  60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  70: 00 00 00 00 02 BD 00 00 00 00 00 09 00 05 00 01    ................
  80: 00 03 00 01 00 01 00 02 03 E9 00 00 00 00 00 00    ................
  90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                ............

  block-signature = 0xABAB, block-version = 2,
  block-length = 156, block-checksum = 4955

  *** common-block ***
  IDPROM capacity (bytes) = 512  IDPROM block-count = 2 
  FRU type = (0x6003,1001)
  OEM String = 'Cisco Systems'
  Product Number = 'WS-X6K-SUP3-PFC3'
  Serial Number = 'SAD064401WL'
  Manufacturing Assembly Number = '73-7404-07'
  Manufacturing Assembly Revision = '05'
  Hardware Revision = 0.701
  Manufacturing bits = 0x0  Engineering bits = 0x0
  SNMP OID = 9.5.1.3.1.1.2.1001
  Power Consumption = 0 centiamperes    RMA failure code = 0-0-0-0 
  CLEI =  
  *** end of common block ***

IDPROM image block #1:
  hexadecimal contents of block:
  00: 60 03 02 67 0C 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    `..g.$..........
  10: 00 00 00 00 00 00 00 51 00 05 9A 3A 7E 9C 00 00    .......Q...:~...
  20: 02 02 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  40: 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  50: 00 00 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80    ................
  60: 80 80 06 72 00 46 37                               ...r.F7
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  block-signature = 0x6003, block-version = 2,
  block-length = 103, block-checksum = 3108

  *** linecard specific block ***
  feature-bits =   00000000 00000000
  hardware-changes-bits =   00000000 00000000
  card index = 81
  mac base = 0005.9A3A.7E9C
  mac_len = 0
  num_processors = 2
  epld_num = 2
  epld_versions = 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 
  port numbers:
    pair #0: type=14, count=01
    pair #1: type=00, count=00
    pair #2: type=00, count=00
    pair #3: type=00, count=00
    pair #4: type=00, count=00
    pair #5: type=00, count=00
    pair #6: type=00, count=00
    pair #7: type=00, count=00
  sram_size = 0
  sensor_thresholds =  
    sensor #0: critical = -127 oC (sensor present but ignored), warning = -127 oC 
(sensor present but ignored)
    sensor #1: critical = -127 oC (sensor present but ignored), warning = -127 oC 
(sensor present but ignored)
    sensor #2: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
    sensor #3: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
    sensor #4: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
    sensor #5: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
    sensor #6: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
    sensor #7: critical = -128 oC (sensor not present), warning = -128 oC (sensor not 
present)
  max_connector_power = 1650
  cooling_requirement = 70
  ambient_temp = 55
  *** end of linecard specific block ***
Router# 

次に、障害データ情報を表示する例を示します。

Router# show platform fault
Fault History Buffer:
s72033_rp Software (s72033_rp-JSV-M), Experimental Version 12.2(20030331:071521) 
[kkuttuva-CSCea55513-const2 120]
Compiled Mon 31-Mar-03 21:58 by kkuttuva
Signal = 10, Code = 0x1C, Uptime 00:01:14
$0 : 00000000, AT : 00000000, v0 : 00000000, v1 : 00000000
a0 : 00000000, a1 : 10050000, a2 : 00000000, a3 : 43F4B614
t0 : 50A19548, t1 : 10048000, t2 : 10040000, t3 : 10050000
t4 : 43F515A8, t5 : 43F515A4, t6 : 43F515A0, t7 : 43F5159C
s0 : 50A19548, s1 : 00000000, s2 : 50A19548, s3 : 10030100
s4 : 10030000, s5 : 41700000, s6 : 43F4B614, s7 : 41DB0000
t8 : 43F51614, t9 : 00000000, k0 : 5032D19C, k1 : 40231598
gp : 41F96960, sp : 50A19508, s8 : 422183A0, ra : 4027FB50
EPC : 4027FB84, SREG : 3401F103, Cause : 8000001C
Router# 
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次に、PFC 動作モードを表示する例を示します。

Router# show platform hardware pfc mode
PFC operating mode : PFC3A
Router#

次に、プラットフォームのネット割り込み情報を表示する例を示します。

Router# show platform netint
Network IO Interrupt Throttling:
 throttle count=0, timer count=0
 active=0, configured=1
 netint usec=3999, netint mask usec=800
inband_throttle_mask_hi = 0x0
inband_throttle_mask_lo = 0x800000
Router# 

次に、TLB レジスタ情報を表示する例を示します。

Router# show platform tlb

Mistral revision 5
TLB entries : 42
Virt Address range      Phy Address range      Attributes
0x10000000:0x1001FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10020000:0x1003FFFF   0x010020000:0x01003FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10040000:0x1005FFFF   0x010040000:0x01005FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10060000:0x1007FFFF   0x010060000:0x01007FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10080000:0x10087FFF   0x010080000:0x010087FFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x10088000:0x1008FFFF   0x010088000:0x01008FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x18000000:0x1801FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=0, RW, Valid
0x19000000:0x1901FFFF   0x010000000:0x01001FFFF   CacheMode=7, RW, Valid
0x1E000000:0x1E1FFFFF   0x01E000000:0x01E1FFFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x1E880000:0x1E899FFF   0x01E880000:0x01E899FFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x1FC00000:0x1FC7FFFF   0x01FC00000:0x01FC7FFFF   CacheMode=2, RO, Valid
0x30000000:0x3001FFFF   0x070000000:0x07001FFFF   CacheMode=2, RW, Valid
0x40000000:0x407FFFFF   0x000000000:0x0007FFFFF   CacheMode=3, RO, Valid
.
.
.
0x58000000:0x59FFFFFF   0x088000000:0x089FFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x5A000000:0x5BFFFFFF   0x08A000000:0x08BFFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x5C000000:0x5DFFFFFF   0x08C000000:0x08DFFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
0x5E000000:0x5FFFFFFF   0x08E000000:0x08FFFFFFF   CacheMode=3, RW, Valid
Router#          

関連コマンド コマンド 説明

show msfc MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）情報を表示します。
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show platform hardware capacity
ハードウェア リソースのキャパシティと利用率を表示するには、show platform hardware capacity

コマンドを使用します。

show platform hardware capacity [resource-type]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン resource-type の有効値は次のとおりです。

• acl ― ACL（アクセス コントロール リスト）/QoS（サービス品質）TCAM リソースのキャパシ

ティと利用率を表示します。

• cpu ― CPU リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• eobc ― EOBC リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• fabric ― スイッチ ファブリック リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• flash ― フラッシュ/NVRAM（不揮発性 RAM）リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• forwarding ― レイヤ 2 およびレイヤ 3 フォワーディング リソースのキャパシティと利用率を

表示します。

• interface ― インターフェイス リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• monitor ― SPAN（スイッチド ポート アナライザ）リソースのキャパシティと利用率を表示し

ます。

• multicast ― レイヤ 3 マルチキャスト リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• netflow ― NetFlow リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• pfc ― レイヤ 2/ レイヤ 3 フォワーディング、NetFlow、CPU レート リミッタ、ACL/QoS TCAM
リソースなどのすべての PFC（ポリシー フィーチャ カード）リソースのキャパシティと利用

率を表示します。

• power ― 電力リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• qos ― QoS ポリサー リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• rate-limiter ― CPU レート リミッタ リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• system ― システム リソースのキャパシティと利用率を表示します。

• vlan ― VLAN（仮想 LAN）リソースのキャパシティと利用率を表示します。

show platform hardware capacity cpu コマンドでは、次の情報が表示されます。

• 直近 5 秒間の CPU 利用率（ビジー時間および割り込み時間）、直近 1 分間の平均ビジー時間、

および直近 5 分間における平均ビジー時間の割合

• プロセッサ メモリの使用可能な総バイト数、使用済みバイト数、および使用済み割合

resource-type （任意）ハードウェア リソースのタイプ。有効値については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。
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• 入出力メモリの使用可能な総バイト数、使用済みバイト数、および使用済み割合

show platform hardware capacity eobc コマンドでは、次の情報が表示されます。

• 送信および受信レート

• 受信パケット数および送信パケット数

• ドロップされた受信パケット数およびドロップされた送信パケット数

show platform hardware capacity forwarding コマンドでは、次の情報が表示されます。

• MAC（メディア アクセス制御）テーブルの使用可能な総エントリ数、使用済みエントリ数、お

よび使用済み割合

• FIB（転送情報ベース）TACM テーブルの使用可能な総エントリ数、使用済みエントリ数、お

よび使用済み割合。プロトコル別に表示されます。

• 隣接テーブルの使用可能な総エントリ数、使用済みエントリ数、および使用済み割合。分割さ

れた隣接テーブルのリージョンごとに表示されます。

• NetFlow TCAM および ICAM テーブルの作成済みエントリ数、失敗数、およびリソースの使用

割合

• ACL/QoS TCAM テーブルの使用可能な総エントリ数とマスク、使用済みエントリ数とマスク、

予約済みエントリ数とマスク、および使用済みエントリとマスクの割合。使用可能数、使用済

み数、予約数、および使用済み割合に対する項目が表示されます。ACL/QoS TCAM に関連する

他のハードウェア リソースに属するリソースが表示されます（LOU、ANDOR、および ORAND
の使用可能数、使用済み数、予約数、および使用済み割合など）。

• CPU レート リミッタの使用可能数、使用済み数、予約数、および使用済み割合

show platform hardware capacity interface コマンドでは、次の情報が表示されます。

• 送受信ドロップ数 ― オンライン モジュール（全ポートを集約）別に送信および受信ドロップ

カウンタの合計値が表示され、各モジュールでドロップ数が 多のポート番号が示されます。

• ポート単位の送受信バッファ サイズ ― モジュール全体で同一バッファ サイズを使用するモ

ジュールについて、モジュール別にポート バッファ サイズが簡略表示されます。

show platform hardware capacity monitor コマンドでは、次の情報が表示されます。

• ローカル SPAN セッション 大数、RSPAN セッション 大数、ERSPAN セッション 大数、お

よびサービス モジュール セッション 大数

• ローカル SPAN セッション数（使用済み / 使用可能）、RSPAN セッション（使用済み / 使用可

能）、ERSPAN セッション数（使用済み / 使用可能）、サービス モジュール セッション数（使用

済み / 使用可能）

show platform hardware capacity multicast コマンドでは、次の情報が表示されます。

• マルチキャスト レプリケーション モード ― IPv4 および IPv6 での入出力モード

• MET テーブル使用状況 ― システムの各モジュールの使用済み合計と使用済み割合 

• bidirectional PIM（bidir-PIM; 双方向 PIM）DF テーブルの使用状況 ― 使用済み合計と使用済み

割合

show platform hardware capacity system コマンドでは、次の情報が表示されます。

• PFC 動作モード（PFC バージョン ― 例：PFC3A、PFC3B、unknown）

• スーバーバイザ冗長モード（例：RPR、RPR+、SSO、none）

• 次の情報を含む、モジュール固有のスイッチング情報 

－ 部品番号（例：WS-SUP720-BASE、WS-X6548-RJ-45）

－ シリーズ（スーバーバイザ エンジン、ファブリック、CEF720、CEF256、dCEF256、また

はクラシック）

－ CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）モード（セントラル CEF、dCEF）
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show platform hardware capacity vlan コマンドでは、次の情報が表示されます。

• VLAN の総数

• 使用されている VTP VLAN の数

• 使用されている外部 VLAN の数

• 使用されている内部 VLAN の数

• 未使用 VLAN の数

例 次に、Cisco 7600 シリーズ ルータにおいて、ルート プロセッサ、スイッチ プロセッサ、および LAN

モジュールに関する CPU キャパシティと利用率の情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity cpu
CPU Resources
  CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                   1  RP               0% /  0%             1%              1%
                   1  SP               5% /  0%             5%              4%
                   7                  69% /  0%            69%             69%
                   8                  78% /  0%            74%             74%
  Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                    1  RP             176730048       51774704             29%
                    1  SP             192825092       51978936             27%
                    7                 195111584       35769704             18%
                    8                 195111584       35798632             18%
  I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used           %Used
              1  RP                    35651584       12226672             34%
              1  SP                    35651584        9747952             27%
              7                        35651584        9616816             27%
              8                        35651584        9616816             27%
Router#

次に、Cisco 7600 シリーズ ルータにおいて、ルート プロセッサ、スイッチ プロセッサ、および DFC

に関する EOBC 関連の統計情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity eobc
EOBC Resources
  Module                     Packets/sec     Total packets     Dropped packets
  1  RP      Rx:                      61            108982                   0
             Tx:                      37             77298                   0
  1  SP      Rx:                      34            101627                   0
             Tx:                      39            115417                   0
  7          Rx:                       5             10358                   0
             Tx:                       8             18543                   0
  8          Rx:                       5             12130                   0
             Tx:                      10             20317                   0
Router#

次に、現在およびピーク時のスイッチング利用率を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity fabric
Switch Fabric Resources
  Bus utilization: current is 100%, peak was 100% at 12:34 12mar45
  Fabric utilization:      ingress                     egress
      Module channel speed current peak                current peak
       1      0        20G   100%  100% 12:34 12mar45  100%    100% 12:34 12mar45

       1      1        20G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
       4      0        20G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
      13      0         8G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
Router# 
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次に、システムに搭載されたフラッシュ /NVRAM リソースの総キャパシティ、使用済みバイト数、

使用済み割合に関する情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity flash
Flash/NVRAM Resources
  Usage: Module Device               Bytes:      Total          Used     %Used
         1  RP  bootflash:                    31981568      15688048       49%
         1  SP  disk0:                       128577536     105621504       82%
         1  SP  sup-bootflash:                31981568      29700644       93%
         1  SP  const_nvram:                    129004           856        1%
         1  SP  nvram:                          391160         22065        6%
         7      dfc#7-bootflash:              15204352        616540        4%
         8      dfc#8-bootflash:              15204352             0        0%
Router#

次に、システム内の EARL のキャパシティと利用率を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity forwarding
L2 Forwarding Resources
           MAC Table usage:   Module  Collisions  Total       Used       %Used
                              6                0  65536         11          1%

             VPN CAM usage:                       Total       Used       %Used
                                                    512          0          0%
L3 Forwarding Resources
             FIB TCAM usage:                     Total        Used       %Used
                  72 bits (IPv4, MPLS, EoM)     196608          36          1%
                 144 bits (IP mcast, IPv6)       32768           7          1%

                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                          36          1%
                                  MPLS                           0          0%
                                  EoM                            0          0%

                                  IPv6                           4          1%
                                  IPv4 mcast                     3          1%
                                  IPv6 mcast                     0          0%

            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         175          1%

     Forwarding engine load:
                     Module       pps   peak-pps                     peak-time
                     6              8       1972  02:02:17 UTC Thu Apr 21 2005

Netflow Resources
          TCAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  6                  1           0          0%
          ICAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  6                  0           0          0%

                 Flowmasks:   Mask#   Type        Features
                        IPv4:     0   reserved    none
                        IPv4:     1   Intf FulNAT_INGRESS NAT_EGRESS FM_GUARDIAN 
                        IPv4:     2   unused      none
                        IPv4:     3   reserved    none

                        IPv6:     0   reserved    none
                        IPv6:     1   unused      none
                        IPv6:     2   unused      none
                        IPv6:     3   reserved    none

CPU Rate Limiters Resources
             Rate limiters:       Total         Used      Reserved       %Used
                    Layer 3           9            4             1         44%
                    Layer 2           4            2             2         50%
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ACL/QoS TCAM Resources
  Key: ACLent - ACL TCAM entries, ACLmsk - ACL TCAM masks, AND - ANDOR,
       QoSent - QoS TCAM entries, QOSmsk - QoS TCAM masks, OR - ORAND,
       Lbl-in - ingress label, Lbl-eg - egress label, LOUsrc - LOU source,
       LOUdst - LOU destination, ADJ - ACL adjacency

  Module ACLent ACLmsk QoSent QoSmsk Lbl-in Lbl-eg LOUsrc LOUdst  AND  OR  ADJ
  6          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     0%   0%  0%   1%

Router# 

次に、インターフェイス リソースを表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity interface
Interface Resources
  Interface drops:
    Module    Total drops:    Tx            Rx      Highest drop port:  Tx  Rx
    9                          0             2                           0  48

  Interface buffer sizes:
    Module                            Bytes:     Tx buffer           Rx buffer
         1                                           12345               12345
         5                                           12345               12345
Router#

次に、SPAN 情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity monitor
SPAN Resources
  Source sessions: 2 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    Local                                      0
    RSPAN source                               0
    ERSPAN source                              0
    Service module                             0
  Destination sessions: 64 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    RSPAN destination                          0
    ERSPAN destination (max  24)               0
Router# 

次に、レイヤ 3 マルチキャスト機能に関するリソースのキャパシティと利用率を表示する例を示し

ます。

Router# show platform hardware capacity multicast
L3 Multicast Resources
  IPv4 replication mode: ingress
  IPv6 replication mode: ingress
  Bi-directional PIM Designated Forwarder Table usage: 4 total, 0 (0%) used
  Replication capability: Module                              IPv4        IPv6
                          5                                 egress      egress
                          9                                ingress     ingress
  MET table Entries: Module                             Total    Used    %Used
                     5                                  65526       6       0%
Router# 

次に、システム電力のキャパシティと利用率に関する情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity power
Power Resources
  Power supply redundancy mode: administratively combined
                                                       operationally combined
  System power: 1922W, 0W (0%) inline, 1289W (67%) total allocated
  Powered devices: 0 total
Router# 
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次に、Cisco 7600 シリーズ ルータにおいて、EARL 単位に QoS ポリサー リソースのキャパシティ

と利用率を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity qos
 QoS Policer Resources
  Aggregate policers: Module                      Total         Used     %Used
                      1                            1024          102       10%
                      5                            1024            1        1%
  Microflow policer configurations: Module        Total         Used     %Used
                                    1                64           32       50%
                                    5                64            1        1%
Router# 

次に、主要なシステム リソースに関する情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity systems
System Resources
  PFC operating mode: PFC3BXL
  Supervisor redundancy mode: administratively rpr-plus, operationally rpr-plus
  Switching Resources: Module   Part number               Series      CEF mode
                       5        WS-SUP720-BASE        supervisor           CEF
                       9        WS-X6548-RJ-45            CEF256           CEF
Router# 

次に、VLAN 情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity vlan
VLAN Resources
  VLANs: 4094 total, 10 VTP, 0 extended, 0 internal, 4084 free
Router#
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show platform software ipv6-multicast
プラットフォームのソフトウェア IPv6 マルチキャストに関する情報を表示するには、show 

platform software ipv6-multicast コマンドを使用します。

show platform software ipv6-multicast {acl-exception | acl-table | capability | connected | 
shared-adjacencies | statistics | summary}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、IPv6 ハードウェア機能を表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability
 Hardware switching for ipv6 is Enabled
 (S,G) forwarding for ipv6 supported using Netflow
 (*,G) bridging for ipv6 is supported using Fib
 Directly-connected entries for IPv6 is supported using ACL-TCAM.

Current System HW Replication Mode : Egress
Audo-detection of Replication Mode : ON

Slot Replication-Capability Replication-Mode
   2 Egress                 Egress               
   5 Egress                 Egress 
Router#

acl-exception ACL（アクセス コントロール リスト）例外によりソフトウェア スイッチ

ングが行われた IPv6 マルチキャスト エントリを表示します。

acl-table IPv6 マルチキャスト ACL 要求テーブル エントリを表示します。

capability ハードウェア機能を表示します。

connected IPv6 マルチキャスト サブネット / 接続済みハードウェア エントリを表示

します。

shared-adjacencies IPv6 マルチキャスト共有隣接を表示します。

statistics 内部ソフトウェア ベースの統計情報を表示します。

summary IPv6 マルチキャスト ハードウェア ショートカット数を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。

12.2(18)SXE 次のようにこのコマンドが変更されました。

• Supervisor Engine 720 でのみ acl-exception、acl-table、および statistics
キーワードが追加されました。 

• レプリケーション情報が追加されるように show platform software
ipv6-multicast capability コマンド出力が更新されました。
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次に、IPv6 マルチキャスト サブネット / 接続済みハードウェア エントリを表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast connected

IPv6 Multicast Subnet entries
Flags : H - Installed in ACL-TCAM
        X - Not installed in ACL-TCAM due to
            label-full exception

Interface: Vlan40 [ H ]
         S:40::1 G:FF00::
         S:0:5000::2 G:FF00::
         S:5000::2 G:FF00::
Interface: Vlan30 [ H ]
         S:30::1 G:FF00::
Interface: Vlan20 [ H ]
         S:20::1 G:FF00::
Interface: Vlan10 [ H ]
         S:10::1 G:FF00::
Router#

次に、IPv6 マルチキャスト共有隣接を表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast shared-adjacencies

---- SLOT [7] ----

Shared IPv6 Mcast Adjacencies Index  Packets       Bytes
----------------------------- ------ ------------- ------------------
Subnet bridge adjacency       0x7F802  0             0
Control bridge adjacency      0x7      0             0
StarG_M bridge adjacency      0x8      0             0
S_G bridge adjacency          0x9      0             0
Default drop adjacency        0xA      0             0
StarG (spt == INF) adjacency  0xB      0             0
StarG (spt != INF) adjacency  0xC      0             0
Router#

次に、IPv6 マルチキャスト統計情報を表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast statistics 

IPv6 Multicast HW-switching Status                 : Enabled
IPv6 Multicast (*,G) HW-switching Status           : Disabled
IPv6 Multicast Subnet-entries Status               : Enabled
Default MFIB IPv6-table                            : 0x5108F770
(S,G,C) flowmask index                             : 3
(*,G,C) flowmask index                             : 65535

General Counters
--------------------------------------------------+------+
Mfib-hw-entries count                              0
Mfib-add count                                     4
Mfib-modify count                                  2
Mfib-delete count                                  2
Mfib-NP-entries count                              0
Mfib-D-entries count                               0
Mfib-IC-entries count                              0
Error Counters
--------------------------------------------------+------+
ACL flowmask err count                             0
ACL TCAM exptn count                               0
ACL renable count                                  0
Idb Null error                                     0
Router#
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次に、IPv6 ハードウェア ショートカット数を表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast summary
IPv6 Multicast Netflow SC summary on Slot[7]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(S, G)                      0

IPv6 Multicast FIB SC summary on Slot[7]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(*, G/128)                  0
(*, G/m)                    0

Router#

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mfib hardware-switching IP マルチキャスト パケットのハードウェア スイッチングを

グローバルに設定します。
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show policy-map
ポリシー マップに関する情報を表示するには、show policy-map コマンドを使用します。

show policy-map [policy-map-name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、すべてのポリシー マップに関する情報を表示する例を示します。

Router# show policy-map 
   Policy Map simple
 Policy Map max-pol-ipp5
  class  ipp5

  class ipp5
    police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action
policed-dscp-transmit    trust precedence   police 2000000000 2000000 2000000 co
nform-action set-prec-transmit 6exceed-action policed-dscp-transmit
Router#

次に、特定のポリシー マップに関する情報を表示する例を示します。

Router# show policy-map max-pol-ipp5  
 Policy Map max-pol-ipp5
  class  ipp5

  class ipp5
    police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action
policed-dscp-transmit    trust precedence   police 2000000000 2000000 2000000 co
nform-action set-prec-transmit 6exceed-action policed-dscp-transmit

Router#

関連コマンド

policy-map-name （任意）ポリシー マップ名

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーション モー

ドをアクセスして QoS クラス マップを設定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアクセスし

て QoS ポリシー マップを設定します。

show class-map クラス マップ情報を表示します。

show policy-map interface インターフェイスに対応付けられている入力 / 出力ポリシーの統計

情報および設定を表示します。
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show policy-map control-plane
コントロール プレーンのポリシー マップの特定のクラスまたはすべてのクラスのいずれかの設定

を表示するには、show policy-map control-plane コマンドを使用します。

show policy-map control-plane [all] [input [class class-name] | output | [class class-name]]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン  show policy-map control-plane コマンドにより、プロセス レベルへ向うパケットの番号および速度

を制御する、集約コントロール プレーン サービスの情報が表示されます。

例 次に、ポリシー マップ TEST がコントロール プレーンに関連付けられる例を示します。ポリシー

マップにより、クラスマップ TEST に一致するトラフィックはポリシングされ、その他すべてのト

ラフィック（クラスマップ class-default に一致する）はそのまま通過します。表 2-89 に、表示され

るフィールドについて説明します。

Router# show policy-map control-plane 

Control Plane 

Service-policy input:TEST

Class-map:TEST (match-all)
      20 packets, 11280 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match:access-group 101
      police:
        8000 bps, 1500 limit, 1500 extended limit
        conformed 15 packets, 6210 bytes; action:transmit
        exceeded 5 packets, 5070 bytes; action:drop
        violated 0 packets, 0 bytes; action:drop
        conformed 0 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps

Class-map:class-default (match-any)
      105325 packets, 11415151 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

      Match:any

all （任意）すべてのコントロール プレーン インターフェイスの情報を表示し

ます。

input （任意）対応付けられた入力ポリシーの統計情報を表示します。

class class-name （任意）クラス名を表示します。

output （任意）対応付けられた出力ポリシーの統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

表 2-89 show policy-map control-plane フィールド

フィールド 説明

クラスまたはサービスポリシーに関するフィールド

Service-policy input コントロール プレーンに適用される入力サービス ポリシーの名前（この

フィールドでは、設定されていれば、出力サービス ポリシーも示します）。

Class-map 表示されるトラフィック クラス。トラフィックは、設定されているクラス

ごとに表示されます。また、クラス マッチ（match-all、match-any）の実装

に関する選択も、トラフィック クラスの次に表示されます。

offered rate パケットがクラスに着信するレート（kbps）

drop rate パケットがクラスからドロップされるレート（kbps）。ドロップ レートは、

提示レートから送信に成功したパケット数を引くことより計算されます。

Match 指定されたトラフィック クラスの一致基準 

（注） 使用できる各種一致基準のオプションの詳細については、
『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の
「Configuring the Modular Quality of Service Command-Line Interface」
を参照してください。

トラフィック ポリシングに関するフィールド

police police コマンドは、トラフィック ポリシングをイネーブルにするように設

定されています。

conformed 指定されたレートに一致するパケットに対して実行するアクション。アク

ションが実行されたパケットおよびバイトの数を表示します。

exceeded 指定されたレートを超えるパケットに対して実行するアクション。アク

ションが実行されたパケットおよびバイトの数を表示します。

violated 指定されたレートを違反するパケットに対して実行するアクション。アク

ションが実行されたパケットおよびバイトの数を表示します。

コマンド 説明

control-plane コントロール プレーン コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

service-policy（コントロール プレーン） 集約コントロール プレーン サービスのコントロール

プレーンにポリシー マップを付加します。
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show policy-map interface
インターフェイスに付加された入力および出力ポリシーの統計情報およびコンフィギュレーショ

ンを表示するには、show policy-map interface コマンドを使用します。

show policy-map interface [{interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id}]  
[input | output]   

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン output キーワードはサポートされていません。

pos、atm、および ge-wan キーワードは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ

ルータではサポートされません。

Supervisor Engine 2 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータでは、パケット カウンタが表示され、

Supervisor Engine 720 を搭載した Cisco 7600 シリーズ ルータでは、バイト カウンタが表示されます。

ポリシング済みカウンタ情報は出力されないで、代わりに 0 が表示されます（0 パケット、0 バイ

トなど）。ドロップおよび転送されたポリシング済みカウンタ情報を表示するには、show mls qos ip

コマンドを入力します。

OSM（オプティカル サービス モジュール）WAN インターフェイスに限り、ポリシー マップ内に

ポリシングが設定されている場合は、ハードウェア カウンタが表示され、class-default カウンタは

表示されません。ポリシー マップ内にポリシングが設定されていない場合は、class-default カウン

タが表示されます。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

input （任意）入力ポリシーのみを指定します。

output （任意）出力ポリシーのみを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイスに対応付けられているすべての入力 / 出力ポリシーの統計情報およびコン

フィギュレーションを表示する例を示します。

Router# show policy-map interface
 FastEthernet5/36
  service-policy input: max-pol-ipp5
    class-map: ipp5 (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute rate 0 bps
      match: ip precedence 5
  class ipp5
    police 2000000000 2000000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action p
policed-dscp-transmit
Router#

次に、特定のインターフェイスの入力ポリシー統計情報およびコンフィギュレーションを表示する

例を示します。

Router# show policy-map interface fastethernet 5/36 input
 FastEthernet5/36
  service-policy input: max-pol-ipp5
    class-map: ipp5 (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute rate 0 bps
      match: ip precedence 5
  class ipp5
    police 2000000000 2000000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action p
policed-dscp-transmit
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

class-map QoS（サービス品質）クラス マップ コンフィギュレーション モードをア

クセスして QoS クラス マップを設定します。

policy-map QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション モードをアクセスして QoS

ポリシー マップを設定します。

show class-map クラス マップ情報を表示します。

show mls qos MLS（マルチレイヤ スイッチング）QoS 情報を表示します。
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show port-security
ポートセキュリティ設定に関する情報を表示するには、show port-security コマンドを使用します。

show port-security [interface interface interface-number] 

show port-security [interface interface interface-number] {address | vlan}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan キーワードは、トランク ポートでのみサポートされ、トランク ポートに設定された VLAN 単

位の 大数を表示します。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

例 次に、オプションを指定しなかった場合の show port-security コマンドの出力例を示します。

Router# show port-security
Secure Port      MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security
Action
                    (Count)        (Count)      (Count)
----------------------------------------------------------------------------
 
     Fa5/1           11            11            0            Shutdown
     Fa5/5           15            5             0            Restrict
     Fa5/11          5             4             0            Protect
----------------------------------------------------------------------------
 
Total Addresses in System: 21
Max Addresses limit in System: 128
Router# 

interface interface （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、および tengigabitethernet です。

address すべてのスイッチ インターフェイスまたは指定されたインターフェイス

に設定されたすべてのセキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレス、

および各アドレスのエージング情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 でのみ、トランク ポート上に VLAN（仮想 LAN）単

位で設定された MAC アドレスの 大数を表示するために、address キー

ワードが追加されました。
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次に、指定されたインターフェイスのポート セキュリティ情報を表示する例を示します。

Router# show port-security interface fastethernet 5/1
Port Security: Enabled
Port status: SecureUp
Violation mode: Shutdown
Maximum MAC Addresses: 11
Total MAC Addresses: 11
Configured MAC Addresses: 3
Aging time: 20 mins
Aging type: Inactivity
SecureStatic address aging: Enabled
Security Violation count: 0
Router# 

次に、すべてのスイッチ インターフェイスまたは指定されたインターフェイスに設定されたすべて

のセキュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する例を示します。

Router# show port-security address
Default maximum: 10 
VLAN Maximum Current 
1    5       3 
2    4       4 
3    6       4
Router#

関連コマンド コマンド 説明

clear port-security MAC アドレス テーブルから設定済みのセキュア MAC アドレスお

よび スティッキ MAC アドレスを削除します。
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show power 
電力状況に関する情報を表示するには、show power コマンドを使用します。

show power [{available | redundancy-mode | {status {all | {module num}}} | {power-supply number} 
| total | used | inline [{interface number} | {module num}]}]   

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

vlan-id の有効値は 1 ～ 4094 です。

show power コマンド出力の [Inline power] フィールドには、モジュールで消費されるインライン パ

ワーが表示されます。たとえば、次の例は、モジュール 9 で 0.300 A のインライン パワーが消費さ

れることを示します。

Inline power   #    current
module         9    0.300A    

available （任意）使用可能なシステム電力（マージン）を表示します。

redundancy-mode （任意）電源装置の冗長モードを表示します。

status （任意）電力状況を表示します。

all すべての FRU（現場交換可能ユニット）タイプを表示します。

module slot 特定のモジュールの電力状況を表示します。

power-supply number 特定の電源装置の電力状況を表示します。有効値は 1 および 2 です。

total （任意）電源装置で使用可能な総電力を表示します。

used （任意）電源がオンの機器に関するパワー バジェットの合計を表示します。

inline （任意）インライン パワー ステータスを表示します。

interface number （任意）インターフェイス タイプを指定します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、null、port-channel、およ

び vlan です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してくだ

さい。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX1 システムの総電力情報を含むように出力が変更されました。

12.2(17b)SXA 特定のモジュールのインライン パワー ステータスに関する情報を含むよ

うに、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF 大容量電源装置に関する情報を含むように、出力内容が変更されました。
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例 次に、使用可能なシステム電力を表示する例を示します。

Router> show power available
system power available = 20.470A
Router>       
    

次に、電源装置の冗長モードを表示する例を示します。

Router# show power redundancy-mode
system power redundancy mode = redundant
Router#    
     

次に、システム電力状況を表示する例を示します。

Router> show power
system power redundancy mode = combined
system power total =     3984.12 Watts (94.86 Amps @ 42V)
system power used =      1104.18 Watts (26.29 Amps @ 42V)
system power available = 2879.94 Watts (68.57 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-3000W       2830.80 67.40  OK     OK     on 
2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on 
Note: PS2 capacity is limited to 2940.00 Watts (70.00 Amps @ 42V)
      when PS1 is not present
                        Pwr-Allocated  Oper
Fan  Type               Watts   A @42V State
---- ------------------ ------- ------ -----
1    FAN-MOD-9           241.50  5.75  OK
2                        241.50  5.75  failed
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
1    WS-X6K-SUP2-2GE     145.32  3.46   145.32  3.46  on    on
2                          -     -      145.32  3.46  -     -
3    WS-X6516-GBIC       118.02  2.81   118.02  2.81  on    on
5    WS-C6500-SFM        117.18  2.79   117.18  2.79  on    on
7    WS-X6516A-GBIC      214.20  5.10     -     -     on    off (insuff cooling 
capacity)
8    WS-X6516-GE-TX      178.50  4.25   178.50  4.25  on    on
9    WS-X6816-GBIC       733.98 17.48     -     -     on    off (connector rating 
exceeded)
Router> 

次に、すべての FRU タイプの電力状況を表示する例を示します。

Router# show power status all
FRU-type       #    current   admin state oper
power-supply   1    27.460A   on          on
module         1    4.300A    on          on
module         2    4.300A    -           -   (reserved)
module         5    2.690A    on          on
Router#    

次に、特定のモジュールの電力状況を表示する例を示します。

Router# show power status module 1
FRU-type       #    current   admin state oper
module         1    -4.300A   on          on
Router#    



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show power

2-974
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、特定の電源装置の電力状況を表示する例を示します。

Router# show power status power-supply 1
FRU-type       #    current   admin state oper
power-supply   1    27.460A   on          on
Router#    

次に、大容量電源装置に関する情報を表示する例を示します。

Router# show power status power-supply 2
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-6000W       2672.04  63.62 OK     OK     on 
2    WS-CAC-9000W-E     2773.68  66.04 OK     OK     on 
Router#    

次に、電源装置で使用可能な総電力を表示する例を示します。

Router# show power total
system power total = 27.460A
Router# 

次に、電源がオンの機器に関するパワー バジェットの合計を表示する例を示します。

Router# show power used
system power used = -6.990A
Router# 

次に、インターフェイスのインライン パワー ステータスを表示するコマンドを示します。

Router# show power inline
Interface            Admin    Oper    Power ( mWatt )  Device
-------------------- ----- ---------- --------------- -----------
FastEthernet9/1      auto  on         6300            Cisco 6500 IP Phone
FastEthernet9/2      auto  on         6300            Cisco 6500 IP Phone
.
.

. （テキスト出力は省略）

次に、特定のモジュールのインライン パワー ステータスを表示するコマンドを示します。

Router# show power inline mod 7

Interface  Admin    Oper    Power       Device        Class  
                            (Watts)                            
---------- ----- ---------- ------- --------------  -----------
Gi7/1      auto   on            6.3  Cisco IP Phone 7960  n/a       
Gi7/2      static power-deny      0  Ieee PD              3         
.
.

. （テキスト出力は省略）

関連コマンド コマンド 説明

power enable モジュールの電源をオンにします。

power redundancy-mode 電源装置の冗長モードを設定します。
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show qdm status
Cisco 7600 シリーズ ルータに接続された現在アクティブな QDM クライアントのステータス情報を

表示するには、show qdm status コマンドを使用します。

  show qdm status

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン QDM は、OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェイスではサポートされていませ

ん。

このコマンドを使用すると、Cisco 7600 シリーズ ルータに接続された各 QDM クライアントに割り

当てられた一意のクライアント ID を表示できます。出力では次の情報が表示されます。

• Cisco 7600 シリーズ ルータに現在接続されている QDM クライアント数

• QDM クライアントのバージョン

• クライアントの名前および IP アドレス

• クライアント ID

• 接続期間

例 次に、現在アクティブな QDM Web ベース クライアントのステータスに関する情報を表示する例を

示します。

Router# show qdm status
Number of QDM Clients : 2
QDM Client v2.1(0.7)-_picard_2 @ 10.34.8.92 (id:5)
     connected since 07:50:00 UTC Sat Aug 11 1917

QDM Client v2.1(0.7)-_janeway_2 @ 171.69.49.14 (id:4)
     connected since 07:49:39 UTC Sat Aug 11 1917
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

disconnect qdm QDM セッションを切断します。
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show qm-sp port-data
QoS（サービス品質）マネージャ スイッチ プロセッサに関する情報を表示するには、show qm-sp

port-data コマンドを使用します。

show qm-sp port-data {mod port}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード スイッチ コマンド ― 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドをサポートするのは、スーパーバイザ エンジンのみです。また、このコマンドを入力

できるのは、Cisco 7600 シリーズ ルータ コンソールからのみです（remote login コマンドを参照）。

mod port 引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、モジュール番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有

効値は 1 ～ 48 です。

ハードウェアにプログラミングされた値を確認するには、show qm-sp port-data コマンドを入力し

ます。

例 次に、QoS マネージャに関する情報を表示する例を示します。

Switch-sp# show qm-sp port-data 1 2
-----------------------------------------------------------------------------
* Type: Tx[1p2q2t] Rx[1p1q4t]  [0] Pinnacle
* Per-Port: [Untrusted] Default COS[0] force[0] [VLAN based]
-----------------------------------------------------------------------------
* COSMAP(C[Q/T]) TX: 0[1/1] 1[1/1] 2[1/2] 3[1/2] 4[2/1] 5[3/1] 6[2/1] 7[2/2]
                 RX: 0[1/1] 1[1/1] 2[1/2] 3[1/2] 4[1/3] 5[2/1] 6[1/3] 7[1/4]
-----------------------------------------------------------------------------
* WRR bandwidth:        [7168 18432]
* TX queue limit(size): [311296 65536 65536]
* WRED queue[1]:        failed (0x82)
       queue[2]:        failed (0x82)
-----------------------------------------------------------------------------
* TX drop thr queue[1]: type[2 QOS_SCP_2_THR] dropThr[311104 311104]
              queue[2]: type[2 QOS_SCP_2_THR] dropThr[61504 61504]
* RX drop threshold:    type[4 QOS_SCP_4_THR] dropThr[62259 62259 62259 62259]
* RXOvr drop threshold: type[0 UNSUPPORTED] dropThr[16843009 131589 61504 61504]
* TXOvr drop threshold: type[0 UNSUPPORTED] dropThr[67174656 260 16843009 131589]
Switch-sp#

mod port モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

show queueing interface
キューイング情報を表示するには、show queueing interface コマンドを使用します。

show queueing interface {{interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id}} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードでサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータのみです。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 1 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

show queueing interface コマンドは、ハードウェアにプログラミングされた絶対値を表示しません。

ハードウェアにプログラミングされた値を確認するには、show qm-sp port-data コマンドを入力し

ます。

コマンド 説明

rcv-queue queue-limit 完全優先キューと標準受信キューの間のサイズ比を設定します。

remote login Cisco 7600 シリーズ ルータ コンソールまたは特定のモジュールを

アクセスします。

rcv-queue bandwidth 標準送信キュー間に帯域幅を割り当てます。

wrr-queue queue-limit インターフェイスの送信キュー サイズ比を設定します。

wrr-queue threshold 1q4t および 2q2t インターフェイスの標準受信キューおよび標準送

信キューにドロップのしきい値の割合を設定します。

interface インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、

tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

null interface-number ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、キューイング情報を表示する例を示します。

Router# show queueing interface fastethernet 5/1
Interface FastEthernet5/1 queueing strategy:  Weighted Round-Robin
  Port QoS is enabled
  Port is untrusted
  Extend trust state: trusted
  Default COS is 0
  Transmit queues [type = 2q2t]:
    Queue Id    Scheduling  Num of thresholds
    -----------------------------------------
       1         WRR low             2
       2         WRR high            2

    WRR bandwidth ratios:  100[queue 1] 255[queue 2] 
    queue-limit ratios:     70[queue 1]  30[queue 2] 

    queue tail-drop-thresholds
    --------------------------
    1     80[1] 100[2] 
    2     80[1] 100[2] 

    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 

Router# 
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show redundancy
RF 情報を表示するには、show redundancy コマンドを使用します。

show redundancy {clients | counters | history | states | switchover}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、RF クライアントに関する情報を表示する例を示します。

Router# show redundancy clients
 clientID = 0       clientSeq = 0        RF_INTERNAL_MSG
 clientID = 25      clientSeq = 130      CHKPT RF
 clientID = 5026    clientSeq = 130      CHKPT RF
 clientID = 5029    clientSeq = 135      Redundancy Mode RF
 clientID = 5006    clientSeq = 170      RFS client
 clientID = 6       clientSeq = 180      Const OIR Client
 clientID = 7       clientSeq = 190      PF Client
 clientID = 5008    clientSeq = 190      PF Client
 clientID = 28      clientSeq = 330      Const Startup Config
 clientID = 29      clientSeq = 340      Const IDPROM Client
 clientID = 65000   clientSeq = 65000    RF_LAST_CLIENT
Router# 

出力では次の情報が表示されます。

• clientID ― クライアントの ID 番号

• clientSeq ― クライアントの通知シーケンス番号

• 現在の RF ステート

clients RF クライアントに関する情報を表示します。

counters RF カウンタに関する情報を表示します。

history RF の過去のステータス ログを表示します。

states RF ステートに関する情報を表示します。

switchover スイッチオーバー数、アクティブになってからのアップタイム、およびシ

ステム アップタイプの合計を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、RF カウンタに関する情報を表示する例を示します。

Router# show redundancy counters
Redundancy Facility OMs
               comm link up = 0
        comm link down down = 0

          invalid client tx = 0
          null tx by client = 0
                tx failures = 0
      tx msg length invalid = 0

      client not rxing msgs = 0
 rx peer msg routing errors = 0
           null peer msg rx = 0
        errored peer msg rx = 0

                 buffers tx = 0
     tx buffers unavailable = 0
                 buffers rx = 0
      buffer release errors = 0

 duplicate client registers = 0
  failed to register client = 0
       Invalid client syncs = 0
Router# 

次に、RF 履歴に関する情報を表示する例を示します。

Router# show redundancy history
00:00:00 client added: RF_INTERNAL_MSG(0) seq=0
00:00:00 client added: RF_LAST_CLIENT(65000) seq=65000
00:00:02 client added: Const Startup Config Sync Clien(28) seq=330
00:00:02 client added: CHKPT RF(25) seq=130
00:00:02 client added: PF Client(7) seq=190
00:00:02 client added: Const OIR Client(6) seq=180
00:00:02 client added: Const IDPROM Client(29) seq=340
00:00:02 *my state = INITIALIZATION(2) *peer state = DISABLED(1)
00:00:02 RF_PROG_INITIALIZATION(100) RF_INTERNAL_MSG(0) op=0 rc=11
00:00:02 RF_PROG_INITIALIZATION(100) CHKPT RF(25) op=0 rc=11
00:00:02 RF_PROG_INITIALIZATION(100) Const OIR Client(6) op=0 rc=11
00:00:02 RF_PROG_INITIALIZATION(100) PF Client(7) op=0 rc=11
.
.
.



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show redundancy

2-981
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

次に、RF ステートに関する情報を表示する例を示します。

Router# show redundancy states
       my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 1  -DISABLED
           Mode = Simplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = Route Processor Redundancy
Redundancy Mode (Configured)  = Route Processor Redundancy
     Split Mode = Disabled
   Manual Swact = Disabled  Reason: Simplex mode
 Communications = Down      Reason: Simplex mode

   client count = 11
 client_notification_TMR = 30000 milliseconds
          keep_alive TMR = 4000 milliseconds
        keep_alive count = 0
    keep_alive threshold = 7
           RF debug mask = 0x0

Router#

SSO を設定した状態で show redundancy states コマンドを入力すると、[Redundancy Mode 

(Operational)] および [Redundancy Mode (Configured)] フィールドに Stateful Switchover と表示されま

す。

次に、スイッチオーバー数、アクティブになってからのアップタイム、およびシステム アップタイ

プの合計を表示する例を示します。

Router# show redundancy switchover
Switchovers this system has experienced          : 1
Uptime since this supervisor switched to active  : 1 minute
Total system uptime from reload                  : 2 hours, 47 minutes

Router#

関連コマンド コマンド 説明

mode 冗長モードを設定します。

redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

redundancy force-switchover アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンに強制的に切り替えます。
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show rom-monitor
ROMMON ステータスを表示するには、show rom-monitor コマンドを使用します。

show rom-monitor {slot num} {sp | rp}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show rom-monitor コマンドを入力すると、次の出力が表示されます。

• リージョン region1 および region2 ― ROMMON イメージのステータス、および region1 または

region2 イメージを起動する優先順位を表示します。ROMMON イメージのステータス値は次の

とおりです。

－ First run ― 新規イメージのチェックが実行中です。

－ Invalid ― 新規イメージがチェックされ、アップグレード プロセスが開始されました。

－ Approved ― ROMMON フィールドのアップグレード プロセスが完了しています。

• Currently running ― 現在稼働中のイメージおよびリージョンを表示します。

sp または rp キーワードが必須となるのは、指定されたスロットにスーパーバイザ エンジンが搭載

されている場合のみです。

例 次に、ROMMON 情報を表示する例を示します。

Router# show rom-monitor slot 1 sp
   Region F1:APPROVED
   Region F2:FIRST_RUN, preferred
   Currently running ROMMON from F1 region  
Router#  

関連コマンド

slot num ステータスを表示する ROMMON のスロット番号を表示します。

sp スイッチ プロセッサの ROMMON ステータスを表示します。

rp Route Processor（RP; ルート プロセッサ）の ROMMON ステータスを表示

します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

upgrade rom-monitor ROMMON の実行優先順位を設定します。
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show rpc
RPC（リモート プロシージャ コール）情報を表示するには、show rpc コマンドを使用します。

show rpc {applications | counters | status}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、RPC アプリケーションを表示する例を示します。

Router# show rpc applications
  ID Dest Callback Application
   1 0011 <remote> rpc-master
   2 0011 <remote> cygnus-oir
   3 0021 60201708 rpc-slave-33
   4 0021 6022A514 idprom-MP
   5 0021 60204420 msfc-oir
   6 0011 <remote> Nipcon-SP
   7 0011 <remote> sw_vlan_sp
   8 0011 <remote> stp_switch_api
   9 0011 <remote> pagp_rpc
  10 0011 <remote> span_switch_rpc
  11 0011 <remote> pf_rp_rpc
  13 0011 <remote> mapping_sp
  14 0011 <remote> logger-sp
  17 0011 <remote> c6k_power_sp
  18 0011 <remote> c6k_sp_environmental
  19 0011 <remote> pagp_switch_rpc
  20 0011 <remote> pm-cp
  21 0021 602675B0 Nipcon-RP
  22 0021 602283B0 pm-mp
  23 0021 601F2538 sw_vlan_rp
  24 0021 601F77D0 span_switch_sp_rpc
  25 0021 601F7950 idbman_fec
  26 0021 601F7F30 logger-rp
  27 0021 601F80D8 pagp_switch_l3_split
  28 0021 601F81C0 pagp_switch_sp2mp
  29 0021 6026F190 c6k_rp_environmental                            
Router# 

applications RPC アプリケーションに関する情報を表示します。

counters RPC カウンタを表示します。

status RPC ステータスを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、RF カウンタに関する情報を表示する例を示します。

Router# show rpc counters
  ID Dest Rcv-req  Xmt-req  Q size   Application
   1 0011 0        26       0        rpc-master
   2 0011 0        6221     0        cygnus-oir
   4 0021 15       0        0        idprom-MP
   5 0021 6222     0        0        msfc-oir
   7 0011 0        2024     0        sw_vlan_sp
   8 0011 0        3        0        stp_switch_api
   9 0011 0        188      0        pagp_rpc
  11 0011 0        4        0        pf_rp_rpc
  13 0011 0        2        0        mapping_sp
  14 0011 0        3        0        logger-sp
  17 0011 0        2        0        c6k_power_sp
  18 0011 0        66       0        c6k_sp_environmental
  19 0011 0        109      0        pagp_switch_rpc
  20 0011 0        33       0        pm-cp
  22 0021 126      0        0        pm-mp
  23 0021 5        0        0        sw_vlan_rp
  24 0021 14       0        0        span_switch_sp_rpc
  25 0021 22       0        0        idbman_fec
  26 0021 8        0        0        logger-rp
  27 0021 3        0        0        pagp_switch_l3_split
  28 0021 3        0        0        pagp_switch_sp2mp
Router# 
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show running-config
モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよびコンフィギュレーションを表示

するには、show running-config コマンドを使用します。

show running-config [{module number} | {vlan vlan-id}] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 場合によっては、show interfaces コマンドと show running-config コマンドで表示されるデュプレッ

クス モードが異なる場合があります。この場合は、show interfaces コマンドで表示されるデュプ

レックス モードが、インターフェイスが実際に実行しているデュプレックス モードです。show

interfaces コマンドは、インターフェイスの動作モードを表示しますが、show running-config コマ

ンドは、インターフェイスに設定されているモードを表示します。

特定のインターフェイスに show running-config コマンドを使用した場合は、デュプレックス モー

ド設定が表示されているにもかかわらず、速度設定が表示されないことがあります。この場合は、

インターフェイス速度が auto に設定されていること、および速度を auto 以外に設定すると、表示

されているデュプレックス モードが動作設定になることを示します。このような設定の場合、この

インターフェイスで動作中のデュプレックス モードは、show running-config コマンドで示される

デュプレックス モードと一致しません。

module number （任意）モジュール番号を指定します。

vlan vlan-id （任意）表示する VLAN 情報を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、すべてのモジュールのモジュール設定およびステータス設定を表示する例を示します。

Router# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot buffersize 126968
boot system flash slot0:halley
boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.120-6.5T.XE1.0.83.bin
enable password lab
!
clock timezone Pacific -8
clock summer-time Daylight recurring
redundancy
 main-cpu
  auto-sync standard
!                                       
ip subnet-zero
!
ip multicast-routing
ip dvmrp route-limit 20000
ip cef
mls flow ip destination
mls flow ipx destination
cns event-service server
!
spanning-tree portfast bpdu-guard
spanning-tree uplinkfast
spanning-tree vlan 200 forward-time 21
port-channel load-balance sdip
!
!
!
 shutdown
!
!
.
.
.
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show scp
SCP 情報を表示するには、show scp コマンドを使用します。

show scp {accounting | counters | {linecards [details]} | {{mcast [group group-id} | inst]} | {process 
id} | status} 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、SCP 対応 SAP を登録しているすべてのプロセッサを表示する例を示します。

Router# show scp process
Sap Pid Name 
=== === ==== 
0 180 CWAN-RP SCP Input Process 
18 42 itasca 
20 3 Exec 
21 3 Exec 
22 180 CWAN-RP SCP Input Process
Total number of SAP registered = 5
Router# 

accounting SCP アカウンティングに関する情報を表示します。

counters SCP カウンタに関する情報を表示します。

linecards シャーシに搭載された OSM（オプティカル サービス モジュール）WAN

モジュールに関する情報を表示します。

details （任意）OSM WAN モジュールの詳細情報を表示します。

mcast SCP マルチキャストに関する情報を表示します。

group group-id （任意）特定のグループおよびグループ ID の情報を表示します。有効値は

1 ～ 127 です。

inst （任意）インスタンスに関する情報を表示します。

process id （任意）SCP 対応 SAP（サービス アクセス ポイント）を登録しているすべ

てのプロセッサを表示します。

status ローカル SCP サーバのステータス情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE show scp process コマンドの出力は、Supervisor Engine 720 でのみ、SCP 対

応 SAP を登録しているすべてのプロセッサを表示するように変更されま

した。
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show slot0:
slot0: ファイルシステムに関する情報を表示するには、show slot0: コマンドを使用します。 

show slot0: [all | chips | filesys] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

のみです。

例 次に、イメージ情報のサマリーを表示する例を示します。

Router> show slot0:
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1   .. image    6375DBB7  A4F144    6 10678468 Nov 09 1999 10:50:42 halley

5705404 bytes available (10678596 bytes used) 
Router>

all （任意）show slot0:chips および show slot0:filesys コマンドからの出力を含

む、すべてのフラッシュ情報を表示します。

chips （任意）フラッシュ チップに関する情報を表示します。

filesys （任意）ファイル システムに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、フラッシュ チップ情報を表示する例を示します。

Router> show slot0: chips

******** Intel Series 2+ Status/Register Dump ********

ATTRIBUTE MEMORY REGISTERS:
  Config Option Reg (4000): 2
  Config Status Reg (4002): 0
  Card Status   Reg (4100): 1
  Write Protect Reg (4104): 4
  Voltage Cntrl Reg (410C): 0
  Rdy/Busy Mode Reg (4140): 2

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 0
  Intelligent ID Code  : 8989A0A0
  Compatible Status Reg: 8080
  Global     Status Reg: B0B0
  Block Status Regs:
    0  :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    8  :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    16 :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    24 :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 1
  Intelligent ID Code  : 8989A0A0
  Compatible Status Reg: 8080
  Global     Status Reg: B0B0
  Block Status Regs:
    0  :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    8  :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    16 :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
    24 :  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0  B0B0
.
.
.

（テキスト出力は省略）
Router>      
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次に、ファイル システムに関する情報を表示する例を示します。

Router> show slot0: filesys

-------- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S --------
  Device Number = 0
DEVICE INFO BLOCK: slot0
  Magic Number          = 6887635   File System Vers = 10000    (1.0)
  Length                = 1000000   Sector Size      = 20000
  Programming Algorithm = 4         Erased State     = FFFFFFFF
  File System Offset    = 20000     Length = FA0000
  MONLIB Offset         = 100       Length = F568
  Bad Sector Map Offset = 1FFF0     Length = 10
  Squeeze Log Offset    = FC0000    Length = 20000
  Squeeze Buffer Offset = FE0000    Length = 20000
  Num Spare Sectors     = 0
    Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used     = 9F365C  Bytes Available = 5AC9A4
  Bad Sectors    = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files       = 1       Bytes = 9F35DC
  Deleted Files  = 0       Bytes = 0
  Files w/Errors = 0       Bytes = 0

Router>                                                
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show snmp mib ifmib ifindex
すべてのシステム インターフェイスまたは指定されたシステム インターフェイスの SNMP（簡易

ネットワーク管理プロトコル）インターフェイス インデックスの ID 番号（ifIndex 値）を表示する

には、show snmp mib ifmib ifindex コマンドを使用します。

show snmp mib ifmib ifindex [interface interface-number][:subinterface][.subinterface][port]

シンタックスの説明

デフォルト すべてのインターフェイスの ifIndex 値が、表示されます。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show snmp mib ifmib ifindex コマンドを使用すると、CLI（コマンドライン インターフェイス）を

使用してインターフェイスおよびサブインターフェイスに割り当てられる SNMP インターフェイ

ス インデックス ID 番号（ifIndex 値）を表示できます。このコマンドにより、Network Management

Station を使用せずに次の値を表示できます。

オプションの interface-type、slot、port-adapter、および port 引数を使用して、特定のインターフェ

イスが指定されない場合、システム上にあるすべてのインターフェイスおよびサブインターフェイ

スの ifDescr ペアおよび ifIndex ペアが表示されます。

システムで使用できるオプションを決定するには、show snmp mib ifmib ifindex ? コマンドを使用

します。通常の interface-types 値には、async、dialer、ethernet、fastEthernet、および serial が含まれます。

例 次に、特定のインターフェイスの ifIndex を表示する例を示します。

Router# show snmp mib ifmib ifIndex Ethernet2/0
Ethernet2/0: Ifindex = 2

interface （任意）インターフェイス タイプ。タイプの有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください。

:subinterface （任意）サブインターフェイス番号。有効値は 0 です。

.subinterface （任意）サブインターフェイス番号。有効値は 0 ～ 4294967295 です。

port （任意）インターフェイス番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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次に、すべてのインターフェイスの ifIndex を表示する例を示します。

Router# show snmp mib ifmib ifindex 

ATM1/0: Ifindex = 1
ATM1/0-aal5 layer: Ifindex = 12
ATM1/0-atm layer: Ifindex = 10
ATM1/0.0-aal5 layer: Ifindex = 13
ATM1/0.0-atm subif: Ifindex = 11
ATM1/0.9-aal5 layer: Ifindex = 32
ATM1/0.9-atm subif: Ifindex = 31
ATM1/0.99-aal5 layer: Ifindex = 36
ATM1/0.99-atm subif: Ifindex = 35
Ethernet2/0: Ifindex = 2
Ethernet2/1: Ifindex = 3
Ethernet2/2: Ifindex = 4
Ethernet2/3: Ifindex = 5
Null0: Ifindex = 14
Serial3/0: Ifindex = 6
Serial3/1: Ifindex = 7
Serial3/2: Ifindex = 8
Serial3/3: Ifindex = 9

関連コマンド コマンド 説明

snmp ifindex persist Interfaces MIB（IF-MIB）内の、再起動後も保持される ifIndex

値（ifIndex 永続性）を、特定のインターフェイス上でのみイ

ネーブルにします。

snmp-server ifindex persist 再起動後も一定のまま保持される ifIndex 値を、SNMP で使

用するためにグローバルにイネーブルにします。
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show spanning-tree
スパニングツリー ステートに関する情報を表示するには、show spanning-tree コマンドを使用しま

す。

show spanning-tree [bridge-group | active | backbonefast | {bridge [id]} | detail | inconsistentports | 
{interface interface interface-number} | root | summary [total] | uplinkfast | {vlan vlan-id} | 
{port-channel number} | pathcost-method] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードでサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータのみです。

257 ～ 282 の port-channel number 値は、CSM および FWSM でのみサポートされています。

bridge-group （任意）ブリッジ グループの番号。有効値は 1 ～ 255 です。

active （任意）アクティブ インターフェイスに関するスパニングツリー情報のみ

を表示します。

backbonefast （任意）スパニングツリーの BackboneFast ステータス情報を表示します。

bridge [id] （任意）ブリッジのステータスおよびコンフィギュレーションに関する情

報を表示します。

detail （任意）スパニングツリー ステートの詳細情報を表示します。

inconsistentports （任意）ルート不一致ステートに関する情報を表示します。

interface interface （任意）インターフェイス タイプと番号を表示します。有効値は ethernet、

fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan

です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

root （任意）ルート ブリッジのステータスおよびコンフィギュレーションを表

示します。

summary （任意）ポート ステートのサマリーを表示します。

total （任意）スパニングツリー ステート セクションのすべての行を表示しま

す。

uplinkfast （任意）スパニングツリーの UplinkFast ステータスを表示します。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）ID を指定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

port-channel number （任意）チャネル インターフェイスを指定します。有効値は 1 ～ 282 の範

囲の 大 64 個の値です。

pathcost-method （任意）使用されているデフォルト パス コスト計算方式を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 2 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

多数の VLAN が設定されている状況で、スパニングツリーのアクティブ ステートをチェックする

場合は、show spanning-tree summary total コマンドを入力します。VLAN リストをスクロールしな

くても、VLAN の総数を表示できます。

例 次に、インターフェイス情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0004.9b78.0800
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097   (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0004.9b78.0800
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15 

Interface        Port ID                     Designated                Port ID
Name             Prio.Nbr      Cost Sts      Cost Bridge ID            Prio.Nbr
---------------- -------- --------- --- --------- -------------------- --------
Gi2/1            128.65           4 LIS         0  4097 0004.9b78.0800 128.65  
Gi2/2            128.66           4 LIS         0  4097 0004.9b78.0800 128.66  
Fa4/3            128.195         19 LIS         0  4097 0004.9b78.0800 128.195 
Fa4/4            128.196         19 BLK         0  4097 0004.9b78.0800 128.195 

Router#

表 2-90 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-90 show spanning-tree コマンドの出力フィールド

フィールド 定義

Port ID Prio.Nbr ポート ID およびプライオリティ番号

Cost ポート コスト

Sts ステータス情報
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次に、アクティブ インターフェイスのスパニングツリー情報のみを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree active
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled

 VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address 0050.3e8d.6401
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 16384, address 0060.704c.7000
  Root port is 265 (FastEthernet5/9), cost of root path is 38
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 0 last change occurred 18:13:54 ago
  Times:  hold 1, topology change 24, notification 2
          hello 2, max age 14, forward delay 10
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0
.
.
.
Router#

次に、スパニングツリー BackboneFast ステータスを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree backbonefast
BackboneFast is enabled
 
BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)     : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)   : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)  : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)       : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)      : 0
Router# 

次に、現在のブリッジのスパニングツリー情報のみを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree bridge
VLAN1
  Bridge ID  Priority    32768
             Address     0050.3e8d.6401
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
.
.
.
Router#
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次に、インターフェイスに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree detail

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol 
Bridge Identifier has priority 4096, address 00d0.00b8.1401 
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15 
We are the root of the spanning tree 
Topology change flag not set, detected flag not set 
Number of topology changes 9 last change occurred 02:41:34 ago 
from FastEthernet4/21 
Times: hold 1, topology change 35, notification 2 
hello 2, max age 20, forward delay 15 
Timers: hello 1, topology change 0, notification 0, aging 300 

Port 213 (FastEthernet4/21) of VLAN1 is forwarding 
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.213. 
Designated root has priority 4096, address 00d0.00b8.1401 
Designated bridge has priority 4096, address 00d0.00b8.1401 
Designated port id is 128.213, designated path cost 0 
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0 
Number of transitions to forwarding state: 1 
BPDU: sent 4845, received 1 
Router# 

次に、特定のインターフェイスのスパニングツリー情報を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree interface fastethernet 5/9
Interface Fa0/10 (port 23) in Spanning tree 1 is ROOT-INCONSISTENT
Port path cost 100, Port priority 128
Designated root has priority 8192, address 0090.0c71.a400
Designated bridge has priority 32768, address 00e0.1e9f.8940

.

.

.

次に、特定のブリッジ グループのスパニングツリー情報を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree 1
 UplinkFast is disabled
 BackboneFast is disabled
 
  Bridge group 1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
   Bridge Identifier has priority 32768, address 00d0.d39c.004d
   Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
   Current root has priority 32768, address 00d0.d39b.fddd
   Root port is 7 (FastEthernet2/2), cost of root path is 19
   Topology change flag set, detected flag not set
   Number of topology changes 3 last change occurred 00:00:01 ago
           from FastEthernet2/2
   Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
           hello 2, max age 20, forward delay 15 
   Timers: hello 0, topology change 0, notification 0  bridge aging time 15
 
Port 2 (Ethernet0/1/0) of Bridge group 1 is down
                                        
    Port path cost 100, Port priority 128
    Designated root has priority 32768, address 0050.0bab.1808
    Designated bridge has priority 32768, address 0050.0bab.1808
    Designated port is 2, path cost 0
    Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
    BPDU: sent 0, received 0                                
Router#      
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次に、ポート ステートのサマリーを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree summary 
Root bridge for: Bridge group 1, VLAN0001, VLAN0004-VLAN1005 
 VLAN1013-VLAN1499, VLAN2001-VLAN4094 
EtherChannel misconfiguration guard is enabled 
Extended system ID is enabled 
Portfast is enabled by default 
PortFast BPDU Guard is disabled by default 
Portfast BPDU Filter is disabled by default 
Loopguard is disabled by default 
UplinkFast is disabled 
BackboneFast is disabled 
Pathcost method used is long
Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active 
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------- 
1 bridge               0        0         0        1          1 
3584 vlans 3584 0 0 7168 10752
                       Blocking Listening Learning Forwarding STP Active 
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ---------- 
Total                  3584     0         0        7169       10753 
Router#      

次に、スパニングツリー ステート セクションの全ラインを表示する例を示します。

Router#  show spanning-tree summary total 
Root bridge for:Bridge group 10, VLAN1, VLAN6, VLAN1000.
Extended system ID is enabled.
PortFast BPDU Guard is disabled
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Default pathcost method used is long

Name                 Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
           105 VLANs 3433     0         0        105        3538      
 
BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs) :0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)     :0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)   :0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)  :0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)       :0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)      :0
Router# 

次に、特定の VLAN のスパニングツリー情報を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200
VLAN0200 
 Spanning tree enabled protocol ieee 
 Root ID Priority 32768 
    Address 00d0.00b8.14c8 
    This bridge is the root 
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32768 
    Address 00d0.00b8.14c8 
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 
    Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Status 
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- 
Fa4/4 Desg FWD 200000 128.196 P2p 
Fa4/5 Back BLK 200000 128.197 P2p
Router#
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表 2-91 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

次に、ルート不一致ステートのポートがあるかどうかを確認する例を示します。

Router#  show spanning-tree inconsistentports 
 
Name                 Interface            Inconsistency
-------------------- -------------------- ------------------
 VLAN1               FastEthernet3/1      Root Inconsistent

Number of inconsistent ports (segments) in the system :1
Router# 

関連コマンド

表 2-91 show spanning-tree vlan コマンドの出力フィールド

フィールド 定義

Role 現在の 802.1w の機能。有効な値は Boun（境界）、Desg（指定）、Root（ルート）、

Altn（代替）、Back（バックアップ）です。

Sts スパニングツリー ステート。有効な値は BKN*（ブレーク）、1 BKL（ブロック）、

DWN（ダウン）、LTN（リスニング）、LBK（ループバック）、LRN（学習）、FWD

（転送）です。

1. * の情報については、ステータス フィールドの説明を参照してください。

Cost ポート コスト

Prio.Nbr ポート プライオリティとポート番号で構成されているポート ID

Status ステータス情報。有効値は次のとおりです。

• P2p/Shr ― インターフェイスがスパニングツリーでポイントツーポイント

（個別に共有している）インターフェイスとしてみなされます。

• Edge ― PortFast が設定されていて（default コマンドを使用してグローバル

に設定されているか、インターフェイスに直接設定されていて）、BPDU を
受信していません。

• *ROOT_Inc, *LOOP_Inc, *PVID_Inc and *TYPE_Inc ― 不一致によりポートが

ブレーク状態（BKN*）です。ポートは（それぞれ）ルートの不一致、ルー

プガードの不一致、PVID の不一致、またはタイプの不一致になっています。

• Bound(type) ― MST モードの際に、境界ポートを識別してネイバのタイプ

（STP、RSTP、または PVST）を指定します。

• Peer(STP) ― PVRST rapid-pvst モードの際に、前バージョンの 802.1D ブリッ

ジに接続しているポートを識別します。

コマンド 説明

spanning-tree backbonefast すべてのイーサネット VLAN で BackboneFast をイ

ネーブルにします。

spanning-tree cost STP 計算に使用するインターフェイスのパス コス

トを設定します。

spanning-tree guard ガード モードをイネーブルまたはディセーブルに

します。

spanning-tree pathcost method デフォルトのパス コスト計算方式を設定します。

spanning-tree portfast（インターフェイス コ

ンフィギュレーション モード）

PortFast モードをイネーブルにします。

spanning-tree portfast bpdufilter default すべての PortFast ポート上で、BPDU フィルタリン

グをデフォルトでイネーブルにします。
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show spanning-tree mst
MST プロトコル情報を表示するには、show spanning-tree mst コマンドを使用します。

show spanning-tree mst [configuration [digest]] 

show spanning-tree mst [instance-id] [detail]

show spanning-tree mst [instance-id] interface interface [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

spanning-tree portfast bpduguard default すべての PortFast ポート上で、BPDU ガードをデ

フォルトでイネーブルにします。

spanning-tree port-priority 2 台のブリッジがルート ブリッジとなるために競

合している場合に、インターフェイスにプライオ

リティを設定します。

spanning-tree uplinkfast UplinkFast をイネーブルにします。

spanning-tree vlan VLAN 単位で STP を設定します。

コマンド 説明

configuration （任意）リージョン コンフィギュレーション情報を表示します。

digest （任意）現在の MST MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストに関する情報を

表示します。

instance-id （任意）インスタンス ID 番号。有効値は 0 ～ 4094 です。

detail （任意）MST プロトコルの詳細情報を表示します。

interface interface （任意）インターフェイス タイプおよび番号を表示します。タイプの有効

値は ethernet、fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、

ge-wan、port-channel、および vlan です。有効値については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン interface の有効値は、指定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモ

ジュールによって決まります。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13

スロット シャーシに搭載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場

合、モジュール番号の有効値は 2 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

port-channel number の有効値は、1 ～ 282 の範囲の 大 64 個の値です。257 ～ 282 の port-channel

number 値がサポートされるのは、CSM および FWSM のみです。

vlan の有効値は 1 ～ 4094 です。

instance-id の有効値は 0 ～ 4094 です。

show spanning-tree mst configuration コマンドの出力表示に、警告メッセージが表示されることが

あります。このメッセージは、セカンダリ VLAN（仮想 LAN）を、対応付けられたプライマリ VLAN

と同じインスタンスにマッピングしなかった場合に、表示されます。出力には、対応付けられたプ

ライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピングされていないセカンダリ VLAN のリストが含ま

れます。警告メッセージは次のとおりです。

These secondary vlans are not mapped to the same instance as their primary:
-> 3

show spanning-tree mst configuration digest コマンドの出力表示では、出力が標準ブリッジと先行標

準ブリッジの両方にポート単位で同時に適用された場合は、2 つの異なるダイジェストが表示され

ます。

12.2(18)SXF 変更部分は次のとおりです。

• instance-id の有効値の範囲が 0 ～ 4094 に変更されました。

• show spanning-tree mst configuration コマンドの出力が次のように変

更されました。

－ 0 ～ 4094 のインスタンス ID を表示します。

－ 0 ～ 65 の現在設定されているインスタンスの数を表示します。

－ MST 設定における VLAN とインスタンスのマッピングの MD5 ダ
イジェストを表示するように、digest キーワードが追加されまし

た。

• show spanning-tree mst detail コマンドの出力が次のように変更されま

した。

－ Regional Root フィールドによって IST Master フィールドが置き換

えられました。

－ Internal Path フィールドによって Path Cost フィールドが置き換え

られました。

－ Designated Regional Root フィールドによって Designated IST Master
フィールドが置き換えられました。

－ txholdcount フィールドが Operational パラメータ行に追加されま

した。

• CIST ルート ポート上のすべての MST Instance（MSTI; MST インスタ

ンス）の新規ロールを表示します。

• 先行標準フラグを表示します。

リリース 変更内容
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先行標準 BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）のみを送信するようにポートを設定した

場合、show spanning-tree コマンドでは先行標準フラグが表示されます。表示される先行標準フラ

グの種類は次のとおりです。

• Pre-STD（または pre-standard） ― ポートが先行標準 BPDU を送信するように設定され、このイ

ンターフェイス上で先行標準を使用する隣接ブリッジを検出した場合に表示されます。

• Pre-STD-Cf（または pre-standard [config]） ― ポートが先行標準 BPDU を送信するように設定さ

れ、ポート上で先行標準 BPDU を受信しなかった場合、自動検出メカニズムに失敗した場合、

または（先行標準ネイバが存在しない場合であれば）誤設定を行った場合に表示されます。

• Pre-STD-Rx（または pre-standard [rcvd]） ― ポート上で先行標準 BPDU を受信したが、ポートは

先行標準 BPDU を送信するように設定されていない場合に表示されます。ポートは先行標準

BPDU を送信しますが、自動検出メカニズムのみに依存して先行標準ネイバと相互通信するこ

とがないようにポートのコンフィギュレーションを変更することを推奨します。

1 つの MST インスタンスの ID が 16 以上であるなど、設定が先行標準に準拠していない場合は、先

行標準のダイジェストの計算は行われず、次の出力が表示されます。

Router# show spanning-tree mst configuration digest 
Name      [region1]
Revision  2     Instances configured 3
Digest          0x3C60DBF24B03EBF09C5922F456D18A03
Pre-std Digest  N/A, configuration not pre-standard compatible
Router#

MST BPDU には MST Configuration Identifier（MSTCI）が含まれます。MSTCI は、リージョン名、

リージョン リビジョン、および MST コンフィギュレーションにおける VLAN とインスタンスの

マッピングの MD5 ダイジェストから構成されています。

出力の定義については、show spanning-tree コマンドを参照してください。

例 次に、リージョン設定に関する情報を表示する例を示します。

Router> show spanning-tree mst configuration 
Name      [leo]
Revision  2702
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         1-9,11-19,21-29,31-39,41-4094
1         10,20,30,40
-------------------------------------------------------------------------------
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次に、追加の MST プロトコル値を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree mst 3 detail 
###### MST03 vlans mapped: 3,3000-3999 
Bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 (32768 sysid 3) 
Root this switch for MST03

GigabitEthernet1/1 of MST03 is boundary forwarding 
Port info port id 128.1 priority 128 
cost 20000 
Designated root address 0002.172c.f400 priority 32771 
cost 0 
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 port 
id 128.1 
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1 
Bpdus (MRecords) sent 4, received 0

FastEthernet4/1 of MST03 is designated forwarding 
Port info port id 128.193 priority 128 cost 
200000 
Designated root address 0002.172c.f400 priority 32771 
cost 0 
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 port id 
128.193 
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1 
Bpdus (MRecords) sent 254, received 1

FastEthernet4/2 of MST03 is backup blocking 
Port info port id 128.194 priority 128 cost 
200000 
Designated root address 0002.172c.f400 priority 32771 
cost 0 
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 32771 port id 
128.193 
Timers: message expires in 2 sec, forward delay 0, forward transitions 1 
Bpdus (MRecords) sent 3, received 252
Router# 

次に、特定のインターフェイスの MST 情報を表示する例を示します。

Router# show spanning-tree mst 0 interface fastethernet 4/1 detail 
Edge port: no (trunk) port guard : none 
(default) 
Link type: point-to-point (point-to-point) bpdu filter: disable 
(default) 
Boundary : internal bpdu guard : disable 
(default)
FastEthernet4/1 of MST00 is designated forwarding 
Vlans mapped to MST00 1-2,4-2999,4000-4094 
Port info port id 128.193 priority 128 cost 
200000 
Designated root address 0050.3e66.d000 priority 8193 
cost 20004 
Designated ist master address 0002.172c.f400 priority 49152 
cost 0 
Designated bridge address 0002.172c.f400 priority 49152 port id 
128.193 
Timers: message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1 
Bpdus sent 492, received 3
Router#
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次に、現在の MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストを表示する例を示します。

Router# show spanning-tree mst configuration digest 
Name      [mst-config]
Revision  10    Instances configured 25
Digest          0x40D5ECA178C657835C83BBCB16723192
Pre-std Digest  0x27BF112A75B72781ED928D9EC5BB4251
Router#

CIST ルートであるポート上で、リージョンの境界にあるすべての MSTI の新規マスター ロールを

表示する例を示します。

Router# show spanning-tree mst interface fastethernet4/9

FastEthernet4/9 of MST00 is root forwarding 
Edge port: no             (default)        port guard : none        (default)
Link type: point-to-point (auto)           bpdu filter: disable     (default)
Boundary : boundary       (RSTP)           bpdu guard : disable     (default)
Bpdus sent 3428, received 6771

Instance Role Sts Cost      Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
0        Root FWD 200000    128.201  2-7,10,12-99,101-999,2001-3999,4001-4094
8        Mstr FWD 200000    128.201  8,4000
9        Mstr FWD 200000    128.201  1,9,100
11       Mstr FWD 200000    128.201  11,1000-2000
Router#

関連コマンド コマンド 説明

spanning-tree mst 任意の MSTI のパス コストおよびポート プライオリティ パ

ラメータを設定します。

spanning-tree mst forward-time Cisco 7600 シリーズ ルータ上のすべてのインスタンスの転

送遅延タイマーを設定します。

spanning-tree mst hello-time Cisco 7600 シリーズ ルータ上のすべてのインスタンスの

hello タイム遅延タイマーを設定します。

spanning-tree mst max-hops BPDU がドロップされるまでのリージョン内の 大ホップ

数を指定します。

spanning-tree mst root インスタンスのプライマリ ルートとセカンダリ ルートを指

定したり、ブリッジ プライオリティおよびタイマー値を設定

します。
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show ssl-proxy module state
指定された VLAN（仮想 LAN）のスパニングツリー ステートを表示するには、show ssl-proxy module

state コマンドを入力します。

show ssl-proxy module mod state

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、SSL サービス モジュールが搭載された Cisco 7600 シリーズ

ルータのみです。

例 次に、表示された VLAN 情報が VLAN 設定に一致することを確認する例を示します。

Router# show ssl-proxy module 6 state
SSL-services module 6 data-port:
 Switchport:Enabled
Administrative Mode:trunk
Operational Mode:trunk
Administrative Trunking Encapsulation:dot1q
Operational Trunking Encapsulation:dot1q
Negotiation of Trunking:Off
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Trunking VLANs Enabled:100
Pruning VLANs Enabled:2-1001
Vlans allowed on trunk:100
Vlans allowed and active in management domain:100
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned:
100
Allowed-vlan :100 
Router#

関連コマンド

mod モジュール番号

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ssl-proxy module allowed-vlan SSL サービス モジュールに、トランク上で許可された VLAN

を追加します。
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show standby delay
遅延期間に関する HSRP 情報を表示するには、show standby delay コマンドを使用します。

show standby delay [type number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、遅延期間に関する情報を表示する例を示します。

Router# show standby delay

Interface          Minimum Reload 
Ethernet0/3        1       5 

Router# 

関連コマンド

type number （任意）出力を表示するインターフェイスのタイプおよび番号

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

standby delay minimum reload HSRP グループを初期化するまでの遅延時間を設定します。
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show sup-bootflash
sup-bootflash ファイル システムに関する情報を表示するには、show sup-bootflash コマンドを使用

します。

show sup-bootflash [all | chips | filesys] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、ブートフラッシュ情報のサマリーを表示する例を示します。

Router# show sup-bootflash
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1   .. image    EBC8FC4D  A7487C    6 10700796 Nov 19 1999 07:07:37 halley
2   .. unknown  C7EB077D  EE2620   25  4644130 Nov 19 1999 07:50:44 cat6000-sup_
5-3-3-CSX.bin

645600 bytes available (15345184 bytes used)
Router#    

all （任意）使用可能なすべてのフラッシュの情報を表示します。

chips （任意）フラッシュ チップに関する情報を表示します。

filesys （任意）ファイル システムに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、すべてのブートフラッシュ情報を表示する例を示します。

Router# show sup-bootflash all
-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name
1   .. image    EBC8FC4D  A7487C    6 10700796 Nov 19 1999 07:07:37 halley
2   .. unknown  C7EB077D  EE2620   25  4644130 Nov 19 1999 07:50:44 cat6000-sup_
5-3-3-CSX.bin

645600 bytes available (15345184 bytes used)

-------- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S --------
  Device Number = 2
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number          = 6887635   File System Vers = 10000    (1.0)
  Length                = 1000000   Sector Size      = 40000
  Programming Algorithm = 19        Erased State     = FFFFFFFF
  File System Offset    = 40000     Length = F40000
  MONLIB Offset         = 100       Length = F568
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8     Length = 8
  Squeeze Log Offset    = F80000    Length = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000    Length = 40000
  Num Spare Sectors     = 0
    Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used     = EA2620  Bytes Available = 9D9E0
  Bad Sectors    = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files       = 2       Bytes = EA2520
  Deleted Files  = 0       Bytes = 0
  Files w/Errors = 0       Bytes = 0

******** Intel SCS Status/Register Dump ********

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 0
  Intelligent ID Code  : 890089
  Compatible Status Reg: 800080

DEVICE TYPE:
  Layout                 : Paired x16 Mode
  Write Queue Size       : 64
  Queued Erase Supported : No

Router#             

次に、フラッシュ チップに関する情報を表示する例を示します。

Router# show sup-bootflash chips

******** Intel SCS Status/Register Dump ********

COMMON MEMORY REGISTERS: Bank 0
  Intelligent ID Code  : 890089
  Compatible Status Reg: 800080

DEVICE TYPE:
  Layout                 : Paired x16 Mode
  Write Queue Size       : 64
  Queued Erase Supported : No

Router#   
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次に、ファイル システムに関する情報を表示する例を示します。

Router# show sup-bootflash filesys

-------- F I L E   S Y S T E M   S T A T U S --------
  Device Number = 2
DEVICE INFO BLOCK: bootflash
  Magic Number          = 6887635   File System Vers = 10000    (1.0)
  Length                = 1000000   Sector Size      = 40000
  Programming Algorithm = 19        Erased State     = FFFFFFFF
  File System Offset    = 40000     Length = F40000
  MONLIB Offset         = 100       Length = F568
  Bad Sector Map Offset = 3FFF8     Length = 8
  Squeeze Log Offset    = F80000    Length = 40000
  Squeeze Buffer Offset = FC0000    Length = 40000
  Num Spare Sectors     = 0
    Spares:
STATUS INFO:
  Writable
  NO File Open for Write
  Complete Stats
  No Unrecovered Errors
  No Squeeze in progress
USAGE INFO:
  Bytes Used     = EA2620  Bytes Available = 9D9E0
  Bad Sectors    = 0       Spared Sectors  = 0
  OK Files       = 2       Bytes = EA2520
  Deleted Files  = 0       Bytes = 0
  Files w/Errors = 0       Bytes = 0

Router#                                        
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show system jumbomtu
グローバル MTU（ 大伝送ユニット）設定を表示するには、show system jumbomtu コマンドを使

用します。

show system jumbomtu

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、グローバル MTU 設定を表示する例を示します。

Router# show system jumbomtu
Global Ethernet MTU is 1550 bytes.
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

system jumbomtu レイヤ 2 およびレイヤ 3 パケットの 大サイズを設定します。
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show tcam counts
TCAM 統計情報を表示するには、show tcam counts コマンドを使用します。

show tcam counts [module number] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン module number キーワードおよび引数は、モジュールおよびポート番号を指定します。number の有

効値は、使用するシャーシおよびモジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャー

シに 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールが搭載されている場合、モジュール番号の

有効値は 2 ～ 13、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

出力に含まれるのは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータの ACL（アク

セス コントロール リスト）/QoS（サービス品質）TCAM に関するバンク単位 TCAM 利用率情報の

みです。

例 次に、TCAM 統計情報を表示する例を示します。

Router# show tcam counts
           Used        Free        Percent Used       Reserved
           ----        ----        ------------       --------
 Labels:      8         504            1

ACL_TCAM
--------
  Masks:      6        4090            0                     0
Entries:     37       32731            0                     0

QOS_TCAM
--------
  Masks:      3        4093            0                     0
Entries:     20       32748            0                     0

    LOU:      0         128            0
  ANDOR:      0          16            0
  ORAND:      0          16            0
    ADJ:      1        2047            0
Router# 

module number （任意）モジュール番号を指定します。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-92 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-92 show tcam counts コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Labels Used 使用されているラベル数（ 大 512 個）

Labels Free 残りの空きラベル数

Labels Percent Used 使用されているラベルの割合（パーセント） 

Masks Used 使用されているマスク数（ 大 4096 個）

Masks Free 残りの空きラベル数

Masks Percent Used 使用されているマスクの割合（パーセント） 

Entries Used 使用されているラベル数（ 大 32767 個）

Entries Free 残りの空きエントリ数

Entries Percent Used 使用されているエントリの割合（パーセント） 
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show tcam interface
インターフェイスに基づく TCAM 情報を表示するには、show tcam interfaceコマンドを使用します。

show tcam interface {interface interface-number} | {null interface-number} | {vlan vlan-id} {{acl {in | 
out}} | {qos {type1 | type2}} type [detail | module number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン pos、atm、および ge-wan キーワードでサポートされるのは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco

7600 シリーズ ルータのみです。

TCAM ACL 一致カウンタをクリアするには、clear mls acl counters コマンドを使用します。

一致カウントは、PFC（ポリシー フィーチャ カード）3BXL または PFC3B モードでのみサポート

されます。

interface （任意）インターフェイス タイプ。有効値は ethernet、fastethernet、

gigabitethernet、tengigabitethernet、pos、atm、および ge-wan です。

interface-number （任意）モジュールおよびポート番号。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

null interface-number （任意）ヌル インターフェイスを指定します。有効値は 0 です。

vlan vlan-id （任意）VLAN（仮想 LAN）を指定します。有効値については、「使用上の

ガイドライン」を参照してください。

acl in （任意）ACL（アクセス コントロール リスト）に基づく着信パケットを表
示します。

acl out （任意）ACL に基づく発信パケットを表示します。

qos type1 （任意）QoS（サービス品質）に基づくタイプ 1 パケットを表示します。

qos type2 （任意）QoS に基づくタイプ 2 パケットを表示します。

type 表示するプロトコル タイプを指定します。有効値は arp、ipv4、ipv6、mpls、

および other です。

detail （任意）詳細情報を表示します。

module number （任意）モジュール番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX ipv6 キーワードをサポートするように、このコマンドが変更されました。

12.2(17b)SXA 次のようにこのコマンドが変更されました。

• 詳細情報を表示するために、detail キーワードのサポートが追加され

ました。

• （detail キーワードなしの）出力は、スーパーバイザ エンジンおよび

ACL カウンタをサポートする DFC 用の一致カウントを追加するよう

に変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイスに基づく TCAM 情報を表示する例を示します。

Router# show tcam interface vlan 7 acl in ip
deny ip any any 
permit ip 20.20.0.0 0.0.255.255 22.22.0.0 0.0.255.255 
redirect ip 20.21.0.0 0.0.255.255 22.23.0.0 0.0.255.255 
permit tcp 24.24.0.0 0.0.255.255 30.30.0.0 0.0.255.255 
Fragments (1 match) 
permit tcp 25.25.0.0 0.0.255.255 31.31.0.0 0.0.255.255 
fragments 
permit tcp 25.25.0.0 0.0.255.255 range 30000 30020 31.31.0.0 
0.0.255.255 range 10000 10010 (102 matches) 
permit tcp 24.24.0.0 0.0.255.255 eq 9000 30.30.0.0 0.0.255.255 
eq telnet 
deny ip any any 
deny ip any any
Router#

次に、TCAM 詳細情報を表示する例を示します。

Router# show tcam interface fa5/2 acl in ip detail

--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
DPort - Destination Port   SPort - Source Port        TCP-F - U -URG
 Pro   - Protocol
I     - Inverted LOU       TOS   - TOS Value                - A -ACK
 rtr   - Router
MRFM  - M -MPLS Packet     TN    - T -Tcp Control           - P -PSH
 COD   - C -Bank Care Flag
      - R -Recirc. Flag          - N -Non-cachable          - R -RST
       - I -OrdIndep. Flag
      - F -Fragment Flag   CAP   - Capture Flag             - S -SYN
       - D -Dynamic Flag
      - M -More Fragments  F-P   - FlowMask-Prior.          - F -FIN
 T     - V(Value)/M(Mask)/R(Result)
X     - XTAG               (*)   - Bank Priority
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Interface: 1018   label: 1   lookup_type: 0
protocol: IP   packet-type: 0

+-+-----+---------------+---------------+---------------+---------------+-------
+---+----+-+---+--+---+---+
|T|Index|  Dest Ip Addr | Source Ip Addr|     DPort     |     SPort     | TCP-F
|Pro|MRFM|X|TOS|TN|COD|F-P|
+-+-----+---------------+---------------+---------------+---------------+-------
+---+----+-+---+--+---+---+
 V 18396         0.0.0.0         0.0.0.0       P=0             P=0        ------
   0 ---- 0   0 -- --- 0-0
 M 18404         0.0.0.0         0.0.0.0         0               0
   0 ---- 0   0
 R rslt: L3_DENY_RESULT                rtr_rslt: L3_DENY_RESULT

 V 36828         0.0.0.0         0.0.0.0       P=0             P=0        ------
   0 ---- 0   0 -- --- 0-0
 M 36836         0.0.0.0         0.0.0.0         0               0
   0 ---- 0   0
 R rslt: L3_DENY_RESULT (*)            rtr_rslt: L3_DENY_RESULT (*)
Router#

関連コマンド コマンド 説明

clear mls acl counters MLS（マルチレイヤ スイッチング）ACL カウンタをクリアします。
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show tech-support
問題を報告するときに TAC にとって有益な情報を表示するには、show tech-support コマンドを使

用します。

show tech-support [cef | ipmulticast [vrf instance-number]  | isis | password [page] | platform | page | 
rsvp]  

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 出力はページ区切りなしで表示されます。

• パスワードおよびその他のセキュリティ情報は出力から除外されます。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

cef （任意）CEF（シスコ エクスプレス フォワーディング）関連の TAC 情報

を表示します。

ipmulticast （任意）IP マルチキャスト関連の TAC 情報を表示します。

vrf instance-number （任意）VRF（VPN ルーティング / 転送インスタンス）番号を指定します。

isis （任意）CLNS（コネクションレス型ネットワーク サービス）および ISIS

関連の TAC 情報を表示します。

password （任意）出力からパスワードおよびその他のセキュリティ情報が除外され

ます。

page （任意）一度に情報を 1 ページ分出力します。

platform （任意）プラットフォーム固有の TAC 情報を表示します。

rsvp （任意）IP RSVP（リソース予約プロトコル）関連の TAC 情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン show tech-support の出力を中断および終了するには、CTRL、ALT、6 の 3 つのキーを同時に押し

ます。

次の出力行を表示するには、Return キーを押します。次の情報ページを表示するには、Space キー

を押します。page キーワードを入力しない場合は、出力がスクロールします（ページ区切りで停止

しません）。

password キーワードを入力しなかった場合、出力内のパスワードおよびその他のセキュリティ依存

情報は、ラベル [<removed>] で置き換えられます。

show tech-support コマンドは、複数の show コマンドが組み合わされているため、出力が長くなる

ことがあります。show tech-support コマンドの出力例については、リストされている各 show コマ

ンドを参照してください。

引数を指定しないで show tech-support コマンドを入力すると、出力には次の show コマンドと同等

な結果が表示されます（ただし、これらに限定されません）。

• show version

• show running-config 

• show stacks 

• show interfaces 

• show controllers

• show process memory

• show process cpu 

• show fabric channel-counters

• show buffers 

• show logging 

• show module

• show power

12.2(18)SXF show tech-support ipmulticast コマンドが次のように変更されました。

• PIM-Bidir および mVPN のサポートの追加 

• vrf instance-number オプションの追加 

次のコマンドの出力が含まれるように、show tech-support ipmulticast vrf

コマンドが変更されました。

• show mls ip multicast rp-mapping gm-cache

• show mmls msc rpdf-cache

• show mmls gc process

次のコマンドの出力が含まれるように、show tech-support ipmulticast コマ

ンド（vrf instance-number キーワードおよび引数はなし）が変更されまし

た。 

• show ip pim int df

• show ip pim mdt

• show ip pim mdt bgp

• show ip pim rp metric

show tech-support の出力を中断および終了できる操作が追加されました。

リリース 変更内容



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show tech-support

2-1016
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

• show environment 

• show interfaces switchport

• show interfaces trunk

• show vlan

• show mac-address-table

• show spanning-tree

ipmulticast キーワードを入力した場合、出力には次の show コマンドの結果が表示されます（ただ

し、これらに限定されません）。

• show ip pim interface

• show ip pim interface count

• show ip pim interface df

• show ip pim mdt

• show ip pim mdt bgp

• show ip pim neighbor

• show ip pim rp

• show ip pim rp metric

• show ip igmp groups

• show ip igmp interface

• show mls ip multicast rp-mapping gm-cache

• show ip mroute count

• show ip mroute

• show ip mcache

• show ip dvmrp route

• show mmls msc rpdf-cache

• show mmls gc process

isis キーワードを入力した場合、出力には show isis コマンドと同等な結果が表示されます。

rsvp キーワードを入力した場合、出力には show ip rsvp コマンドと同等な結果が表示されます。

例 show tech-support コマンドの出力例については、「使用上のガイドライン」にリストされているコ

マンドを参照してください。
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show top counters interface report
TopN レポートおよび情報を表示するには、show top counters interface report コマンドを使用しま

す。

show top counters interface report [number]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、イーサネット、ファスト イーサネット、ギガビット イーサ

ネット、および 10 ギガビット イーサネット ポートのみです。OSM（オプティカル サービス モ

ジュール）の LAN ポートもサポートしています。

TopN 要求を入力する場合、1 回めのポーリングが実行されて、Cisco 7600 シリーズ ルータ内の適用

可能なすべてのポートのカウンタが読み取られて、情報が保存されます。次に TopN プロセスでは、

指定した間隔でスリープ状態になります。ウェイクアップ後、2 回めのポーリングが実行されて、

ポートからのカウンタ情報が読み取られます。2 つのデータ セットの違いが格納されます。次に、

ポートが格納され、ポートが 7 種類の統計情報のいずれかを選択して、TopN レポートが生成され

ます。

ポートの統計情報は、次のような場合表示されません。

• 初のポーリング時にポートが存在しない場合

• 2 番めのポーリング時にポートが存在しない場合

• 1 回めと 2 回めのポーリングの間に、ポートの速度やデュプレックスが変更された場合

• 1 回めと 2 回めのポーリングの間に、ポートのタイプがレイヤ 2 からレイヤ 3、またはレイヤ 3
からレイヤ 2 に変更された場合

（注） レポートの表示形式は、1 行の文字数が 80 文字に制限されているので、Tx/Rx-okts、Tx/Rx-bcst、お

よび Tx/Rx-mcst カラム用に 10 桁分のみが確保されています。カラムが 10 桁以上の場合、表示が次

の行に折り返されます。

TopN プロセスを Telnet セッションから開始し、TopN プロセスが完了する前に Telnet セッションが

打ち切られた場合、すべてのバックグラウンド TopN プロセスは継続し TopN レポートが生成され

ますが、Telnet セッションが打ち切られるとフォアグラウンドの TopN プロセスは打ち切られます。

TopN レポートが短い間隔（たとえば 10 秒）で多くのポート（たとえば 13 スロット × 96 ポート /

スロット）に対して生成された場合、ポーリングに時間がかかるため、1 回めと 2 回めのポーリン

グの間隔は実際には指定した間隔よりも長くなります。

number （任意）表示するレポート番号。有効値は 1 ～ 5 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、TopN レポートおよび情報を表示する例を示します。

Router# show top counters interface report
Id Start Time                   Int N   Sort-By   Status  Owner
-- ---------------------------- --- --- --------- ------- ----------------------
1  08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
2  08:19:54 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
3  08:21:34 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
4  08:26:50 UTC Tue Nov 23 2004 90  20  util      done    bambam onvty0 (9.10.69.13)
Router# 

次に、特定のレポートの TopN レポートと情報を表示する例を示します。

Router# show top counters interface report 1
Started By        : console
Start Time        : 08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004
End Time          : 08:19:42 UTC Tue Nov 23 2004
Port Type         : All
Sort By           : util
Interval          : 76 seconds
Port    Band  Util Bytes       Packets     Broadcast  Multicast  In-  Buf-
        width      (Tx + Rx)   (Tx + Rx)   (Tx + Rx)  (Tx + Rx)  err  ovflw
------- ----- ---- ----------- ----------- ---------- ---------- ---- -----

Fa2/5   100   50   726047564   11344488    11344487   1          0    0   
Fa2/48  100   35   508018905   7937789     0          43         0    0   
Fa2/46  100   25   362860697   5669693     0          43         0    0   
Fa2/47  100   22   323852889   4762539     4762495    43         0    0   
Fa2/6   100   15   217815835   3403372     0          39         21   0   
Fa2/44  100   10   145146009   2267900     0          43         0    0   
Gi4/15  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/14  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/13  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/12  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/11  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/10  1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/9   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/8   1000  0    776         2           0          2          0    0   
Gi4/7   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/6   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/5   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/4   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Gi4/3   1000  0    776         2           0          2          0    0   
Gi4/2   1000  0    0           0           0          0          0    0   
Router# 

次に、まだ pending ステータスにある TopN レポートを要求する場合の表示の例を示します。

Router# show top counters interface report 4
Id   Start time          Int N   Sort-by     Status   Owner (type/machine/user)
---  ------------------- --- --- ---------- -------- -------------------------
  4  1/24/2004,11:34:26  30  20  In-Errors  pending  Console//
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

clear top counters interface report TopN レポートをクリアします。

collect top counters interface TopN プロセスおよび特定の TopN レポートを表示します。
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show udld
管理および動作上の UDLD（単一方向リンク検出）ステータスを表示するには、show udld コマン

ドを使用します。

show udld [interface-id | neighbors]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-id 値を入力しなかった場合は、すべてのインターフェイスの管理および動作上の UDLD ス

テータスが表示されます。

interface-id （任意）インターフェイスの名前

neighbors （任意）ネイバ情報のみを表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD neighbors キーワードが含まれるように、このコマンドが変更されました。
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例 次に、単一のインターフェイスの UDLD ステートを表示する例を示します。

Router# show udld gigabitethernet2/2

Interface Gi2/2
---
Port enable administrative configuration setting: Follows device default
Port enable operational state: Enabled
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement
Message interval: 60
Time out interval: 5
No multiple neighbors detected
    Entry 1
    ---
    Expiration time: 146
    Device ID: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device name: 0050e2826000  
    Port ID: 2/1  
    Neighbor echo 1 device: SAD03160954
    Neighbor echo 1 port: Gi1/1

    Message interval: 5
    CDP Device name: 066527791  
Router# 

次に、ネイバ情報のみを表示する例を示します。

Router# show udld neighbors
Port     Device Name                    Device ID    Port-ID OperState
-------- ------------------------------ ------------ ------- --------------
Gi3/1    SAL0734K5R2                    1            Gi4/1   Bidirectional
Gi4/1    SAL0734K5R2                    1            Gi3/1   Bidirectional
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

udld アグレッシブ モード UDLD または標準モード UDLD をイネーブルにした

り、設定可能なメッセージ時間を設定します。

udld port インターフェイス上で UDLD をイネーブルにしたり、インターフェイス

上でアグレッシブ モード UDLD をイネーブルにします。
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show version
システム ハードウェアのコンフィギュレーション、ソフトウェア バージョン、コンフィギュレー

ション ファイルの名前や送信元、およびブート イメージを表示するには、show version コマンドを

使用します。

show version

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、システム ハードウェアのコンフィギュレーション、ソフトウェア バージョン、コンフィギュ

レーション ファイルの名前や送信元、およびブート イメージを表示する例を示します。

Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(nightly.E020626) NIG
HTLY BUILD
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-02 06:20 by
Image text-base: 0x40008BF0, data-base: 0x419BA000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 2 weeks, 8 hours, 48 minutes
Time since Router switched to active is 1 minute
System returned to ROM by power-on (SP by power-on)
System image file is "sup-bootflash:c6sup22-jsv-mz"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 112640K/18432K bytes of memory.
Processor board ID SAD06210067
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
Router#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-93 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

show version EXEC コマンドの出力には、バス エラー メッセージなどの特定のメッセージが含まれ

ることがあります。このようなエラー メッセージが表示された場合は、テクニカル サポート担当

者にこのメッセージの全文を報告してください。

表 2-93 show version のフィールドの説明

フィールド 説明

IOS (tm) c6sup2_rp Software 

(c6sup2_rp-JSV-M), Version 

12.1(nightly.E020626) NIGHTLY BUILD

バージョン番号。可能性のあるソフトウェア問題を報告

する場合は、必ず完全なバージョン番号を指定してくだ

さい。出力例では、バージョン番号は 12.1 です。

ROM:System Bootstrap, Version 

12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE 

(fc1)

ブートストラップ バージョン ストリング

BOOTFLASH:7200 Software 

(C7200-BOOT-M), Version 11.1(472), 

RELEASE SOFTWARE

ブート バージョン ストリング

Router uptime is システムが起動し、稼働している期間

Time since Router switched to active スイッチオーバーが発生してからの時間

System restarted by システムが 後に起動したときの方法（通常のシステム

起動およびシステム エラー）の記録。たとえば、次のよ

うに、存在しないアドレスへのアクセスを試みた場合に

通常発生するバス エラーであることを示す情報が表示さ

れることがあります。

System restarted by bus error at PC 0xC4CA, 

address 0x210C0C0

System image file is ソフトウェアがネットワークを介して起動された場合、

ブート ホストのインターネット アドレスが表示されま

す。ソフトウェアがオンボード ROM からロードされた場

合は、この行に [running default software] と表示されます。

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor 

with 112640K/18432K bytes of memory.
それぞれの残りの出力には、ハードウェア設定オプショ

ンおよび非標準ソフトウェア オプションが表示されま

す。

Configuration register is 16 進表記で表示されたコンフィギュレーション レジスタ

の内容
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show vfi
Virtual Forwarding Interface（VFI）に関する情報を表示するには、EXE モードで show vfi コマンド

を使用します。

show vfi [vfi name]

シンタックスの説明

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、VFI ステータスを表示する例を示します。出力に表示される VC ID は、VPN ID を意味しま

す。VC は宛先アドレスと VC ID の組み合わせで識別されます。

Router# show vfi VPLS-2

VFI name: VPLS-2, state: up
VPN ID: 100
Local attachment circuits:

Vlan2
Neighbors connected via pseudowires:
Peer Address VC ID Split-horizon
1.1.1.1 2 Y
1.1.1.2 2 Y
2.2.2.3 2 N

vfi name （任意）VFI 名

リリース 変更内容

12.0(31)S このコマンドが追加されました。

12.2(33)SRA VPN（バーチャル プライベート ネットワーク）ID 情報を表示するように、

このコマンドが拡張されました。
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show vlan
VLAN（仮想 LAN）情報を表示するには、show vlan コマンドを使用します。

show vlan [{brief | {id vlan-id} | {name name} [ifindex]} | ifindex]  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 各イーサネット スイッチ ポートおよびイーサネット リピータ グループが属するのは、1 つの

VLAN のみです。トランク ポートは複数の VLAN に属することができます。

state suspend または state active コマンドを使用して VLAN をシャットダウンした場合は、次の値

が [Status] フィールドに表示されます。

• suspended ― VLAN は中断中です。

• active ― VLAN はアクティブです。

shutdown コマンドを使用して VLAN をシャットダウンした場合は、次の値が [Status] フィールドに

表示されます。

• act/lshut ― VLAN ステータスはアクティブですが、VLAN はローカルにシャットダウンされて

います。

• sus/lshut ― VLAN ステータスは中断中ですが、VLAN はローカルにシャットダウンされていま

す。

次に、アクティブであるにもかかわらずローカルにシャットダウンされた VLAN（VLAN0002）の

出力例を示します。

Router# show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa5/9
2    VLAN0002                         act/lshut Fa5/9

（テキスト出力は省略）

brief （任意）VLAN ごとに、VLAN 名、ステータス、およびポートを 1 行で表

示します。

id vlan-id （任意）VLAN ID 番号によって識別される単一 VLAN に関する情報を表示

します。有効値は 1 ～ 4094 です。

name name （任意）VLAN 名によって識別される単一 VLAN に関する情報を表示しま

す。有効値は 1 ～ 32 文字の ASCII 文字列です。

ifindex （任意）VLAN の ifIndex 番号を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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VLAN が内部的にシャットダウンされた場合は、次の値が [Status] フィールドに表示されます。

• act/ishut ― VLAN ステータスはアクティブですが、VLAN は内部的にシャットダウンされてい

ます。

• sus/ishut ― VLAN ステータスは中断中ですが、VLAN は内部的にシャットダウンされています。

次に、アクティブであるにもかかわらず内部的にシャットダウンされた VLAN（VLAN0002）の出

力例を示します。

Router# show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa5/9
2    VLAN0002                         act/ishut Fa5/9

（テキスト出力は省略）

VLAN がローカルに、かつ内部的にシャットダウンされている場合、[Status] フィールドには act/ishut

または sus/ishut が表示されます。VLAN がローカルにのみシャットダウンされている場合、[Status]

フィールドには act/lshut または sus/lshut が表示されます。

VLAN 範囲はハイフンで区切ります。個別の VLAN はカンマで区切り、カンマの前後にはスペース

を挿入しません。たとえば、次のように入力します。

Router# show vlan id 1-4,3,7,5-20

例 次に、管理ドメイン内のすべての VLAN に関する VLAN パラメータを表示する例を示します。

Router# show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa5/9
2    VLAN0002                         active    Fa5/9
3    VLAN0003                         active    Fa5/9
4    VLAN0004                         active    Fa5/9
5    VLAN0005                         active    Fa5/9
6    VLAN0006                         active    Fa5/9

（テキスト出力は省略）

1004 fddinet-default                  active    Fa5/9
1005 trbrf-default                    active    Fa5/9

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        303    0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        304    0
5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        305    0
6    enet  100006     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

（テキスト出力は省略）

Remote SPAN VLANs
-----------------
2, 20

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
Router#
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次に、VLAN 名、ステータス、および対応付けられたポートのみを表示する例を示します。

Router# show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa5/9
2    VLAN0002                         active    Fa5/9
3    VLAN0003                         act/lshut Fa5/9
4    VLAN0004                         act/lshut Fa5/9
5    VLAN0005                         active    Fa5/9
10   VLAN0010                         active    Fa5/9
.
.
.
999  VLAN0999                         active    Fa5/9
1002 fddi-default                     active    Fa5/9
1003 trcrf-default                    active    Fa5/9
1004 fddinet-default                  active    Fa5/9
1005 trbrf-default                    active    Fa5/9
Router#

次に、複数の VLAN の VLAN パラメータを表示する例を示します。

Router# show vlan id 1-4,3,7,5-20

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- ------------------------------
1    default                          active    Fa5/7, Fa5/12
2    VLAN0002                         active
3    VLAN0003                         act/lshut
4    VLAN0004                         act/lshut
5    VLAN0005                         active
6    VLAN0006                         active
10   VLAN0010                         active
20   VLAN0020                         active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        303    0
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        304    0
5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        305    0
6    enet  100006     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Router#

次に、VLAN 10 の ifIndex 番号のみを表示する例を示します。

Router# show vlan id 10 ifindex 
 
 VLAN Ifindex
 ---- -------
 10   37 
Router# 
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表 2-94 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-94 show vlan コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

VLAN VLAN 番号

Name VLAN の名前（設定されている場合）

Status VLAN のステータス（active または suspend、act/lshut または sus/lshut、

act/ishut または sus/ishut）

Ports VLAN に属するポート

Type VLAN のメディア タイプ

SAID VLAN の Security Association Identifier（SAID）値

MTU VLAN の Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送ユニット）サイズ

Parent 親 VLAN（存在する場合）

RingNo VLAN のリング番号（該当する場合）

BrdgNo VLAN のブリッジ番号（該当する場合）

Stp VLAN で使用される Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロ

トコル）タイプ

BrdgMode この VLAN のブリッジング モード ― 可能な値は SRB（ソースルート ブ

リッジ）および SRT（ソースルート トランスペアレント）で、デフォル

トは SRB です。

AREHops All-Routes Explorer フレームの 大ホップ数 ― 可能な値は 1 ～ 13、デフォ

ルトは 7 です。

STEHops Spanning Tree Explorer フレームの 大ホップ数 ― 可能な値は 1 ～ 13、デ

フォルトは 7 です。

Backup CRF TrCRF（トークンリング コンセントレータ リレー機能）がトラフィック

のバックアップ パスであるかどうかを示すステータス

Ifindex ifIndex の番号

Remote SPAN VLAN RSPAN のステータス

Primary プライマリ VLAN の番号

Secondary セカンダリ VLAN の番号

Ports VLAN 内のポートを表示します。

Type VLAN のタイプ ― 可能な値は Primary、Isolated、Community、Nonoperation、

または Normal です。

コマンド 説明

show vlan private-vlan VLAN 情報を表示します。

vlan（config-VLAN サブモード） 特定の VLAN を設定します。

vtp グローバル VTP ステートを設定します。
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show vlan access-log
設定されたロギング プロパティ、フロー テーブルの内容、統計情報などの VACL ロギング情報を

表示するには、show vlan access-log コマンドを使用します。

show vlan access-log config

show vlan access-log flow protocol {{src-addr src-mask} | any | {host {hostname | host-ip}}} {{dst-addr 
dst-mask} | any | {host {hostname | host-ip}}} [vlan vlan-id] 

show vlan access-log statistics

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、設定された VACL ロギング プロパティを表示する例を示します。

Router# show vlan access-log config
VACL Logging Configuration:
        max log table size     :500
        log threshold          :4000
        rate limiter           :3000
Router#

config 設定された VACL ロギング プロパティを表示します。

flow VACL フロー テーブルの内容を表示します。

protocol プロトコルの名前または番号。有効値は icmp、igmp、ip、tcp、udp、ま

たはプロトコルを指定する 0 ～ 255 の番号です。

src-addr src-mask 送信元のアドレスおよびマスク 

any 任意のホストに関する情報を表示します。

host hostname ホスト名に関する情報を表示します。

host host-ip IP アドレスに関する情報を表示します。

dst-addr dst-mask 宛先のアドレスおよびマスク 

vlan vlan-id （任意）特定の VLAN（仮想 LAN）に関する情報を表示します。有効値は

1 ～ 4094 です。

statistics パケット数、メッセージ数、およびその他の統計情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、VACL 統計情報を表示する例を示します。

Router# show vlan access-log statistics
VACL Logging Statistics:
        total packets          :0
        logged                 :0
        dropped                :0
Dropped Packets Statistics:
        unsupported protocol   :0
        no packet buffer       :0
        hash queue full        :0
        flow table full        :0
Misc Information:
        VACL Logging LTL Index :0x7E02
        free packet buffers    :8192
        log messages sent      :0
        log table size         :0
Router#

関連コマンド コマンド 説明

vlan access-log ログ テーブル サイズ、リダイレクト パケット レート、ロギングのしきい

値などの VACL ロギング プロパティを設定します。
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show vlan access-map
VLAN（仮想 LAN）アクセス マップの内容を表示するには、show vlan access-map コマンドを使用

します。

show vlan access-map [map-name]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、VLAN アクセス マップの内容を表示する例を示します。

Router# show vlan access-map mordred 
Vlan access-map "mordred"  1
        match: ip address 13
        action: forward capture
Router#
show vlan counters

関連コマンド

map-name （任意）VLAN アクセス マップの名前

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

action パケット アクション句を設定します。

match VLAN アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL（アクセス コ

ントロール リスト）を選択することにより一致句を指定します。

vlan access-map VLAN アクセス マップを作成したり、VLAN アクセス マップ コマンド

モードを開始します。
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show vlan counters
ソフトウェア キャッシュ カウンタ値を表示するには、show vlan counters コマンドを使用します。

show vlan [id vlanid] counters

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show vlan id counters コマンドは、SVI（スイッチ仮想インターフェイス）ではサポートされません。

レイヤ 2 およびレイヤ 3 VLAN インターフェイス、およびルータ ポートの場合は、MSFC2（マル

チレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2）にインターフェイス単位のスイッチング統計情報および

VLAN カウンタ情報が約 3 分間隔でエクスポートされます。

引数を指定しないで show vlan counters コマンドを入力した場合は、すべての VLAN のソフトウェ

ア キャッシュ カウンタ値が表示されます。

例 次に、特定の VLAN のソフトウェア キャッシュ カウンタ値を表示する例を示します。

Router> show vlan id 205 counters
VLAN vlanid 205 
L2-Unicast-Pkts      10
L3-In-Unicast-Pkts   0
L3-Out-Unicast-Pkts  0
L2-NonUnicast-Pkts + L3-In-NonUnicast-Pkts  5
L3-Out-NonUnicast-Pkts   6
L2-Unicast-Octets 6
L3-In-Unicast-Octets 6
L3-Out-Unicast-Octets 6
L2-NonUnicast-Octets + L3-In-NonUnicast-Octets 6
L3-Out-NonUnicast-Octets 6

関連コマンド

id vlanid （任意）特定の VLAN（仮想 LAN）のソフトウェア キャッシュ カウンタ

値を表示します。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

clear vlan counters 指定された VLAN またはすべての既存 VLAN のソフトウェア

キャッシュ カウンタ値をゼロにクリアします。
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show vlan dot1q tag native
ネイティブ VLAN（仮想 LAN）タギング情報を表示するには、show vlan dot1q tag native コマンド

を使用します。

show vlan dot1q tag native 

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、ネイティブ VLAN タギング情報を表示する例を示します。

Router# show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is enabled
Internal dot1q native vlan: 1015

Router#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

vlan dot1q tag native トランク内のすべての VLAN に対する 802.1Q タギングをイネーブ

ルにします。
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show vlan filter
VLAN（仮想 LAN）フィルタに関する情報を表示するには、show vlan filter コマンドを使用します。

show vlan filter [{access-map map-name} | {vlan vlan-id} | {interface interface interface-number}]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show vlan filter map-name interface コマンドが対応しているのは、ATM（非同期転送モード）、POS、

またはシリアル インターフェイス タイプのみです。システムにこれらのインターフェイス タイプ

が装備されていない場合は、interface interface interface-number キーワードおよび引数を使用できま

せん。

interface-number 引数はモジュールおよびポート番号を指定します。interface-number の有効値は、指

定したインターフェイス タイプ、および使用されているシャーシおよびモジュールによって決まり

ます。たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイスを指定し、13 スロット シャーシに搭

載された 48 ポート 10/100BASE-T イーサネット モジュールを使用する場合、モジュール番号の有

効値は 2 ～ 13 で、ポート番号の有効値は 1 ～ 48 です。

オプションのキーワードおよび引数を指定しない場合は、すべてのマッピングが表示されます。

access-map map_name を入力した場合は、指定されたマップに対応付けられたすべての VLAN およ

びインターフェイスが表示されます。vlan vlan-id または interface interface interface-number を入力

した場合は、対応するアクセスマップ（存在する場合）が表示されます。

VLAN の VACL に対する出力の意味は、次のとおりです。

• Configured on VLANs ― 設定されたユーザ

• Active on VLANs ― VACL がアクティブである VLAN リスト

WAN インターフェイス出力の意味は、次のとおりです。

• Configured on interfaces ― 設定されたユーザ

• Active on Interfaces ― VACL がアクティブであるインターフェイス

access-map map-name （任意）指定されたマップでフィルタリングされた VLAN を表示します。

vlan vlan-id （任意）指定された VLAN のフィルタを表示します。有効値は 1 ～ 4094 で

す。

interface interface インターフェイス タイプを指定します。有効値は pos、atm、または serial

です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number インターフェイス番号。詳細については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、VACL と VLAN 間、VACL とインターフェイス間のマッピングを表示する例を示します。

Router# show vlan filter 
VLAN Map mordred:
   Configured on VLANs: 2,4-6 
   Active on VLANs: 2,4-6 
Router# 

関連コマンド

 

コマンド 説明

vlan access-map VLAN アクセス マップを作成したり、VLAN アクセス マップ コマンド

モードを開始します。

vlan filter VLAN アクセス マップを適用します。
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show vlan internal usage
内部 VLAN（仮想 LAN）の割り当てに関する情報を表示するには、show vlan internal usage コマン

ドを使用します。

show vlan [id vlan-id] internal usage

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次のように出力されることがあります。

workaround vlan

PWAN1 メイン インターフェイス上で PFC（ポリシー フィーチャ カード）ベース ポリシングをイ

ネーブルにするには、ワークアラウンド VLAN を使用します。ワークアラウンド VLAN を使用し

ないと、パケットは PWAN1 の PFC ポリサーに 2 回ヒットします。パケットがローカル バスを通

過するときに、PXF 処理の前後で同じ VLAN が使用されるためです。

使用上のガイドライン show vlan internal usage コマンドを入力すると、通常のイーサネット インターフェイスに加えて

OSM（オプティカル サービス モジュール）インターフェイスおよびサブインターフェイスを表示

します。

関連サブインターフェイスを表示するには、show cwan vlan コマンドを入力します。show cwan vlan

コマンドは、WAN サブインターフェイスと使用中の内部 VLAN とのマッピングを表示します。

例 次に、現在の内部 VLAN 割り当てを表示する例を示します。

Router# show vlan internal usage 

VLAN Usage
---- --------------------
1025 -
1026 -
1027 -
1028 -
1029 Port-channel6
1030 GigabitEthernet1/2
1032 FastEthernet3/20
1033 FastEthernet3/21
1129 -

id vlan-id （任意）指定された VLAN の内部 VLAN 割り当て情報を表示します。有効

値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、特定の VLAN の内部 VLAN 割り当てを表示する例を示します。

Router# show vlan id 1030 internal usage 

VLAN Usage
---- --------------------
1030 GigabitEthernet1/2

show vlan mapping
802.1Q VLAN（仮想 LAN）と ISL（スイッチ間リンク）VLAN のマッピングを記録するには、show

vlan mapping コマンドを使用します。

show vlan mapping

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次に、802.1Q VLAN と ISL VLAN のマッピングを表示する例を示します。

Router# show vlan mapping
802.1Q Trunk Remapped VLANs: 
802.1Q VLAN ISL VLAN 
----------- ----------- 
101         202
200         330
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show interfaces vlan mapping ポートの VLAN マッピングのステータスを表示します。

switchport vlan mapping enable スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをイネーブルにし

ます。
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show vlan private-vlan
PVLAN 情報を表示するには、show vlan private-vlan コマンドを使用します。

show vlan private-vlan [type]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show vlan private-vlan type コマンドの出力に、タイプとして [normal] が表示されている場合は、

PVLAN に通常の VLAN（仮想 LAN）が設定されています。[normal] が表示されている場合は、タ

イプを設定する前に 2 つの VLAN が対応付けられていて、PVLAN が動作していません。この情報

は、デバッグ時に役立ちます。

例 次に、現在設定されているすべての PVLAN に関する情報を表示する例を示します。

Router# show vlan private-vlan

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
2       301       community         Fa5/3, Fa5/25
2       302       community
        10        community
100     101       isolated
150     151       non-operational
        202       community
        303       community
401     402       non-operational
Router#

次に、現在設定されているすべての PVLAN タイプに関する情報を表示する例を示します。

Router# show vlan private-vlan type

Vlan Type
---- -----------------
202  primary
303  community
304  community
305  community
306  community
307  community
308  normal
309  community
440  isolated
Router#

type （任意）PVLAN タイプ（Isolated、Community、または Primary）を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-95 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

関連コマンド

表 2-95 show vlan private-vlan コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Primary プライマリ VLAN の番号

Secondary セカンダリ VLAN の番号

Secondary-Type セカンダリ VLAN タイプ ― 可能な値は Isolated または Community です。

Ports VLAN 内のポートを表示します。

Type VLAN のタイプ ― 可能な値は Primary、Isolated、Community、Nonoperation、

または Normal です。

コマンド 説明

private-vlan mapping プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN が同じプライマリ VLAN

SVI（スイッチ仮想インターフェイス）を共有するよう、これらの

間のマッピングを作成します。

private-vlan PVLAN を設定し、PVLAN とセカンダリ VLAN とのアソシエーショ

ンを設定します。
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show vlan remote-span
RSPAN（リモート SPAN）VLAN（仮想 LAN）のリストを表示するには、show vlan remote-span コ

マンドを使用します。

show vlan remote-span

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、リモート SPAN（スイッチド ポート アナライザ）VLAN のリストを表示する例を示します。

Router# show vlan remote-span
Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------
2,20

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

vlan（config-VLAN サブモード） 特定の VLAN を設定します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
show vlans

2-1040
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

show vlans
Cisco IOS VLAN（仮想 LAN）サブインターフェイスに関する情報を表示するには、show vlans コマ

ンドを使用します。

show vlans [vlan] 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン EXEC モードで show vlan コマンドを使用すると、レイヤ 2 VLAN 情報が表示されます。特権 EXEC

モードで show vlans コマンドを使用すると、レイヤ 3 VLAN サブインターフェイス情報が表示され

ます。

show vlans コマンドを入力する場合は、vlans キーワードの短縮形を使用できません。

例 次に、Cisco IOS VLAN サブインターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

Router# show vlans
Virtual LAN ID: 122 (Inter Switch Link Encapsulation)
VLAN Trunk Interface:  GE-WAN9/1.1           
Protocols Configured:  Address:             Received:       Transmitted:
           IP              10.122.0.2                  18                  16
Virtual LAN ID: 123 (Inter Switch Link Encapsulation)
VLAN Trunk Interface:  GE-WAN9/1.2           
Protocols Configured:  Address:             Received:       Transmitted:
           IP              10.123.0.2                  13                  16
Virtual LAN ID: 124 (Inter Switch Link Encapsulation)
VLAN Trunk Interface:  GE-WAN9/1.3           
Protocols Configured:  Address:             Received:       Transmitted:
           IP              10.124.0.2                   0                  17
Virtual LAN ID: 133 (Inter Switch Link Encapsulation)
VLAN Trunk Interface:  GE-WAN9/3.1           
Protocols Configured:  Address:             Received:       Transmitted:
           IP              11.133.0.1                   0                   1
Virtual LAN ID: 134 (Inter Switch Link Encapsulation)
VLAN Trunk Interface:  GE-WAN9/3.2           
Protocols Configured:  Address:             Received:       Transmitted:
           IP              11.134.0.1                   0                   1
Router#

vlan （任意）VLAN ID 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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表 2-96 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

show vlan virtual-port
必要な論理仮想ポート数を表示するには、show vlan virtual-port コマンドを使用します。

show vlan virtual-port [slot num]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

表 2-96 show vlans コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

VLAN ID VLAN のドメイン番号

VLAN Trunk Interface VLAN トラフィックを伝送するサブインターフェイス

Protocols Configured VLAN に設定されたプロトコル

Address ネットワーク アドレス

Received 受信されたパケット数

Transmitted 送信されたパケット数

slot num （任意）ステータスを表示するスロット番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 2

に追加されました。
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例 次に、特定のスロットで必要な論理仮想ポート数を表示する例を示します。

Router# show vlan virtual-port slot 3
Slot 3 
Port        Virtual-ports 
------------------------- 
Fa3/1             1 
Fa3/2             1 
Fa3/3             1 
Fa3/4             1 
Fa3/5             1 
Fa3/6             1 
Fa3/7             1 
Fa3/8             1 
Fa3/11            1 
Fa3/12            1 
Fa3/13            1 
.
.
.
Fa3/33            4 
Fa3/34            4 
Fa3/35            4 
Fa3/36            4
Fa3/37            4 
Fa3/38            4
Fa3/39            4
Fa3/40            4
Total virtual ports:82 
Router#

次に、すべてのスロットで必要な論理仮想ポート数を表示する例を示します。

Router# show vlan virtual-port
Slot 1 
------- 
Total slot virtual ports 1
Slot 3 
------- 
Total slot virtual ports 82
Slot 4 
------- 
Total slot virtual ports 4
Total chassis virtual ports 87
Router#
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show vtp
VTP（VLAN トランキング プロトコル）統計情報およびドメイン情報を表示するには、show vtp コ

マンドを使用します。

show vtp {counters | status}  

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC

コマンド履歴

例 次に、VTP の統計情報を表示する例を示します。

Router# show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received    : 1
Subset advertisements received     : 1
Request advertisements received    : 0
Summary advertisements transmitted : 31
Subset advertisements transmitted  : 1
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
Fa5/9               1555             1564             0                       
Router# 

counters VTP 統計情報を表示します。

status VTP ドメイン ステータスに関する情報を表示します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、VTP ドメイン ステータスを表示する例を示します。

Router# show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 250
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 33
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : Lab_Network
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0xE6 0xF8 0x3E 0xDD 0xA4 0xF5 0xC2 0x0E
Configuration last modified by 172.20.52.18 at 9-22-99 11:18:20
Local updater ID is 172.20.52.18 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interfac
e found)                                                                       
Router# 

次に、show vtp 出力内に、Summary という語を含む行のみを表示する例を示します。

Router# show vtp counters | include Summary
Summary advertisements received    : 1
Summary advertisements transmitted : 32
Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
Router#     

表 2-97 に、この例で表示されるフィールドについて説明します。

表 2-97 show vtp コマンドの出力フィールド

フィールド 説明

Summary advts received 受信されたサマリー アドバタイズの総数

Subset advts received 受信されたサブセット アドバタイズの総数

Request advts received 受信された要求アドバタイズの総数

Summary advts transmitted 送信されたサマリー アドバタイズの総数

Subset advts transmitted 送信されたサブセット アドバタイズの総数

Request advts transmitted 送信された要求アドバタイズの総数

No of config revision errors コンフィギュレーション リビジョン エラーの数

No of config digest errors コンフィギュレーション ダイジェスト エラーの数

Trunk VTP プルーニングに参加するトランク ポート

Join Transmitted 送信された VTP プルーニング join の数

Join Received 受信された VTP プルーニング join の数

Summary advts received from 

non-pruning-capable device
非プルーニング対応装置から受信されたサマリー アドバタイズの

数

Number of existing VLANs ドメイン内の VLAN の総数

Configuration Revision VLAN 情報を交換するために使用される VTP リビジョン番号

Maximum VLANs supported 

locally
装置で許可されている VLAN の 大数

Number of existing VLANs 既存の VLAN 数

VTP Operating Mode VTP がイネーブル / ディセーブルのいずれに設定されているかを示

すステータス
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関連コマンド

shutdown vlan
指定された VLAN（仮想 LAN）上でローカル トラフィックをシャットダウンするには、shutdown

vlan コマンドを使用します。VLAN のローカル トラフィックを再起動するには、このコマンドの

no 形式を使用します。

shutdown vlan vlan-id

no shutdown vlan vlan-id

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、拡張範囲 VLAN をサポートしません。

例 次に、VLAN 2 のトラフィックをシャットダウンする例を示します。

Router(config)# shutdown vlan 2
Router(config)# 

VTP Domain Name VTP ドメイン名

VTP Pruning Mode VTP プルーニングがイネーブル / ディセーブルのいずれに設定され

ているかを示すステータス

VTP V2 Mode VTP V2 モードのステータス（server、client、または transparent）

VTP Traps Generation VTP トラップ生成モードがイネーブル / ディセーブルのいずれに設

定されているかを示すステータス

MD5 digest チェックサム値

表 2-97 show vtp コマンドの出力フィールド（続き）

フィールド 説明

コマンド 説明

vtp グローバル VTP ステートを設定します。

vlan-id ローカルにシャットダウンする VLAN の VLAN 番号。有効値は 2 ～ 1001

です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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snmp ifindex clear
特定のインターフェイスに発行された設定済みの snmp ifindex コマンドを削除するには、snmp

ifindex clear コマンドを使用します。

snmp ifindex clear

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Interface MIB の ifIndex 値が再起動後も保持され、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使

用することにより特定のインターフェイスを一貫して識別できる場合は、インターフェイス イン

デックスの永続性が確保されます。

特定のインターフェイスで ifIndex 永続性に関するグローバル コンフィギュレーション設定を使用

する場合は、このインターフェイス上で snmp ifindex clear コマンドを使用します。このコマンド

は、特定のインターフェイスに入力されたすべての ifIndex コンフィギュレーション コマンドを削

除します。

ifIndex コンフィギュレーションを削除すると、グローバル コンフィギュレーション モードで

snmp-server ifindex persist コマンドで指定されたとおり、すべてのインターフェイスの ifIndex 永続

性がイネーブルになります。

例 次に、すべてのインターフェイスの ifIndex 永続性をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# snmp ifindex persist

次に、Ethernet 0/1 の ifIndex 永続性のみをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# interface ethernet 0/1
Router(config-if)# no snmp ifindex persist
Router(config-if)# exit

次に、Ethernet 0/1 設定から ifIndex 設定を削除する例を示します。

Router(config)# interface ethernet 0/1
Router(config-if)# snmp ifindex clear
Router(config-if)# exit

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

snmp ifindex persist
再起動後も保持される Interfaces MIB（IF-MIB）内の ifIndex 値（ifIndex 永続性）を、特定のイン

ターフェイス上でのみイネーブルにするには、snmp ifindex persist コマンドを使用します。ifIndex

永続性を特定のインターフェイス上でのみディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

snmp ifindex persist

no snmp ifindex persist

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン IF-MIB の ifIndex 値が再起動後も保持され、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用す

ることにより特定のインターフェイスを一貫して識別できる場合は、インターフェイス インデック

スの永続性が確保されます。

インターフェイス コンフィギュレーション モードで snmp ifindex persist コマンドを使用すると、

IF-MIB の ifIndex テーブル内のエントリ（各インターフェイスに対応するエントリ）ごとに、ifIndex

永続性をイネーブルにしたり、ディセーブルにできます。

グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-server ifindex persist コマンドを使用すると、

ルーティング装置のすべてのインターフェイスに対して、ifIndex 永続性をイネーブルにしたり、

ディセーブルにできます。このアクションは、IF-MIB の ifIndex テーブル内に ifDescr および ifIndex

エントリがあるインターフェイスにのみ適用されます。

特定のインターフェイスに設定した ifIndex コマンドは、そのインターフェイスのすべてのサブイ

ンターフェイスに適用されます。

コマンド 説明

snmp ifindex persist IF-MIB 内の、再起動後も保持される ifIndex 値（ifIndex 永続性）を、

特定のインターフェイス上でのみイネーブルにします。

snmp-server ifindex persist 再起動後も一定のまま保持される ifIndex 値を、SNMP で使用する

ためにグローバルにイネーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インターフェイス Ethernet 0/1 の ifIndex 永続性のみをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface ethernet 0/1
Router(config-if)# snmp ifindex persist
Router(config-if)# exit

次に、すべてのインターフェイスの ifIndex 永続性をイネーブルにし、インターフェイス Ethernet 0/1

の ifIndex 永続性のみをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# snmp ifindex persist
Router(config)# interface ethernet 0/1
Router(config-if)# no snmp ifindex persist
Router(config-if)# exit

関連コマンド コマンド 説明

snmp ifindex clear 特定のインターフェイスに発行された設定済みの snmp

ifindex コマンドを削除します。

snmp-server ifindex persist 再起動後も一定のまま保持される ifIndex 値を、SNMP で使

用するためにグローバルにイネーブルにします。
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snmp-server enable traps
システムで使用可能な SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）通知（トラップまたはインフォー

ム）をイネーブルにするには、snmp-server enable traps コマンドを使用します。使用可能なすべて

の SNMP 通知をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps [notification-type]

no snmp-server enable traps [notification-type]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。ほとんどの通知タイプはディセーブルです。

ただし、このコマンドで制御できない通知タイプがあります。

notification-type を指定しないでこのコマンドを入力すると、このコマンドで制御されるすべての通

知タイプがイネーブルになります。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン その他の通知タイプについては、『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』を参照してください。

SNMP 通知は、トラップまたはインフォーム要求として送信できます。このコマンドを使用すると、

指定された通知タイプのトラップ要求およびインフォーム要求が両方ともイネーブルになります。

通知をトラップまたはインフォームのいずれとして送信するかを指定するには、snmp-server host

[traps | informs] コマンドを使用します。

snmp-server enable traps コマンドを入力しない場合は、このコマンドで制御される通知が送信され

ません。これらの SNMP 通知を送信するようにルータを設定するには、snmp-server enable traps コ

マンドを少なくとも 1 回入力する必要があります。キーワードを指定しないでこのコマンドを入力

した場合は、すべての通知タイプがイネーブルになります。キーワードを指定してこのコマンドを

入力した場合は、指定したキーワードに関連する通知タイプのみがイネーブルになります。複数の

通知タイプをイネーブルにするには、通知タイプおよび通知オプションごとに

snmp-server enable traps コマンドを個別に発行する必要があります。

snmp-server enable traps コマンドは、snmp-server host コマンドと組み合わせて使用します。SNMP

通知を受信するホストを指定するには、snmp-server host コマンドを使用します。通知を送信する

には、少なくとも 1 つの snmp-server host コマンドを設定する必要があります。

次に、トラップに使用される MIB（管理情報ベース）のリストを示します。

• chassis ― CISCO-STACK-MIB の chassisAlarm トラップを制御します。

• flash ― CISCO-FLASH-MIB の SNMP フラッシュ トラップを制御します。

notification-type （任意）イネーブルまたはディセーブルにする通知タイプ（トラップまた

はインフォーム）。タイプを指定しない場合は、装置で使用可能なすべて

の通知がイネーブルまたはディセーブルになります。有効値については、

「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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－ insertion ― SNMP フラッシュ追加トラップ通知を制御します。

－ removal ― SNMP フラッシュ削除トラップ通知を制御します。

• fru-ctrl ― CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の FRU（現場交換可能ユニット）制御トラッ

プを制御します。

• module ― CISCO-STACK-MIB の SNMP モジュール トラップを制御します。

• stpx ― CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB のすべてのトラップを制御します。

• vlancreate ― SNMP VLAN（仮想 LAN）によって作成されたトラップ通知を制御します。

• vlandelete ― SNMP VLAN によって削除されたトラップ通知を制御します。

• vtp ― CISCO-VTP-MIB の VTP（VLAN トランキング プロトコル）トラップを制御します。

例 次に、public として定義されたコミュニティ ストリングを使用して、すべてのトラップをホスト

myhost.cisco.com に送信する例を示します。

Router(config)# snmp-server enable traps 
Router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public
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snmp-server enable traps transceiver type all
すべてのトランシーバ タイプに対して、サポートするすべての SNMP（簡易ネットワーク管理プロ

トコル）トランシーバ トラップをイネーブルにするには、snmp-server enable traps transceiver type

all コマンドを使用します。トランシーバの SNMP トラップ通知をディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps transceiver type all

no snmp-server enable traps transceiver type all

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン snmp-server enable traps コマンドは、snmp-server host コマンドと組み合わせて使用します。SNMP

通知を受信するホストを指定するには、snmp-server host コマンドを使用します。通知を送信する

には、少なくとも 1 つの snmp-server host コマンドを設定する必要があります。

例 次に、すべてのトランシーバ タイプに対して、サポートするすべての SNMP トランシーバ トラッ

プをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# snmp-server enable traps transceiver type all
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show interfaces transceiver DOM がイネーブルになっているオプティカル トランシーバ

に関する情報を表示します。
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snmp-server ifindex persist
再起動後も一定のまま保持される ifIndex 値を、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）で使用

するためにグローバルにイネーブルにするには、snmp-server ifindex persist コマンドを使用します。

ifIndex 永続性をグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server ifindex persist

no snmp-server ifindex persist

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Interface-MIB の ifIndex 値が再起動後も保持され、SNMP を使用することにより特定のインターフェ

イスを一貫して識別できる場合は、インターフェイス インデックスの永続性が確保されます。

グローバル コンフィギュレーション モードで snmp-server ifindex persist コマンドを使用しても、イ

ンターフェイス固有の設定は上書きされません。ifIndex 永続性に関するインターフェイス固有の設

定を上書きするには、[no] snmp ifindex persist および snmp ifindex clear インターフェイス コマン

ドを入力します。

グローバル コンフィギュレーション モードで [no] snmp-server ifindex persist コマンドを入力する

と、IF-MIB の ifIndex テーブル内の ifDescr および ifIndex エントリを使用するルーティング装置の

すべてのインターフェイスで、ifIndex 永続性をイネーブルにしたり、ディセーブルにできます。

例 次に、すべてのインターフェイスの ifIndex 永続性をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# snmp-server ifindex persist

（注） 次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードで no snmp ifindex persist コマンドを使用

して、特定のインターフェイスで ifIndex 永続性がディセーブル化されている場合に、ifIndex 永続

性がこのインターフェイス上でディセーブルのまま保持される例を示します。グローバル ifIndex
コマンドは、インターフェイス固有のコマンドを上書きしません。

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

snmp ifindex clear 特定のインターフェイスに発行された設定済みの snmp ifindex コ

マンドを削除します。

snmp ifindex persist IF-MIB 内の、再起動後も保持される ifIndex 値（ifIndex 永続性）を、

特定のインターフェイス上でのみイネーブルにします。
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snmp-server trap link switchover
スイッチ フェールオーバー時の、スイッチのすべてのインターフェイスのリンクダウン トラップ

とそれに続くリンクアップ トラップの送信をイネーブルにするには、snmp-server trap link

switchover コマンドを使用します。スイッチ フェールオーバー時のリンクダウンをディセーブルに

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server trap link switchover

no snmp-server trap link switchover

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、スイッチオーバー時にリンク トラップは生成されません。

例 次に、デフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# snmp-server trap link switchover 
Router(config)#

次に、フェールオーバー時の、スイッチのすべてのインターフェイスのリンクダウンとそれに続く

リンクアップ トラップをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no snmp-server trap link switchover 
Router(config)#

リリース 変更内容

12.2(18)SXF2 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor

Engine 320 に追加されました。
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spanning-tree backbonefast
すべてのイーサネット VLAN（仮想 LAN）で BackboneFast をイネーブルにするには、spanning-tree

backbonefast コマンドを使用します。BackboneFast をディセーブルにするには、このコマンドの no

形式を使用します。

spanning-tree backbonefast

no spanning-tree backbonefast

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト BackboneFast はディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 間接リンク障害の検出を可能にして、スパニングツリーをより短時間で再設定できるようにするに

は、すべての Cisco 7600 シリーズ ルータ上で BackboneFast をイネーブルにします。

例 次に、すべてのイーサネット VLAN で BackboneFast をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree backbonefast
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree bpdufilter
インターフェイス上で BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブ

ルにするには、spanning-tree bpdufilter コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、この

コマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree bpdufilter {enable | disable}

no spanning-tree bpdufilter

シンタックスの説明

デフォルト spanning-tree portfast bpdufilter default コマンドを入力するときに設定された設定です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 spanning-tree bpdufilter enable コマンドを入力する場合は、慎重に行ってください。インターフェ

イス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにすることは、このインターフェイスのスパニング

ツリーをディセーブルにすることとほぼ同じです。このコマンドを正しく使用しないと、ブリッジ

ング ループが作成されることがあります。

spanning-tree bpdufilter enable コマンドを入力して BPDU フィルタリングをイネーブルにすると、

PortFast の設定が上書きされます。

すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチにレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する場

合は、spanning-tree bpdufilter enable コマンドを入力して、802.1Q トンネル ポート上でスパニング

ツリー BPDU フィルタリングをイネーブルにする必要があります。

BPDU フィルタリングにより、ポートは BPDU を送受信できなくなります。この設定は、トランキ

ング インターフェイスであるかどうかに関係なく、インターフェイス全体に適用できます。このコ

マンドには 3 つの状態があります。

• spanning-tree bpdufilter enable ― インターフェイス上で BPDU フィルタリングが無条件にイ

ネーブルになります。

• spanning-tree bpdufilter disable ― インターフェイス上で BPDU フィルタリングが無条件に

ディセーブルになります。

• no spanning-tree bpdufilter ― インターフェイスが PortFast ステートで動作している場合、およ

び spanning-tree portfast bpdufilter default コマンドが設定されている場合に、インターフェイ

ス上で BPDU フィルタリングがイネーブルになります。

enable 現在のインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにします。

disable 現在のインターフェイス上で BPDU フィルタリングをディセーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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PortFast に設定済みのすべてのポートで BPDU フィルタリングをイネーブルにするには、

spanning-tree portfast bpdufilter default コマンドを使用します。

例 次に、現在のインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示しま

す。

spanning-tree portfast bpdufilter default すべての PortFast ポート上で、BPDU フィルタリング

をデフォルトでイネーブルにします。
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spanning-tree bpduguard
インターフェイス上で BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガードをイネーブルにする

には、spanning-tree bpduguard コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

spanning-tree bpduguard {enable | disable}

no spanning-tree bpduguard

シンタックスの説明

デフォルト spanning-tree portfast bpduguard default コマンドを入力するときに設定された設定です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン BPDU ガードを使用すると、ポートは BPDU を受信できなくなります。通常、この機能はサービス

プロバイダー環境で使用されます。ネットワーク管理者はこの機能を使用して、アクセス ポートが

スパニングツリーに参加しないようにできます。この機能を使用してもポートが BPDU を受信する

場合は、その対策として、ポートは errdisable ステートになります。このコマンドには 3 つの状態

があります。

• spanning-tree bpduguard enable ― インターフェイス上で BPDU ガードが無条件にイネーブル

になります。

• spanning-tree bpduguard disable ― インターフェイス上で BPDU ガードが無条件にディセーブ

ルになります。

• no spanning-tree bpduguard ― インターフェイスが PortFast ステートで動作している場合、お

よび spanning-tree portfast bpduguard default コマンドが設定されている場合に、インターフェ

イス上で BPDU ガードがイネーブルになります。

例 次に、現在のインターフェイス上で BPDU ガードをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
Router(config-if)# 

関連コマンド

enable 現在のインターフェイス上で BPDU ガードをイネーブルにします。

disable 現在のインターフェイス上で BPDU ガードをディセーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示しま

す。

spanning-tree portfast bpduguard default すべての PortFast ポート上で、BPDU ガードをデフォ

ルトでイネーブルにします。
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spanning-tree cost
STP（スパニングツリー プロトコル）計算に使用するインターフェイスのパス コストを設定するに

は、spanning-tree cost コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形

式を使用します。

spanning-tree cost cost

no spanning-tree cost

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト パス コストは、インターフェイスの帯域幅設定から計算されます。デフォルト パス コ

ストは次のとおりです。

• イーサネット ― 100

• 16 Mb トークンリング ― 62

• FDDI（ファイバ分散データ インターフェイス） ― 10

• ファスト イーサネット ― 10

• ATM（非同期転送モード）155 ― 6

• ギガビットイーサネット ― 1

• 10 ギガビット イーサネット ― 2

• HSSI ― 647

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン cost を設定する場合は、値が大きいほどコストが高くなります。指定されたプロトコル タイプに関

係なく、この値が適用されます。

例 次に、インターフェイスにアクセスし、このインターフェイスに対応付けられたスパニングツリー

VLAN（仮想 LAN）にパス コスト値 250 を設定する例を示します。

Router(config)# interface ethernet 2/0
Router(config-if)# spanning-tree cost 250
Router(config-if)#

関連コマンド

cost パス コスト。有効値は 1 ～ 200000000 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree etherchannel guard misconfig
チャネルの設定ミスによるループが検出された場合に、エラー メッセージを表示するには、

spanning-tree etherchannel guard misconfig コマンドを使用します。エラー メッセージをディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree etherchannel guard misconfig

no spanning-tree etherchannel guard misconfig

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン EtherChannel は PAgP（ポート集約プロトコル）または LACP のいずれかを使用します。channel-group

group-number mode on コマンドを使用してインターフェイスの EtherChannel モードがイネーブル化

されている場合、EtherChannel は機能しません。

EtherChannel ガードの設定ミスが検出されると、次のエラー メッセージが表示されます。

msgdef(CHNL_MISCFG, SPANTREE, LOG_CRIT, 0, "Detected loop due to etherchannel 
misconfiguration of %s %s")

設定ミスに関連するローカル ポートを判別するには、show interfaces statuserr-disabled コマンドを

入力します。リモート装置の EtherChannel 設定を調べるには、リモート装置上で show etherchannel

summary コマンドを入力します。

設定を訂正したら、対応付けられたポートチャネル インターフェイス上で shutdown および no

shutdown コマンドを入力します。

例 次に、EtherChannel ガードの設定ミスをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree etherchannel guard misconfig

Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show etherchannel summary チャネルの EtherChannel 情報を表示します。

show interfaces status err-disabled インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示

します。

shutdown インターフェイスをディセーブルにします。
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spanning-tree extend system-id
1024 個の MAC（メディア アクセス制御）アドレスをサポートするシャーシ上で、拡張システム ID

機能をイネーブルにするには、spanning-tree extend system-id コマンドを使用します。拡張システ

ム ID をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree extend system-id

no spanning-tree extend system-id

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト 1024 個の MAC アドレスを提供しないシステム上でイネーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco 7600 シリーズ ルータは 64 または 大 1024 個の MAC アドレスをサポートできます。64 個の

MAC アドレスを持つ Cisco 7600 シリーズ ルータの場合、STP（スパニングツリー プロトコル）は

拡張システム ID と MAC アドレスを使用して、VLAN（仮想 LAN）ごとに一意のブリッジ ID を作

成します。

64 個の MAC アドレスをサポートする Cisco 7600 シリーズ ルータでは、拡張システム ID をディセー

ブルにできません。

拡張システム ID をイネーブルまたはディセーブルにすると、すべてのアクティブな STP インスタ

ンスのブリッジ ID が更新されるため、これによってスパニングツリー トポロジーが変更される場

合があります。

例 次に、拡張システム ID をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree extend system-id 
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree guard
ガード モードをイネーブルまたはディセーブルにするには、spanning-tree guard コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree guard {loop | root | none}

no spanning-tree guard

シンタックスの説明

デフォルト ガード モードはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、ルート ガードをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree guard root
Router(config-if)#

関連コマンド

loop インターフェイスでループガード モードをイネーブルにします。

root インターフェイスでルートガード モードをイネーブルにします。

none ガード モードをなしに設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。

spanning-tree loopguard default 指定されたブリッジのすべてのポートで、ループ ガードをデ

フォルトでイネーブルにします。
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spanning-tree link-type
ポートのリンク タイプを設定するには、spanning-tree link-type コマンドを使用します。デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree link-type {point-to-point | shared}

no spanning-tree link-type

シンタックスの説明

デフォルト 明示的に設定しないかぎり、リンク タイプはデュプレックス設定から自動的に取得されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン RSTP+ 高速トランジションが機能するのは、2 つのブリッジ間のポイントツーポイント リンク上の

みです。

デフォルトでは、ポートのリンク タイプはデュプレックス モードから取得されます。つまり、全

二重ポートはポイントツーポイント リンクであるとみなされ、半二重コンフィギュレーションは共

有リンクであるとみなされます。

ポートを共有リンクに指定した場合は、デュプレックス設定に関係なく、RSTP+ 高速トランジショ

ンを使用できません。 

例 次に、ポートを共有リンクとして設定する例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree link-type shared
Router(config-if)# 

関連コマンド

point-to-point インターフェイスがポイントツーポイント リンクとなるように指定しま

す。

shared インターフェイスが共有メディアとなるように指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree interface スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree loopguard default
指定されたブリッジのすべてのポートで、ループ ガードをデフォルトでイネーブルにするには、

spanning-tree loopguard default コマンドを使用します。ループ ガードをディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree loopguard default

no spanning-tree loopguard default

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ループ ガードはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ループ ガードを使用すると、ブリッジ ネットワークのセキュリティがさらに向上します。また、単

一方向リンクの原因となる障害によって代替ポートまたはルート ポートが指定ポートとして使用

されることがなくなります。

ループ ガードが動作するのは、スパニングツリーがポイントツーポイントとみなすポート上のみで

す。

ループガード ポートを個別に設定すると、このコマンドが上書きされます。

例 次に、ループ ガードをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree loopguard default
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。

spanning-tree guard ガード モードをイネーブルまたはディセーブルにします。
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spanning-tree mode
PVST+、Rapid PVST、および MST モードを切り替えるには、spanning-tree mode コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mode [pvst | mst | rapid-pvst]

no spanning-tree mode

シンタックスの説明

デフォルト pvst

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 spanning-tree mode コマンドを使用して PVST+、Rapid PVST、および MST モードを切り替える作

業は、慎重に行ってください。このコマンドを入力すると、以前のモードのスパニングツリー イ
ンスタンスはすべて停止し、新しいモードで再開されます。このコマンドを使用すると、ユーザ

トラフィックが分断されることがあります。

例 次に、MST モードに切り替える例を示します。

Router(config)# spanning-tree mode mst
Router(config)#

次に、デフォルト モード（PVST+）に切り替える例を示します。

Router(config)# no spanning-tree mode
Router(config)#

関連コマンド

pvst （任意）PVST+ モード

mst （任意）MST モード

rapid-pvst （任意）Rapid PVST+ モード

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst 
任意の MST インスタンス（インスタンス ID が 0 の CIST を含む）のパス コストおよびポート プラ

イオリティ パラメータを設定するには、spanning-tree mst コマンドを使用します。デフォルト設定

に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mst instance-id {cost cost} | {port-priority prio}

no spanning-tree mst instance-id {cost | port-priority}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• cost はポート速度に依存します。インターフェイスが高速であるほど、コストは小さくなりま

す。MST では常に long パス コストが使用されます。

• prio は 128 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン cost cost 値が大きいほど、コストは大きくなります。cost 値を入力する場合は、エントリにカンマ

を含めないでください。たとえば、1,000 ではなく、1000 と入力します。

port-priority prio 値が高いほど、プライオリティは小さくなります。

例 次に、インターフェイスのパス コストを設定する例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree mst 0 cost 17031970
Router(config-if)# 

次に、インターフェイスのプライオリティを設定する例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree mst 0 port-priority 64
Router(config-if)# 

関連コマンド

instance-id インスタンス ID 番号。有効値は 0 ～ 15 です。

cost cost （任意）インスタンスのパス コスト。有効値は 1 ～ 200000000 です。

port-priority prio （任意）インスタンスのポート プライオリティ。有効値は 0 ～ 240 で、16

ずつ増分します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree port-priority 2 台のブリッジがルート ブリッジとなるために競合する場

合に、インターフェイスにプライオリティを設定します。
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spanning-tree mst configuration
MST コンフィギュレーション サブモードを開始するには、spanning-tree mst configuration コマン

ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mst configuration

no spanning-tree mst configuration

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、MST の設定値がすべてのパラメータのデフォルト値になります。

• VLAN（仮想 LAN）はどの MST インスタンスにもマッピングされません（すべての VLAN は
CIST インスタンスにマッピングされます）。

• リージョン名は空のストリングです。

• リビジョン番号は 0 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン MST の設定には、3 つの主要パラメータが使用されます。

• インスタンス VLAN マッピング ― instance コマンドを参照

• リージョン名 ― name（MST コンフィギュレーション サブモード）コマンドを参照

• コンフィギュレーション リビジョン番号（revision コマンドを参照）

abort および exit コマンドを使用すると、MST コンフィギュレーション サブモードを終了できま

す。2 つのコマンドの違いは、変更内容を保存するかどうかです。

exit コマンドは、MST コンフィギュレーション サブモードが終了する前に、すべての変更をコミッ

トします。セカンダリ VLAN が、対応付けられたプライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピ

ングされていない場合に、MST コンフィギュレーション サブモードを終了すると、警告メッセー

ジが表示され、対応付けられたプライマリ VLAN と同じインスタンスにマッピングされていないセ

カンダリ VLAN がリストされます。警告メッセージは次のとおりです。

These secondary vlans are not mapped to the same instance as their primary:
-> 3

abort コマンドは、変更をコミットしないで、MST コンフィギュレーション サブモードを終了しま

す。

MST コンフィギュレーション サブモード パラメータを変更すると、接続が切断されることがあり

ます。サービスが中断される回数を減らすには、MST コンフィギュレーション サブモードを開始

するときに、現在の MST コンフィギュレーションのコピーを変更します。コンフィギュレーショ

ンの編集が終了したら、exit キーワードを使用して、すべての変更を一度に適用するか、または

abort キーワードを使用して、変更をコンフィギュレーションにコミットしないで終了できます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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2 名のユーザがまったく同時に新しいコンフィギュレーションをコミットすることは通常ありませ

んが、その場合は次の警告メッセージが表示されます。

% MST CFG:Configuration change lost because of concurrent access

例 次に、MST コンフィギュレーション サブモードを開始する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst configuration
Router(config-mst)# 

次に、MST コンフィギュレーションをデフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no spanning-tree mst configuration
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

instance 1 つまたは 一連の VLAN を MST インスタンスにマッ

ピングします。

name（MST コンフィギュレーション サブ

モード）

MST リージョンの名前を設定します。

revision MST コンフィギュレーション リビジョン番号を設定

します。

show MST コンフィギュレーションを確認します。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst forward-time
Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの転送遅延タイマーを設定するには、

spanning-tree mst forward-time コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

spanning-tree mst forward-time seconds 

no spanning-tree mst forward-time

シンタックスの説明

デフォルト seconds は 15 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、転送遅延タイマーを設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst forward-time 20

Router(config)#

関連コマンド

seconds Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの転送遅延タイマー

の設定秒数。有効値は 4 ～ 30 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst hello-time
Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの hello タイム遅延タイマーを設定するには、

spanning-tree mst hello-time コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの

no 形式を使用します。

spanning-tree mst hello-time seconds

no spanning-tree mst hello-time

シンタックスの説明

デフォルト 2 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン hello-time 値を指定しない場合、この値はネットワークの直径から計算されます。

例 次に、hello タイム遅延タイマーを設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst hello-time 3

Router(config)#

関連コマンド

seconds Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの hello タイム遅延タ

イマーの設定秒数。有効値は 1 ～ 10 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst max-age
Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの有効期限タイマーを設定するには、

spanning-tree mst max-age コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no

形式を使用します。

spanning-tree mst max-age seconds

no spanning-tree mst max-age

シンタックスの説明

デフォルト 20 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、有効期限タイマーを設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst max-age 40

Router(config)#

関連コマンド

seconds Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのインスタンスの有効期限タイマー

の設定秒数。有効値は 6 ～ 40 秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst max-hops
BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）がドロップされるまでのリージョンの 大ホップ

数を指定するには、spanning-tree mst max-hops コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mst max-hops hopnumber 

no spanning-tree mst max-hops

シンタックスの説明

デフォルト 20 ホップ

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、 大ホップ数を設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst max-hops 25

Router(config)#

関連コマンド

hopnumber BPDU がドロップされるまでのリージョンの 大ホップ数。有効値は 1 ～

255 ホップです。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXF 大ホップ数を 40 ホップから 255 ホップに増やすように、このコマンド

が変更されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst pre-standard
先行標準 BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）のみを送信するようにポートを設定する

には、spanning-tree mst pre-standard コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mst pre-standard

no spanning-tree mst pre-standard

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、先行標準ネイバを自動的に検出します。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルト設定であっても、ポートは先行標準 BPDU と標準 BPDU の両方を受信できます。

先行標準 BPDU は、IEEE 規格が確定される前に作成された Cisco IOS MST の実装に基づいていま

す。標準 BPDU は、確定された IEEE 規格に基づいています。

先行標準 BPDU のみを送信するようにポートを設定した場合、show spanning-tree コマンドでは先

行標準フラグが表示されます。表示される先行標準フラグの種類は次のとおりです。

• Pre-STD（または pre-standard） ― ポートが先行標準 BPDU を送信するように設定されており、

このインターフェイス上で先行標準を使用する隣接ブリッジを検出した場合に表示されます。

• Pre-STD-Cf（または pre-standard (config)） ― ポートが先行標準 BPDU を送信するように設定さ

れていて、ポート上で先行標準 BPDU を受信しなかった場合、自動検出メカニズムに失敗した

場合、または（先行標準ネイバが存在しない場合であれば）誤設定を行った場合に表示されま

す。

• Pre-STD-Rx（または pre-standard (rcvd)） ― ポート上で先行標準 BPDU を受信したが、ポートは

先行標準 BPDU を送信するように設定されていない場合に表示されます。ポートは先行標準

BPDU を送信しますが、自動検出メカニズムのみに依存して先行標準ネイバと相互通信しない

ようポートの設定を変更することを推奨します。

MST コンフィギュレーションが先行標準と互換性がない場合（15 を超える値のインスタンス ID が

含まれる場合）、ポート上の STP コンフィギュレーションに関わらず標準 MST BPDU のみが送信さ

れます。

例 次に、先行標準 BPDU のみを送信するようにポートを設定する例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree mst pre-standard
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree mst root
インスタンスのプライマリ ルートとセカンダリ ルートを指定したり、ブリッジ プライオリティお

よびタイマー値を設定するには、spanning-tree mst root コマンドを使用します。デフォルト設定に

戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree mst instance-id root {{primary | secondary} | {priority prio}} [diameter dia 
[hello-time hello-time]]

no spanning-tree mst root

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• spanning-tree mst root にはデフォルト設定がありません。

• prio は 32768 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ブリッジ プライオリティは、4096 ずつ増分して設定できます。プライオリティを設定する場合、有

効値は 0、4096、8192、12288、16384、20480、24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、

53248、57344、および 61440 です。

スイッチをルートにする場合は、prio を 0 に設定します。

instance-id は単一インスタンス、またはインスタンスの範囲として入力できます（0-3、5、7-9 など）。

spanning-tree root secondary のブリッジ プライオリティ値は 16384 です。

diameter dia および hello-time hello-time キーワードおよび引数は、インスタンス 0 にのみ使用でき

ます。

hello-time 引数を指定しない場合、この引数はネットワークの直径から計算されます。

instance-id インスタンス ID 番号。有効値は 1 ～ 15 です。

primary スパニングツリー インスタンスのブリッジ ルートを作成するために必要

なプライオリティ（小さな値）を指定します。

secondary プライマリ ルートに障害が発生した場合のセカンダリ ルートとして機能

させるスイッチを指定します。

priority prio ブリッジ プライオリティを指定します。有効値および詳細については、「使

用上のガイドライン」を参照してください。

diameter dia （任意）ネットワーク直径に基づくブリッジのタイマー値を指定します。有

効値は、1 ～ 7 です。

hello-time hello-time （任意）ルート スイッチがコンフィギュレーション メッセージを生成する

間隔を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、ブリッジ プライオリティを設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst 0 root priority 4096
Router(config)# 

次に、ブリッジのプライオリティおよびタイマー値を設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst 0 root primary diameter 7 hello-time 2
Router(config)# spanning-tree mst 5 root primary
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。
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spanning-tree pathcost method
デフォルトのパス コスト計算方式を設定するには、spanning-tree pathcost method コマンドを使用

します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree pathcost method {long | short}

no spanning-tree pathcost method

シンタックスの説明

デフォルト short

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Cisco 7600 シリーズ ルータのすべてのスパニングツリー インスタンスに適用され

ます。

long パス コスト計算方式では、パス コスト計算に 32 ビットをすべて利用して、1 ～ 200000000 の

値を生成します。

short パス コスト計算方式（16 ビット）では、1 ～ 65535 の値が生成されます。

例 次に、デフォルトのパス コスト計算方式を long に設定する例を示します。

Router(config#) spanning-tree pathcost method long
Router(config#)

次に、デフォルトのパス コスト計算方式を short に設定する例を示します。

Router(config#) spanning-tree pathcost method short
Router(config#)

関連コマンド

long デフォルト ポート パス コスト用の 32 ビットベース値を指定します。

short デフォルト ポート パス コスト用の 16 ビットベース値を指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree portfast（インターフェイス コンフィギュレー

ション モード）
リンクがアップした時点で、インターフェイスがタイマーの経過を待たずにただちにフォワーディ

ング ステートに移行した場合、PortFast モードをイネーブルにするには、spanning-tree portfast コ

マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree portfast

spanning-tree portfast {disable | trunk}

no spanning-tree portfast

シンタックスの説明

デフォルト spanning-tree portfast default コマンドで設定された設定

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、エンド ステーションに接続されているインターフェイスにのみ使用してくださ

い。そうしないと、偶発的なトポロジー ループが原因でデータ パケット ループが発生し、Cisco

7600 シリーズ ルータおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。

リンクがアップすると、PortFast モードがイネーブルに設定されたインターフェイスは標準の転送

遅延時間の経過を待たずに、ただちにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行します。

no spanning-tree portfast コマンドは、慎重に使用してください。このコマンドは、spanning-tree

portfast default コマンドがイネーブルの場合は、PortFast をディセーブルにしません。

このコマンドには 4 つの状態があります。

• spanning-tree portfast ― 所定のポートで、PortFast を無条件にイネーブルにします。

• spanning-tree portfast disable ― 所定のポートで、PortFast を明示的にディセーブルにします。

このコンフィギュレーション行はデフォルトでないため、実行コンフィギュレーションに含ま

れます。

• spanning-tree portfast trunk ― トランク ポートに PortFast を設定できます。

（注） spanning-tree portfast trunk コマンドを入力すると、アクセス モードの場合でも、ポートは

PortFast に対応するように設定されます。

disable インターフェイスの PortFast をディセーブルにします。

trunk トランク モードの場合も、インターフェイスの PortFast をイネーブルにし

ます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• no spanning-tree portfast ― spanning-tree portfast default コマンドがグローバル コンフィギュ

レーション モードで定義されている場合、およびポートがトランク ポートでない場合に、

PortFast を暗黙的にイネーブルにします。PortFast をグローバルに設定しない場合、no
spanning-tree portfast コマンドは spanning-tree portfast disable コマンドと同様に機能します。

例 次に、PortFast モードをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree portfast
Router(config-if)#

関連コマンド

spanning-tree portfast bpdufilter default
すべての PortFast ポートで、BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをデ

フォルトでイネーブルにするには、spanning-tree portfast bpdufilter default コマンドを使用します。

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree portfast bpdufilter default

no spanning-tree portfast bpdufilter default

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン spanning-tree portfast bpdufilter コマンドは、PortFast ポートで BPDU フィルタリングをグローバル

にイネーブルにします。BPDU フィルタリングにより、ポートはすべての BPDU を送受信できなく

なります。

portfast bpdufilter default コマンドを無効にするには、インターフェイスごとに BPDU フィルタリ

ングを設定します。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。

spanning-tree portfast default すべてのアクセス ポートで PortFast をデフォルトでイネー

ブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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（注） BPDU フィルタリングをイネーブルにする場合は、慎重に行ってください。ポート単位のイネーブ

ル化とグローバルなイネーブル化では、機能が異なります。グローバルにイネーブル化されたBPDU
フィルタリングは、PortFast 動作ステートのポートにのみ適用されます。リンクがアップすると、

ポートは BPDU をいくつか送信してから、発信 BPDU を効率的にフィルタリングします。エッジ

ポートに着信した BPDU は、ただちに PortFast 動作ステータスを失い、BPDU フィルタリングが

ディセーブルになります。

BPDU フィルタリングがポート上でローカルにイネーブル化されている場合、Cisco 7600 シリーズ

ルータはこのポート上で BPDU を送受信できません。

注意 このコマンドは、慎重に使用してください。このコマンドを不正に使用すると、ブリッジング ルー

プが発生することがあります。

次に、BPDU フィルタリングをデフォルトでイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree bpdufilter インターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブル

にします。
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spanning-tree portfast bpduguard default
すべての PortFast ポートで、BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガードをデフォルトで

イネーブルにするには、spanning-tree portfast bpduguard default コマンドを使用します。デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree portfast bpduguard default

no spanning-tree portfast bpduguard default

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 このコマンドは、慎重に使用してください。このコマンドは、エンド ステーションに接続されて

いるインターフェイスにのみ使用してください。そうしないと、偶発的なトポロジー ループが原

因でデータ パケット ループが発生し、Cisco 7600 シリーズ ルータおよびネットワークの動作が妨

げられることがあります。

BPDU ガードは、BPDU を受信したポートをディセーブルにします。BPDU ガードが適用されるの

は、PortFast がイネーブルに設定されていて、PortFast 動作ステートになっているポートのみです。

例 次に、BPDU ガードをデフォルトでイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。

spanning-tree portfast bpduguard default インターフェイス上で BPDU ガードをイネーブル

にします。
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spanning-tree portfast default
すべてのアクセス ポートで、PortFast をデフォルトでイネーブルにするには、spanning-tree portfast

default コマンドを使用します。すべてのアクセス ポートで、PortFast をデフォルトでディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree portfast default

no spanning-tree portfast default

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 このコマンドは、慎重に使用してください。このコマンドは、エンド ステーションに接続されて

いるインターフェイスにのみ使用してください。そうしないと、偶発的なトポロジー ループが原

因でデータ パケット ループが発生し、Cisco 7600 シリーズ ルータおよびネットワークの動作が妨

げられることがあります。

リンクがアップすると、PortFast モードがイネーブルに設定されたインターフェイスは標準の転送

遅延時間の経過を待たずに、ただちにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行します。

インターフェイスごとに個別に PortFast モードをイネーブルにするには、spanning-tree portfast（イ

ンターフェイス コンフィギュレーション モード）コマンドを使用します。

例 次に、すべてのアクセス ポートで、PortFast をデフォルトでイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree portfast default
Router(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示し

ます。

spanning-tree portfast（インターフェイス コ

ンフィギュレーション モード）

PortFast モードをイネーブルにします。
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spanning-tree port-priority
2 台のブリッジがルート ブリッジとなるために競合している場合に、インターフェイスにプライオ

リティを設定するには、spanning-tree port-priority コマンドを使用します。設定されたプライオリ

ティによって、差が生じます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree port-priority port-priority

no spanning-tree port-priority

シンタックスの説明

デフォルト port-priority は 128 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

例 次に、インターフェイス Ethernet 2/0 のルートブリッジとしてスパニングツリー インスタンス 20 が

選択される頻度を高める例を示します。

Router(config-if)# spanning-tree port-priority 0
Router(config-if)#

関連コマンド

port-priority ポートのプライオリティ。有効値は 2 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。 

spanning-tree mst 任意の MST インスタンス（インスタンス ID が 0 の CIST を含む）

のパス コストおよびポート プライオリティ パラメータを設定しま

す。

spanning-tree vlan VLAN（仮想 LAN）単位で STP を設定します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
spanning-tree transmit hold-count

2-1082
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

spanning-tree transmit hold-count
送信ホールド カウントを指定するには、spanning-tree transmit hold-count コマンドを使用します。

デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree transmit hold-count value

no spanning-tree transmit hold-count

シンタックスの説明

デフォルト value ― 6

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドはすべてのスパニングツリー モードでサポートされます。

送信ホールド カウントの値により、1 秒休止する前に送信できる BPDU 数が決まります。

（注） このパラメータの値を大きくすると、特に Rapid-PVST モードで CPU 使用率に大きな影響がありま

す。このパラメータの値を小さくするとコンバージェンスに時間がかかることがあります。デフォ

ルトの設定から値を変更しないことを推奨します。

value 設定を変更する場合は、show running-config コマンドを入力して変更の検証を行ってくださ

い。

このコマンドを削除する場合は、show spanning-tree mst コマンドを使用して削除の検証を行って

ください。

例 次に、送信ホールド カウントを指定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree transmit hold-count 8
Router(config)# 

関連コマンド

value 1 秒休止する前に送信できる BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニッ

ト）数。有効値は 1 ～ 20 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。

show spanning-tree mst MST プロトコルに関する情報を表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
spanning-tree uplinkfast

2-1083
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

spanning-tree uplinkfast
UplinkFast をイネーブルにする場合は、spanning-tree uplinkfast コマンドを使用します。UplinkFast

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree uplinkfast [max-update-rate packets-per-second]

no spanning-tree uplinkfast [max-update-rate]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• UplinkFast はディセーブルです。

• packets-per-second は 150 パケット / 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、アクセス スイッチでのみ使用してください。

UplinkFast が設定されている場合は、このスイッチがルートとして選択されないように、ブリッジ

プライオリティは 49152 に変更されます。指定されたスパニングツリー インスタンスに属するすべ

てのスパニングツリー インターフェイスのインターフェイス パス コストも、すべて 3000 ずつ増分

します。

ルート インターフェイスの障害がスパニングツリーで検出されると、UplinkFast 機能はただちに代

替ルート インターフェイスに切り替えて、新しいルート インターフェイスを直接フォワーディン

グ ステートに移行させます。この間、トポロジー変更通知が送信されます。トポロジーの変更によ

る中断を 小限にするため、元のルート インターフェイスに対応付けられたアドレスを除き、転送

元ブリッジのステーション アドレスごとに、マルチキャスト パケットが 01-00-0C-CD-CD-CD に送

信されます。

spanning-tree uplinkfast max-update-rate コマンドを使用すると、UplinkFast がイネーブルになり（ま

だイネーブルでない場合）、更新パケットの送信速度が変更されます。デフォルト速度に戻すには、

このコマンドの no 形式を使用します。

例 次に、UplinkFast をイネーブルにして、 大速度を 200 pps に設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree uplinkfast max-update-rate 200
Router(config)# 

関連コマンド

max-update-rate 

packets-per-second
（任意）更新パケットの 大送信速度（パケット / 秒）を指定します。有

効値は 0 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。
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spanning-tree vlan
VLAN（仮想 LAN）単位で STP（スパニングツリー プロトコル）を設定するには、spanning-tree

vlan コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

spanning-tree vlan vlan-id [forward-time seconds | hello-time hello-time | max-age seconds | 
priority priority | protocol protocol | {root {primary | secondary} [diameter net-diameter 
[hello-time hello-time]]}]

no spanning-tree vlan vlan-id [forward-time | hello-time | max-age | priority | protocol | root] 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• forward-time ― 15 秒

• hello-time ― 2 秒

• max-age ― 20 秒

• priority ― IEEE STP がイネーブルの場合は 32768、STP がイネーブルの場合は 128

• protocol ― IEEE

• root ― STP ルートなし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

vlan-id VLAN ID 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

forward-time seconds （任意）STP 転送遅延時間を指定します。有効値は 4 ～ 30 秒です。

hello-time hello-time （任意）ルート スイッチで生成されるコンフィギュレーション メッセージ

の間隔（秒数）を指定します。有効値は 1 ～ 10 秒です。

max-age seconds （任意）BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）内の情報が有効で

ある 大期間（秒数）を指定します。有効値は 6 ～ 40 秒です。

priority priority （任意）STP ブリッジ プライオリティを指定します。有効値は 0 ～ 65535

です。

protocol protocol （任意）STP を指定します。有効値のリストについては、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

root primary （任意）このスイッチを強制的にルート ブリッジに設定します。

root secondary （任意）プライマリ ルートに障害が発生した場合に、このスイッチを強制

的にルート スイッチとして機能させます。

diameter net-diameter （任意）エンド ステーションの 2 つの接続ポイント間に存在するブリッジ

の 大数を指定します。有効値は 2 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン

注意 no spanning-tree vlan vlan-id コマンドを使用して、VLAN 上でスパニングツリーをディセーブルに

する場合は、VLAN 内のすべてのスイッチおよびブリッジでスパニングツリーがディセーブルであ

ることを確認してください。VLAN 内にスパニングツリーがディセーブルであるスイッチおよびブ

リッジのある場合、この VLAN 内の他のスイッチおよびブリッジのスパニング ツリーをイネーブ

ルにすることはできません。スパニングツリーがイネーブルであるスイッチおよびブリッジでは、

ネットワークの物理トポロジーに関する情報が不完全であるためです。

注意 物理的なループがないトポロジー内であっても、スパニングツリーをディセーブルにしないことを

推奨します。スパニングツリーは設定ミスやケーブル障害を防ぐ役割を果たします。VLAN 内に物

理的なループがないことが確認されるまで、VLAN 内のスパニングツリーをディセーブルにしない

でください。

max-age seconds が設定されている場合に、ブリッジが指定インターバル内にルート ブリッジから

BPDU を受信しない場合は、ネットワークが変更されているとみなされ、スパニングツリー トポロ

ジーが再計算されます。

protocol の有効値は dec（Digital STP）、ibm（IBM STP）、ieee（IEEE Ethernet STP）、および vlan-bridge

（VLAN Bridge STP）です。

spanning-tree root primary コマンドを入力すると、スイッチのブリッジ プライオリティが 8192 に

変更されます。spanning-tree root primary コマンドを入力したにもかかわらず、スイッチがルート

にならなかった場合は、このスイッチのブリッジ プライオリティが現在のブリッジのブリッジ プ

ライオリティよりも 100 だけ小さな値に変更されます。スイッチがルートにならない場合は、エ

ラーが発生します。

spanning-tree root secondary コマンドを入力すると、スイッチのブリッジ プライオリティは 16384

に変更されます。ルート スイッチに障害が発生した場合は、このスイッチが次のルート スイッチ

になります。

spanning-tree root コマンドは、バックボーン スイッチでのみ使用してください。

例 次に、VLAN 200 でスパニングツリーをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# spanning-tree vlan 200 
Router(config)# 

次に、スイッチを VLAN 10 のルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設定する例

を示します。

Router(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4
Router(config)# 

次に、スイッチを VLAN 10 のセカンダリ ルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径を 4 に

設定する例を示します。

Router(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary diameter 4 
Router(config)#
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関連コマンド

speed
イーサネット インターフェイスのポート速度を設定するには、speed コマンドを使用します。速度

設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

speed {10 | 100 | 1000} 

speed auto [speed-list]

speed [1000 | nonegotiate]

no speed

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定のリストについては、表 2-6 を参照してください。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 10/100 ポートには speed [10 | 100] コマンドを、10/100/1000 ポートには speed auto [10 100 [1000]] コ

マンドを、ギガビット イーサネット ポートには speed [1000 | nonegotiate] コマンドを使用してくだ

さい。

speed-list エントリはスペースで区切ります。

次の speed-list 設定がサポートされています。

• speed auto ― すべての速度をネゴシエートします。

• speed auto 10 100 ― 10 および 100 の速度のみをネゴシエートします。

• speed auto 10 100 1000 ― すべての速度をネゴシエートします。

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリー ステートに関する情報を表示します。

10 インターフェイスは 10 Mbps で伝送します。

100 インターフェイスは 100 Mbps で伝送します。

1000 （任意）インターフェイスは 1000 Mbps で伝送します。

auto 自動ネゴシエーション機能をイネーブルにします。

speed-list （任意）速度自動ネゴシエーション機能を特定の速度にします。有効値に

ついては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

nonegotiate （任意）ギガビット イーサネット ポート上でリンク ネゴシエーション プ

ロトコルをイネーブルまたはディセーブルにします。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX speed-list 引数が追加されるように、このコマンドが変更されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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リンク ネゴシエーションがイネーブルの場合は、2 つのギガビット イーサネット ポート間の速度、

デュプレックス、フロー制御、およびクロッキングのネゴシエーションが自動的にイネーブルにな

ります。

表 2-6 に、サポートされているコマンド オプションをインターフェイス別に示します。

インターフェイスの speed および duplex コマンドを手動で設定し、speed auto 以外の値（10 または

100 Mbps など）を入力した場合は、接続先インターフェイスの speed コマンドを適合する速度に設

定します。ただし、auto キーワードは使用しないでください。

10/100 Mbps または 10/100/1000 Mbps イーサネット インターフェイスでイーサネット インターフェ

イス速度を auto に設定すると、速度およびデュプレックスが両方とも自動ネゴシエーションされ

ます。

ギガビット イーサネット インターフェイスは全二重通信専用です。ギガビット イーサネット イン

ターフェイス、またはギガビット イーサネット用に設定された 10/100/1000 Mps インターフェイス

上では、デュプレックス モードを変更できません。

インターフェイス速度を手動で 10 Mbps または 100 Mbps に設定すると、インターフェイスのデュ

プレックス モードも設定するように指示するプロンプトが表示されます。

表 2-98 サポートされている speed コマンド オプション

インターフェイス
タイプ

サポートされてい
る構文  デフォルト設定 使用上のガイドライン

10/100 Mbps

モジュール

speed [10 | 100]

speed auto [10 | 100]

auto 速度が auto に設定されている場合

は、duplex を設定できません。

速度が 10 または 100 に設定されて

いる場合に、デュプレックスを設

定しないと、デュプレックスは half

に設定されます。

10/100/1000 Mbps

インターフェイス

speed auto [{10 100} 

[1000]]

auto 速度が auto に設定されている場合

は、duplex を設定できません。

速度が 10 または 100 に設定されて

いる場合に、デュプレックスを設

定しないと、デュプレックスはデ

フォルトで half に設定されます。

速度が 10 100 に設定されている場

合、インターフェイスはデフォル

トで半二重に設定されません。

100 Mbpsファイバ 

モジュール

出荷時の設定 該当なし

ギガビット イーサ

ネット モジュール

speed [1000 | 

nonegotiate]
速度が 1000 である

か、またはネゴシ

エ ー シ ョ ン が イ

ネーブルです。

速度、デュプレックス、フロー制

御、およびクロッキングのネゴシ

エーションがイネーブルです。

10 Mbps ポート 出荷時の設定 該当なし
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（注） Cisco 7600 シリーズ ルータは、いずれかの接続先インターフェイスが auto 以外の値に設定されて

いる場合、インターフェイスの速度およびデュプレックス モードを自動ネゴシエーションできま

せん。

注意 インターフェイス速度およびデュプレックス モードを変更すると、インターフェイスがシャット

ダウンされてから再びイネーブルになる場合があります。

ポート速度が 1000 に設定されている場合は、デュプレックス モードを half に設定できません。同

様に、モードが半二重に設定されている場合は、ポート速度を 1000 に設定できません。また、ポー

ト速度が auto に設定されている場合は、duplex コマンドは拒否されます。

表 2-7 に、duplex コマンドと speed コマンドの関係を示します。

例 次に、100 Mbps で伝送するようにインターフェイスを設定する例を示します。

Router(config-if)# speed 100
Router(config-if)#

関連コマンド

表 2-99 duplex コマンドと speed コマンドの関係

duplex コマンド speed コマンド システム アクション

duplex half または duplex full speed auto 速度とデュプレックス モードの両方を自動ネ

ゴシエーションします。

duplex half speed 10 強制的に 10 Mbps および半二重になります。

duplex full speed 10 強制的に 10 Mbps および全二重になります。

duplex half speed 100 強制的に 100 Mbps および半二重になります。

duplex full speed 100 強制的に 100 Mbps および全二重になります。

duplex full speed 1000 強制的に 1000 Mbps および全二重になります。

コマンド 説明

duplex インターフェイスにデュプレックス動作を設定します。

interface 設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
squeeze

2-1089
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

squeeze
フラッシュ ファイル システムをスクイーズしてフラッシュ ファイルを永続的に削除するには、

squeeze コマンドを使用します。

squeeze filesystem:

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン フラッシュ メモリがいっぱいの場合は、[deleted] とマークされたファイルで使用されているスペー

スを再利用できるように、ファイルを再配置する必要があります。

squeeze コマンドを入力すると、有効なすべてのファイルはフラッシュ メモリの先頭にコピーされ、

[deleted] とマークされたすべてのファイルは消去されます。[deleted] ファイルは回復不能になり、再

生されたフラッシュ メモリ スペースに書き込むことができます。

squeeze コマンドを使用すると、削除されたファイルを消去するだけでなく、[error] とマークされ

たすべてのファイルを消去することもできます。エラー ファイルは、ファイル書き込みに失敗した

場合（装置がいっぱいの場合など）に作成されます。エラー ファイルを消去するには、squeeze コ

マンドを使用する必要があります。スクイーズ動作ではフラッシュ メモリ スペースのほとんど全

体にわたって消去および書き込みが行われるため、数分間かかることがあります。

filesystem を入力するときは、コロンが必要です。

例 次に、フラッシュ メモリから [deleted] とマークされたファイルを永続的に消去する例を示します。

Router # squeeze flash:
Router # 

関連コマンド

filesystem: フラッシュ ファイル システム。有効値は bootflash: および flash: です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

delete フラッシュ メモリ デバイスまたは NVRAM（不揮発性 RAM）からファイ

ルを削除します。

dir ファイル システムのファイル リストを表示します。

undelete フラッシュ ファイル システム上で [deleted] とマークされているファイル

を復元します。
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ssl-proxy module allowed-vlan
SSL サービス モジュールに、トランク上で許可された VLAN（仮想 LAN）を追加するには、ssl-proxy

module allowed-vlan コマンドを入力します。指定された VLAN から SSL サービス モジュールを削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ssl-proxy module mod allowed-vlan vlan-id 

no ssl-proxy module mod allowed-vlan vlan-id 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、WLSM が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータのみです。

許可 VLAN のいずれか 1 つが、管理 VLAN である必要があります。

設定を確認するには、show spanning-tree vlan コマンドを入力します。

指定された VLAN のスパニングツリー ステートを表示するには、show ssl-proxy module state コマ

ンドを入力します。

例 次に、スロット 6 に挿入された SSL サービス モジュールを特定の VLAN に追加する例を示します。

Router (config)# ssl-proxy module 6 allowed-vlan 100
Router (config)# 

次に、指定された VLAN から SSL サービス モジュールを削除する例を示します。

Router (config)# no ssl-proxy module 6 allowed-vlan 100
Router (config)# 

関連コマンド

mod モジュール番号

vlan-id VLAN 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(18)SXD このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ssl-proxy module state 指定された VLAN のスパニングツリー ステートを表示しま

す。
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stack-mib portname
ポート名を示すストリングを指定するには、stack-mib portname コマンドを使用します。

stack-mib portname portname

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン stack-mib コマンドを使用してポートに名前ストリングを設定する処理は、CISCO-STACK-MIB の

portTable 内の portName MIB（管理情報ベース）オブジェクトに対応します。portName は 

CISCO-STACK-MIB の portTable 内の MIB オブジェクトです。このオブジェクトは、インターフェ

イスの機能を示す説明文として設定できます。

例 次に、ポートに名前を設定する例を示します。

Router(config-if)# stack-mib portname portal_to_paradise
Router(config-if)#

portname ポートの名前 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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standby delay minimum reload
HSRP グループを初期化するまでの遅延期間を設定するには、standby delay minimum reload コマン

ドを使用します。遅延期間をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

standby delay minimum [min-delay] reload [reload-delay]

no standby delay minimum [min-delay] reload [reload-delay]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• min-delay は 1 秒です。

• reload-delay は 5 秒です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン アクティブ ルータに障害が発生するか、またはネットワークから取り除かれた場合は、スタンバイ

ルータが自動的に新規のアクティブ ルータになります。元のアクティブ ルータがオンライン状態

に戻った場合は、standby preempt コマンドを使用して、このルータにアクティブ ルータとしての

機能を引き継がせるかどうかを制御できます。

ただし、standby preempt コマンドが設定されていない場合でも、元のアクティブ ルータをリロー

ドしてオンライン状態に戻すと、このルータはアクティブ ルータとしての機能を再開します。HSRP

グループの初期化の遅延期間を設定するには、standby delay minimum reload コマンドを使用しま

す。このコマンドを使用すると、ルータがアクティブな機能を再開するまで、パケットの通過を許

可する期間を設定できます。

standby timers コマンドがミリ秒単位で設定されている場合、またはスイッチの特定の VLAN（仮

想 LAN）インターフェイスに HSRP が設定されている場合は、standby delay minimum reload コマ

ンドを使用することを推奨します。

ほとんどの設定では、デフォルト値により、パケットが通過する十分な期間が設定されます。これ

より長い遅延期間を設定する必要はありません。

HSRP パケットがインターフェイスに着信すると、遅延はキャンセルされます。

例 次に、 小遅延を 30 秒に、 初のリロード後の遅延を 120 秒に設定する例を示します。

Router(config-if) # standby delay minimum 30 reload 120
Router(config-if) #

min-delay （任意）インターフェイスの起動後に HSRP グループの初期化を遅らせる

小期間（秒数）。この 小遅延は、以降のすべてのインターフェイス イ

ベントに適用されます。

reload-delay （任意）ルータのリロード後の遅延期間（秒数）。この遅延は、ルータのリ

ロード後の 初のインターフェイス起動イベントにのみ適用されます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

standby track
ホット スタンバイのプライオリティ変更が他のインターフェイスのアベイラビリティに基づくよ

うにインターフェイスを設定するには、standby track コマンドを使用します。グループのすべての

追跡コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

standby [group-number] track {interface-type interface-number | designated-router} 
[priority-decrement]

no standby group-number track

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• group は 0 です。

• priority-decrement は 10 です。

• designated-router キーワードはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

show standby delay 遅延期間に関する HSRP 情報を表示します。

standby preempt HSRP プリエンプションおよびプリエンプション遅延を設定します。

standby timers hello パケット間の時間、および他のルータがアクティブ ホット スタ

ンバイまたはスタンバイ ルータがダウンしたと宣言するまでの時間を

設定します。

group-number （任意）追跡を適用するインターフェイスのグループ番号。有効値は 0 ～

255 です。

interface-type 
interface-number

追跡するインターフェイス タイプと番号

designated-router 指定ルータの指定が解除された場合、アクティブ HSRP ルータが指定ルー

タになることを指定します。

priority-decrement （任意）インターフェイスがダウン（またはアップ）した場合にルータの

ホット スタンバイ プライオリティが減少（または増加）する量。有効値

は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン designated-router キーワードを入力する前に、新しい指定ルータの HSRP プライオリティが引き継

ぐ現在の指定ルータのものより高いことを確認する必要があります。

追跡しているインターフェイスがダウンした場合、priority-decrement 引数で指定した数だけホット

スタンバイ プライオリティが減少します。インターフェイスを追跡していない場合、そのステート

変更はホット スタンバイ プライオリティに影響しません。ホット スタンバイ用に設定されている

インターフェイスの場合、追跡するインターフェイスのリストを別に設定できます。

複数の追跡インターフェイスがダウンした場合、priority-decrement 値で設定されているかどうかに

より減少数が累積します。

IP アドレスが追跡インターフェイスでディセーブルの場合、そのインターフェイスはダウンしたも

のとみなされます。

このコマンドの no 形式を使用する場合、group-number を入力する必要があります。

HSRP を設定してインターフェイスを追跡していて、OIR（ホットスワップ）操作でそのインター

フェイスが物理的に取り外されたような場合、HSRP はインターフェイスが常時ダウンしていると

みなします。HSRP インターフェイス追跡コンフィギュレーションは削除できません。これを避け

るには、インターフェイスを物理的に取り外す前に no standby track interface-type interface-number

コマンドを使用します。

group-number 0 を入力すると、NVRAM（不揮発性 RAM）にグループ番号は書き込まれず、後方互

換性が保たれます。

例 次に、特定のインターフェイス上でグループ 1 用の HSRP 追跡をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# standby 1 track Ethernet0/2
Router(config-if)# 

次に、指定ルータの指定が解除された場合、アクティブ HSRP ルータが指定ルータになるように指

定する例を示します。

Router(config-if)# standby 1 track designated-router 15
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show standby HSRP 情報を表示します。
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standby use-bia
割り当て済みの MAC（メディア アクセス制御）アドレス（イーサネットおよび FDDI［ファイバ分

散データ インターフェイス］上）または機能アドレス（トークンリング上）の代わりに、インター

フェイスの Burned-In Address を仮想 MAC アドレスとして使用するように HSRP を設定するには、

standby use-bia コマンドを使用します。デフォルトの仮想 MAC アドレスに戻すには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

standby use-bia [scope interface]

no standby use-bia

シンタックスの説明

デフォルト HSRP はイーサネットおよび FDDI に割り当て済みの MAC アドレス、またはトークンリングの機能

アドレスを使用します。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、PFC2（ポリシー フィーチャ カード 2）が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータ

ではサポートされません。

PFC2 は 大で 16 の一意の HSRP グループ番号をサポートします。異なる VLAN（仮想 LAN）上で

同じ HSRP グループ番号を使用できます。17 以上の HSRP グループを設定する場合、この制約によ

り、VLAN 番号を HSRP グループ番号として使用することはできません。

（注） 同じ番号の HSRP グループは、同じ仮想 MAC アドレスを使用するため、ブリッジ グループを設定

する場合にエラーが発生することがあります。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、次の入力および出力カプセル化をサポートします。

• イーサネット V2.0（ARPA）

• 1 バイト コントロールを使用する 802.2 対応の 802.3（SAP1）

• 802.2 対応の 802.3 および SNAP

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは永続的にイネーブルです。したがって設定作業は不要です。

例 次に、仮想 IP アドレスにマッピングされる仮想 MAC アドレスとして、インターフェイスの

Burned-In Address を使用するように HSRP を設定する例を示します。

Router(config-if) # standby use-bia
Router(config-if) #

scope interface （任意）主要インターフェイスの代わりに入力されたサブインターフェイ

スに対して、このコマンドを設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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storm-control level
抑制レベルを設定するには、storm-control level コマンドを使用します。抑制モードをオフにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

storm-control {broadcast | multicast | unicast} level level[.level]

no storm-control {broadcast | multicast | unicast} level

シンタックスの説明

デフォルト すべてのパケットが渡されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、スイッチ ポートおよびルータ ポートに入力できます。

インターフェイス上でトラフィック ストーム制御をイネーブルにし、トラフィック ストーム制御

レベルを設定し、インターフェイス上でイネーブル化されたすべてのトラフィック ストーム制御

モードにトラフィック ストーム制御レベルを適用するには、storm-control level コマンドを使用し

ます。

3 つの抑制モードすべてで共有される抑制レベルは、1 つのみです。たとえば、ブロードキャスト

レベルを 30 に設定し、マルチキャスト レベルを 40 に設定した場合は、両方のレベルがイネーブル

になり、それぞれ 40 に設定されます。

Cisco 7600 シリーズ ルータがマルチキャストおよびユニキャスト トラフィック ストーム制御をサ

ポートするのは、ギガビット イーサネット LAN ポート上のみです。ブロードキャスト トラフィッ

ク ストーム制御はすべての LAN ポート上でサポートされます。

multicast および unicast キーワードがサポートされるのは、ギガビット イーサネット LAN ポート

のみです。これらのキーワードは、10 Mbps、10/100 Mbps、100 Mbps、または 10 ギガビット イー

サネット モジュールではサポートされません。

フラクショナル抑制レベルを入力するときは、ピリオドが必要です。

抑制レベルは、合計帯域幅に対するパーセントとして入力します。しきい値が 100% であれば、ト

ラフィックに対して制限が課せられていないことになります。しきい値が 0% または 0.0%（フラク

ショナル）であれば、指定されたすべてのトラフィックがポート上でブロックされることになりま

す（次の注意事項を参照）。

broadcast ブロードキャスト トラフィックを指定します。

multicast マルチキャスト トラフィックを指定します。

unicast ユニキャスト トラフィックを指定します。

level 整数の抑制レベル。有効値は 0 ～ 100% です。

.level （任意）フラクショナル抑制レベル。有効値は 0 ～ 99 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• 次のモジュール上では、0.33 またはそれより小さいフラクショナルレベル値は、0.0 と同じです。

－ WS-X6704-10GE

－ WS-X6748-SFP

－ WS-X6724-SFP

－ WS-X6748-GE-TX

• 他のすべてのモジュールで 0 を入力し、ポート上で指定されたすべてのトラフィックをブロッ

クします。

ドロップ数を表示するには、show interfaces counters broadcast コマンドを入力します。

イネーブル化された抑制モードおよびレベル設定を表示するには、show running-config コマンドを

入力します。

指定されたトラフィック タイプの抑制をオフにするには、次のいずれかを実行します。

• 指定されたトラフィック タイプの level を 100% に設定します。

• このコマンドの no 形式を使用します。

例 次に、抑制モードをイネーブルにして、抑制レベルを設定する例を示します。

Router(config-if)# storm-control broadcast level 30
Router(config-if)#

次に、抑制モードをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no storm-control multicast level
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces counters 物理インターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。
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switchport
レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチング特性を変更するには、switchport コマンドを

使用します（パラメータを指定しません）。インターフェイスをルーテッドインターフェイス ステー

タスに戻して、すべてのレイヤ 2 コンフィギュレーションを消去するには、このコマンドの no 形

式を使用します（パラメータを指定しません）。スイッチング特性を設定するには、switchport コマ

ンドを使用します（パラメータを指定します）。

switchport

switchport {host | nonegotiate} 

no switchport 

no switchport nonegotiate

シンタックスの説明

デフォルト プラットフォームまたはインターフェイス ハードウェアに対応するデフォルト VLAN（仮想 LAN）

は、デフォルトのアクセス VLAN およびトランク インターフェイス ネイティブ VLAN です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、キーワードを指定しない

で switchport コマンドを入力してから、キーワードを指定して別の switchport コマンドを入力する

必要があります。この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していな

い場合のみ必要となります。

no switchport コマンドを入力すると、ポートはシャットダウンして、再びイネーブル化されます。

この動作により、ポートが接続された装置にメッセージが生成されることがあります。

ポートの設定を 適化するために、switchport host コマンドはスイッチ ポート モードを access に

設定し、スパニングツリーの PortFast をイネーブルにし、チャネルのグループ化をディセーブルに

します。この設定を行えるのは、エンド ステーション上のみです。

スパニングツリー PortFast がイネーブルであるため、単一ホストに接続されたポートにのみ、

switchport host コマンドを入力する必要があります。他の Cisco 7600 シリーズ ルータ、ハブ、コン

セントレータ、スイッチ、およびブリッジを高速起動ポートに接続すると、一時的にスパニングツ

リー ループが発生することがあります。

パケット転送を開始するまでの期間を短縮するには、switchport host コマンドをイネーブルにしま

す。

switchport nonegotiate コマンドの no 形式は、nonegotiate ステータスを削除します。

host ホスト接続用にポート設定を 適化します。

nonegotiate 装置がこのインターフェイスのネゴシエーション プロトコルに関係しな

いように指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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nonegotiate キーワードを使用した場合は、インターフェイス上で DISL/DTP ネゴシエーション パ

ケットが送信されません。指定した mode パラメータ（access または trunk）に応じて、デバイス

がトランキングを行うかどうかが決まります。dynamic（auto または desirable）モードでこのコマ

ンドを実行しようとすると、エラーが戻されます。

ポートを SPAN（スイッチド ポート アナライザ）宛先ポートとして設定するには、ポートを強制的

にトランキングさせる必要があります。ポートを強制的にトランキングさせるには、switchport

nonegotiate コマンドを使用します。

例 次に、ポート インターフェイスがシスコ ルーテッド ポートとしての動作を停止して、レイヤ 2 ス

イッチド インターフェイスに変換されるように設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport
Router(config-if)#

（注） シスコ ルーテッド ポートをサポートしないプラットフォームでは、switchport コマンドを使用で

きません。このようなプラットフォームのすべての物理ポートは、レイヤ 2 スイッチド インター

フェイスとみなされます。

次に、ホスト接続用にポート設定を 適化する例を示します。

Router(config-if)# switchport host
switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
channel group will be disabled
Router(config-if)#

次に、スイッチド インターフェイスとして設定されたポート インターフェイスが、トランキング

モードをネゴシエーションしないように制限し、（mode の設定に応じて）トランクまたはアクセス

ポートとして動作するように設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport nonegotiate
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。
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switchport access vlan
インターフェイスがアクセス モードの場合に VLAN（仮想 LAN）を設定するには、switchport access

vlan コマンドを使用します。アクセス モード VLAN を装置の適切なデフォルト VLAN にリセット

するには、このコマンドの no 形式を使用します。 

switchport access vlan vlan-id

no switchport access vlan 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• プラットフォームまたはインターフェイス ハードウェアに対応するデフォルト VLAN は、ア

クセス VLAN およびトランク インターフェイス ネイティブ VLAN です。

• すべての VLAN リストには、すべての VLAN が含まれます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、キーワードを指定しない

で switchport コマンドを入力してから、switchport access vlan コマンドを入力する必要があります。

この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していない場合のみ、必要

となります。

no switchport コマンドを入力すると、ポートはシャットダウンして、再びイネーブル化されます。

この動作により、ポートが接続された装置にメッセージが生成されることがあります。

アクセス モード VLAN を装置に適したデフォルト VLAN にリセットするには、switchport access

vlan コマンドの no 形式を使用します。

例 次に、ポート インターフェイスがシスコ ルーテッド ポートとしての動作を停止して、レイヤ 2 ス

イッチド インターフェイスに変換されるように設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport
Router(config-if)#

（注） シスコ ルーテッド ポートをサポートしないプラットフォームでは、switchport コマンドを使用で

きません。このようなプラットフォームのすべての物理ポートは、レイヤ 2 スイッチド インター

フェイスとみなされます。

vlan-id インターフェイスがアクセス モードの場合の VLAN。有効値は 1 ～ 4094

です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、すでにスイッチド インターフェイスとして設定されたポート インターフェイスが、インター

フェイス コンフィギュレーション モード時に、プラットフォームのデフォルト VLAN でなく

VLAN 2 で動作するように設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport access vlan 2
Router(config-if)#

関連コマンド

switchport autostate exclude
VLAN（仮想 LAN）インターフェイス リンクアップの計算からポートを除外するには、switchport

autostate exclude コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

switchport autostate exclude

no switchport autostate exclude

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト すべてのポートは VLAN インターフェイス リンクアップの計算に含められます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、switchport autostate

exclude コマンドを入力する前に switchport コマンドをキーワードなしで入力する必要があります。

この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していない場合のみ必要と

なります。

（注） シスコ ルーテッド ポートをサポートしないプラットフォームでは、switchport コマンドを使用で

きません。このようなプラットフォームのすべての物理ポートは、レイヤ 2 スイッチド インター

フェイスとみなされます。

コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動

作ステータスを表示します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB このコマンドのサポートが Supervisor Engine 2 に追加されました。
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関連 VLAN に転送されているポートがある場合、MSFC に設定されている VLAN インターフェイ

スはアップしているとみなされます。VLAN 内のすべてのポートがダウンまたはブロックされてい

る場合、MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）の VLAN インターフェイスはダウン

しているとみなされます。アップしているとみなされている VLAN インターフェイスの場合、

VLAN のすべてのポートはアップしていて転送を実行している必要があります。VLAN インター

フェイス リンクアップの計算からポートを除外するために、switchport autostate exclude コマンド

を入力できます。

switchport autostate exclude コマンドは、VLAN に複数のポートがある場合、ポートをマークして

インターフェイス VLAN のアップの計算から除外します。

show interface interface switchport コマンドは、autostate モードが設定されている場合、それを表示

します。autostate モードが設定されていない場合、このモードは表示されません。

例 次に、ポートを VLAN インターフェイス リンクアップの計算から除外する例を示します。

Router(config-if)# switchport autostate exclude
Router(config-if)#

次に、ポートを VLAN インターフェイス リンクアップの計算に含める例を示します。

Router(config-if)# no switchport autostate exclude
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。
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switchport backup
インターフェイスを Flexlink バックアップ インターフェイスとして設定するには、switchport

backup コマンドを使用します。Flex Link をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

switchport backup interface interface-type interface-number

no switchport backup interface interface-type interface-number

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Flexlink をイネーブルにすると、アクティブ リンクとスタンバイ リンクの両方が物理的に動作状態

になり、相互にバックアップが提供されます。

Flexlink は、レイヤ 2 インターフェイス上でのみサポートされ、ルーテッド ポートではサポートさ

れません。

Flexlink は、復旧後に元のアクティブ インターフェイスに切り替わりません。

interface-number はモジュールおよびポート番号を指定します。有効値は、使用するシャーシおよび

モジュールによって異なります。たとえば、13 スロット シャーシに 48 ポート 10/100BASE-T イー

サネット モジュールが搭載されている場合、スロット番号の有効値は 1 ～ 13、ポート番号の有効

値は 1 ～ 48 です。

Flexlink はシンプルなアクセス トポロジーの提供を目的に設計されています（1 つのリーフノード

から 2 本のアップリンクへ）。Flexlink が正しく動作するためには、ワイヤリング クローゼットから

ディストリビューション / コア ネットワークまでの間にループがないことを確認する必要がありま

す。

直接接続されたリンクの障害の場合にのみ、Flexlink は他のトポロジーよりも高速にコンバージェ

ンスを行います。それ以外のネットワーク障害の場合では、Flexlink の高速コンバージェンス機能

による改善はありません。

LAN インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、switchport autostate

exclude コマンドを入力する前に switchport コマンドをキーワードなしで入力する必要があります。

この操作は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ入力していない場合のみ必要と

なります。

（注） シスコ ルーテッド ポートをサポートしないプラットフォームでは、switchport コマンドを使用で

きません。このようなプラットフォームのすべての物理ポートは、レイヤ 2 スイッチド インター

フェイスとみなされます。

interface interface-type 

interface-number
インターフェイス タイプと、モジュールおよびポート番号を指定して、

Flexlink バックアップ インターフェイスとして設定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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例 次に、特定のインターフェイス上で Flexlink をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# switchport backup interface fastethernet 4/1
Router(config-if)# 

次に、特定のインターフェイス上で Flexlink をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# switchport backup interface fastethernet 4/1
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport backup Flexlink のペアを表示します。
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switchport block unicast
不明のユニキャスト パケットを転送しないようにするには、switchport block unicast コマンドを使

用します。不明のユニキャスト パケットの転送を許可するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

switchport block unicast

no switchport block unicast

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 不明のユニキャストはブロックされません。

• 不明の MAC（メディア アクセス制御）アドレスを持つすべてのトラフィックは、すべてポー

トに送信されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイッチ ポートで不明のユニキャスト トラフィックをブロックできます。

不明のユニキャスト トラフィックのブロックは自動的にスイッチ ポートでイネーブルになってい

ません。明示的に設定する必要があります。

（注） パケットのブロックに関する詳細については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software 
Configuration Guide』を参照してください。

show interfaces interface-id switchport コマンドを入力して設定を確認することができます。

例 次に、インターフェイス上で不明のユニキャスト トラフィックをブロックする例を示します。

Router(config-if)# switchport block unicast
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。 

コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。
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switchport capture
VACL でフィルタリングされたトラフィックをキャプチャするようにポートを設定するには、

switchport capture コマンドを使用します。ポート上でキャプチャ モードをディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。 

switchport capture

no switchport capture

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 スイッチド インターフェイスとして設定するには、キーワード

を指定しないで switchport コマンドを入力してから、キーワードを指定して別の switchport コマン

ドを入力する必要があります。この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ

入力していない場合のみ、必要となります。

NAM（ネットワーク解析モジュール）に対する VACL キャプチャ機能は Supervisor Engine 720 上で

サポートされますが、IDSM-2 ではサポートされません。

switchport capture コマンドは、レイヤ 2 スイッチド インターフェイスにのみ適用されます。

WAN インターフェイスは、VACL のキャプチャ機能のみをサポートします。

no switchport コマンドを入力すると、ポートはシャットダウンして、再イネーブル化されます。こ

の動作により、ポートが接続された装置にメッセージが生成されることがあります。

switchport capture コマンドを入力するとインターフェイスにキャプチャ機能が設定され、キャプ

チャ ビットが設定されたパケットがインターフェイスで受信されるようになります。

switchport capture および switchport capture allowed vlan コマンドの入力順に制限はありません。

ポートをキャプチャ ポートに設定するには、引数を指定しないで switchport capture コマンドを入

力する必要があります。

キャプチャ ポートでは、キャプチャされたパケットの宛先 VLAN（仮想 LAN）を許可する必要が

あります。キャプチャ ポートをイネーブルにすると、デフォルトですべての VLAN からのパケッ

トが許可されます。キャプチャ ポートに本来設定されていたモードが解除され、キャプチャ モー

ドからモニタ モードに変わります。モニタ モードでは、キャプチャ ポートは以下のようになりま

す。

• 以前に属していた VLAN に属しません。

• 着信トラフィックを許可しません。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• トランキング カプセル化が ISL（スイッチ間リンク）または 802.1Q であった場合に、トラン

ク ポートからキャプチャ ポートをイネーブルにすると、キャプチャ ポートのカプセル化が保

護されます。キャプチャされたパケットは、対応するカプセル化タイプによってカプセル化さ

れます。アクセス ポートからキャプチャ ポートをイネーブルにした場合は、キャプチャされ

たパケットはカプセル化されません。

• no switchport capture コマンドを入力してキャプチャ機能をディセーブルにすると、ポートは

以前に設定されていたモード（アクセスまたはトランク）に戻ります。

• パケットがキャプチャされるのは、宛先 VLAN がキャプチャ ポート上で許可されている場合

のみです。

例 次に、VACL でフィルタリングされたトラフィックをキャプチャするようにインターフェイスを設

定する例を示します。

Router(config-if)# switchport capture 
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。

switchport capture allowed vlan VALC でフィルタリングされたトラフィックの宛先 VLAN

を指定します。
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switchport capture allowed vlan
VACL でフィルタリングされたトラフィックの宛先 VLAN（仮想 LAN）を指定するには、switchport

capture allowed vlan コマンドを使用します。設定された宛先 VLAN リストを消去して、デフォル

ト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport capture allowed vlan {add | all | except | remove} vlan-id [,vlan-id[,vlan-id[,...]]

no switchport capture allowed vlan

シンタックスの説明

デフォルト all 

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 スイッチド インターフェイスとして設定するには、キーワード

を指定しないで switchport コマンドを入力してから、キーワードを指定して別の switchport コマン

ドを入力する必要があります。この処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドをまだ

入力していない場合のみ、必要となります。

switchport capture allowed vlan コマンドは、レイヤ 2 スイッチド インターフェイスにのみ適用され

ます。

no switchport コマンドを入力すると、ポートはシャットダウンして、再イネーブル化されます。こ

の動作により、ポートが接続された装置にメッセージが生成されることがあります。

vlan-id は単一 VLAN、VLAN グループ、または両方を組み合わせて入力できます。たとえば、

switchport capture allowed vlan 1-1000, 2000, 3000-3100 のように入力します。

switchport capture および switchport capture allowed vlan コマンドの入力順に制限はありません。

ポートをキャプチャ ポートに設定するには、引数を指定しないで switchport capture コマンドを入

力する必要があります。

WAN インターフェイスは、VACL のキャプチャ機能のみをサポートします。

例 次に、指定された VLAN を追加して、VACL でフィルタリングされたトラフィックをキャプチャす

る例を示します。

Router(config-if)# switchport capture allowed vlan add 100
Router(config-if)#

add 現在のリストに指定された VLAN を追加します。

all 現在のリストにすべての VLAN を追加します。

except 指定された VLAN を除くすべての VLAN を追加します。

remove 現在のリストから指定された VLAN を削除します。

vlan-id ポートがキャプチャ モードの場合の許可 VLAN の VLAN ID。有効値は 1

～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

switchport dot1q ethertype
インターフェイスにプログラミングする EtherType 値を指定するには、switchport dot1q ethertype

コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport dot1q ethertype value

シンタックスの説明

デフォルト value は 0x8100 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン トランク ポートおよびアクセス ポートには、カスタム EtherType フィールド値を設定できます。

各ポートは、EtherType フィールド値を 1 つサポートします。カスタム EtherType フィールド値が設

定されたポートは、他の EtherType フィールド値が設定されたフレームをタグ付きフレームとして

認識しません。

注意 カスタム EtherType フィールド値が設定されたポートは、他の EtherType フィールド値が設定され

たフレームをタグなしフレームとみなします。カスタム EtherType フィールド値が設定されたトラ

ンク ポートは、他の EtherType フィールド値が設定されたタグ付きフレームをネイティブ VLAN
（仮想 LAN）に送信します。カスタム EtherType フィールド値が設定されたアクセス ポートまたは

トンネル ポートは、他の EtherType フィールド値が設定されたタグ付きフレームをアクセス VLAN
に送信します。

次のモジュールには、カスタム EtherType フィールド値を設定できます。

• スーパーバイザ エンジン

• WS-X6516A-GBIC

• WS-X6516-GBIC

コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。

value 802.1Q カプセル化用の EtherType 値。有効値は 0x600 ～ 0xFFFF です。

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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（注） WS-X6516A-GBIC および WS-X6516-GBIC モジュールは、設定済みのカスタム EtherType
フィールド値を、各ポートの ASIC（特定用途向け集積回路）でサポートされているすべて

のポートに適用します（1 ～ 8、9 ～ 16）。

• WS-X6516-GE-TX

• WS-X6748-GE-TX

• WS-X6724-SFP

• WS-X6704-10GE

• WS-X6816-GBIC

EtherChannel のポートには、カスタム EtherType フィールド値を設定できません。

カスタム EtherType フィールド値が設定されたポートから EtherChannel を形成することはできませ

ん。

例 次に、インターフェイスにプログラミングする EtherType 値を設定する例を示します。

Router (config-if)# switchport dot1q ethertype 1234
Router (config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。
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switchport mode
インターフェイス タイプを設定するには、switchport mode コマンドを使用します。モードを装置

に適したデフォルト モードにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport mode {access | trunk | {dynamic {auto | desirable}} | dot1q-tunnel}

switchport mode private-vlan {host | promiscuous}

no switchport mode

no switchport mode private-vlan

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• モードはプラットフォームごとに異なります。ワイヤリング クローゼット用のプラットフォー

ムでは dynamic auto に、バックボーン スイッチ用のプラットフォームでは dynamic desirable
になります。

• PVLAN ポートにはモードが設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン access モードを開始した場合、インターフェイスは永続的な非トランキング モードになり、近接イ

ンターフェイスがリンクから非トランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うよ

うにネゴシエートします。

trunk モードを開始した場合、インターフェイスは永続的なトランキング モードになり、近接イン

ターフェイスがリンクからトランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うように

ネゴシエートします。

dynamic auto モードを開始した場合に、近接インターフェイスが trunk または desirable モードに

設定されると、インターフェイスはリンクをトランク リンクに変換します。

access 単一の非トランキング、タグなし VLAN（仮想 LAN）レイヤ 2 イ

ンターフェイスを指定します。

trunk トランキング VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定します。

dynamic auto リンクをトランク リンクに変換するインターフェイスを指定しま

す。

dynamic desirable リンクからトランク リンクへの変換を積極的に試行するインター

フェイスを指定します。

dot1q-tunnel 802.1Q トンネリング インターフェイスを指定します。

private-vlan host アクティブなホスト PVLAN ポートになる、有効な PVLAN アソシ

エーションを持つポートを指定します。

private-vlan promiscuous アクティブなプロミスキャス ポートになる、有効な PVLAN マッピ

ングを持つポートを指定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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dynamic desirable モードを開始した場合に、近接インターフェイスが trunk、desirable、または auto

モードに設定されると、インターフェイスはトランク インターフェイスになります。

ポートがプロミスキャス ポートまたはホスト PVLAN ポートとして設定されていて、次のいずれか

の条件が適用される場合、ポートは非アクティブになります。

• ポートに PVLAN との有効なアソシエーションがない、またはマッピングが設定されていない。

• ポートが SPAN（スイッチド ポート アナライザ）宛先である。

プライベート ポートの PVLAN とのアソシエーションまたはマッピングを削除するか、またはプラ

イベート ポートを SPAN 宛先として設定した場合、削除されたプライベート ポートの PVLAN と

のアソシエーションやマッピング、または SPAN 宛先として設定されたプライベート ポートは非ア

クティブになります。

dot1q-tunnel モードを入力すると、プロトコル トンネリング インターフェイス上で BPDU（ブリッ

ジ プロトコル データ ユニット）フィルタがイネーブルになり、CDP（シスコ検出プロトコル）が

ディセーブルになります。

例 次に、インターフェイスを dynamic desirable モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport mode dynamic desirable
Router(config-if)#

次に、ポートを PVLAN ホスト モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport mode private-vlan host
Router(config-if)# 

次に、ポートを PVLAN プロミスキャス モードに設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show dot1q-tunnel 802.1Q トンネル対応ポートの一覧を表示します。

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステー

タスおよび動作ステータスを表示します。

switchport レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチン

グ特性を変更します。

switchport private-vlan host-association レイヤ 2 スイッチド インターフェイスのスイッチン

グ特性を変更します。

switchport private-vlan mapping プロミスキャス ポートの PVLAN マッピングを定義

します。
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switchport port-security
インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにするには、switchport port-security コマ

ンドを使用します。ポート セキュリティをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

switchport port-security

no switchport port-security

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート セキュリティを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトランクでサポートされてい

ます。

• Release 12.2(18)SXE より以前のリリースでは、ポート セキュリティがトランクでサポートされ

ていません。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 802.1Q トンネル ポートでサ

ポートされています。

• Release 12.2(18)SXE より以前のリリースでは、ポート セキュリティが 802.1Q トンネル ポート

でサポートされていません。

• セキュア ポートは、SPAN（スイッチ ポート アナライザ）の宛先ポートにできません。

• セキュア ポートは、EtherChannel に属することができません。

• セキュア ポートはトランク ポートにできません。

• セキュア ポートは、802.1X ポートにできません。セキュア ポートで 802.1X をイネーブルにし

ようとすると、エラー メッセージが表示され、802.1X はイネーブルになりません。802.1X 対

応ポートをセキュア ポートに変更しようとすると、エラー メッセージが表示され、セキュリ

ティ設定は変更されません。

例 次に、ポート セキュリティをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 では、次のようにこのコマンドが変更されました。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトラ

ンクでサポートされています。 

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが

802.1Q トンネル ポートでサポートされています。 
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次に、ポート セキュリティをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no switchport port-security
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show port-security ポート セキュリティ設定に関する情報を表示します。
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switchport port-security aging 
ポート セキュリティ エージングを設定するには、switchport port-security aging time コマンドを使

用します。エージングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport port-security aging {{time time} | {type {absolute | inactivity}}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• ディセーブル

• イネーブルにした場合、デフォルトは次のとおりです。

－ time は 0 です。

－ type は absolute です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート セキュリティを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトランクでサポートされてい

ます。Release 12.2(18)SXE より以前のリリースでは、ポート セキュリティがトランクでサポー

トされていません。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 802.1Q トンネル ポートでサ

ポートされています。Release 12.2(18)SXE より以前のリリースでは、ポート セキュリティが

802.1Q トンネル ポートでサポートされていません。

セキュア ポートで自動的に学習したアドレスに対して、2 種類のエージングのいずれかを選択でき

ます。

• 絶対エージングでは、エージング タイムが超過するとトラフィック パターンに関係なく MAC
（メディア アクセス制御）アドレスをタイムアウトします。このデフォルト設定はすべてのセ

キュア ポートに適用され、エージング タイムは 0 に設定されています。

time time すべてのアドレスが保護される期間を設定します。有効値は 1 ～ 1440 分

です。

type エージング タイプを指定します。

absolute 絶対エージングを指定します。詳細については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。

inactivity トラフィックがない場合にのみタイマーを開始することを指定します。詳

細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 では、次のようにこのコマンドが変更されました。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトラ

ンクでサポートされています。 

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 
802.1Q トンネル ポートでサポートされています。 

• type、absolute、および inactivity キーワードが追加されました。 
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• 非活動エージングでは、対応するホストからの非活動のエージング タイムが超過した場合のみ

MAC アドレスをタイムアウトします。

例 次に、エージング タイムを 2 時間に設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security aging time 120
Router(config-if)# 

次に、エージング タイムを 2 分に設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security aging time 2 
Router(config-if)# 

次に、ポートのエージング タイプを絶対エージングに設定する例を示します。

Router(config-if) switchport port-security aging type absolute 
Router(config-if)# 

次に、ポートのエージング タイプを非活動エージングに設定する例を示します。

Router(config-if) switchport port-security aging type inactivity
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show port-security ポート セキュリティ設定に関する情報を表示します。
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switchport port-security mac-address
セキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレスのリストに MAC アドレスを追加するには、

switchport port-security mac-address コマンドを使用します。セキュア MAC アドレス リストから

MAC アドレスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport port-security mac-address {mac-addr | {sticky [mac-addr]} [vlan vlan | vlan-list]

no switchport port-security mac-address mac-addr [vlan vlan | vlan-list]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定したセキュア MAC アドレス数が、すべてのインターフェイス上のセキュア MAC アドレスの

大数より少ない場合、残りの MAC アドレスはダイナミックに学習されます。

複数の MAC アドレスを削除するには、削除する MAC アドレスごとに、このコマンドの no 形式を

1 回ずつ入力する必要があります。

ポートが設定されてトランクとして動作する場合にのみ、vlan-list 引数が表示されます。switchport

mode trunk コマンドを入力したあとに switchport nonegotiate コマンドを入力します。

sticky キーワードは、ダイナミック MAC アドレスをインターフェイスでスティッキとして設定し

ます。スティッキ MAC アドレスは、特定のインターフェイスでスティッキのままにするために、

スタティック レイヤ 2 エントリを設定します。この機能は、MAC を移動したり、エントリを別の

インターフェイスから学習しないようにできます。

ポート セキュリティ機能がインターフェイスでイネーブルでない場合でも、スティッキ機能を設定

できます。これは、ポート セキュリティがインターフェイスでイネーブルになると動作するように

なります。

mac-addr インターフェイスの MAC アドレス。有効値は 1 ～ 1024 です。

sticky ダイナミック MAC アドレスをインターフェイスでスティッキとして設定

します。

vlan vlan | vlan-list （任意）VLAN（仮想 LAN）または VLAN 範囲を指定します。詳細につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 では、次のようにこのコマンドが変更されました。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトラ

ンクでサポートされています。 

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 
802.1Q トンネル ポートでサポートされています。 

• vlan vlan | vlan-list キーワードおよび引数が追加されました。

• sticky キーワードが追加されました。
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（注） スティッキがインターフェイスでイネーブルの場合のみ、switchport port-security mac-address 
sticky コマンドを入力できます。

ポート セキュリティがイネーブルの場合、スティッキ機能をディセーブルにすると、すべての設定

済みおよび学習済みスティッキ アドレスがコンフィギュレーションから削除されて、ダイナミック

セキュア アドレスに変換されます。

ポート セキュリティがディセーブルの場合、スティッキ機能をディセーブルにすると、すべての設

定済みおよび学習済みスティッキ アドレスがコンフィギュレーションから削除されます。

例 次に、セキュア MAC アドレスを設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security mac-address 1000.2000.3000
Router(config-if)#

次に、アドレス テーブルからセキュア MAC アドレスを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport port-security mac-address 1000.2000.3000
Router(config-if)#

次に、インターフェイス上でスティッキ機能をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 
Router(config-if)# 

次に、インターフェイス上でスティッキ機能をディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no switchport port-security mac-address sticky 
Router(config-if)# 

次に、特定の MAC アドレスをスティッキ アドレスにする例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001
Router(config-if)# 

次に、特定のスティッキ アドレスを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001
Router(config-if)# 

次に、インターフェイス上で設定されているすべてのスティッキおよびスタティック アドレスを削

除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport port-security mac-address
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show port-security ポート セキュリティ設定に関する情報を表示します。

clear port-security MAC アドレス テーブルから設定済みのセキュア MAC アドレスお

よびスティッキ MAC アドレスを削除します。
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switchport port-security maximum
Toポート上のセキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレスの 大数を設定するには、switchport

port-security maximum コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形

式を使用します。

switchport port-security maximum maximum [vlan vlan | vlan-list]

no switchport port-security maximum

シンタックスの説明

デフォルト vlan は 1 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを複数回入力した場合は、2 回め以降の入力によって、以前の maximum の値が上書き

されます。新しい maximum 引数がこのポートの現在のセキュア アドレス数よりも大きい場合、

maximum 値が増加します。

新しい maximum が元の maximum よりも小さく、元の maximum 上により多くのセキュア アドレス

が存在する場合、コマンドは拒否されます。

設定したセキュア MAC アドレス数が、ポートのセキュア MAC アドレス数の 大数より少ない場

合、残りの MAC アドレスはダイナミックに学習されます。

ポートでセキュア MAC アドレスの 大数に到達すると、VLAN 単位のポートの 大数が合計 大

数と異なっていても、これ以上アドレスを学習できません。

switchport port-security maximum maximum vlan vlan | vlan-list コマンドを入力して、特定の VLAN

のポートの 大セキュア MAC アドレス数を上書きできます。

vlan-list 引数を使用することにより、たとえば 1,7,9-15,17 のように、範囲、カンマ、およびデリミ

タ エントリを入力できます。

maximum インターフェイスのセキュア MAC アドレスの 大数。有効値は 1 ～ 4097

です。

vlan vlan | vlan-list （任意）VLAN（仮想 LAN）または VLAN 範囲を指定します。詳細につい

ては、「使用上のガイドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、 Supervisor Engine 720でのみ、次のように変更されました。

• セキュア MAC アドレスの 大数は 1024 から 4097 に変更されました。

• vlan vlan | vlan-list キーワードおよび引数が追加されました。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトラ

ンクでサポートされています。 

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 
802.1Q トンネル ポートでサポートされています。
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ポートが設定されてトランクとして動作する場合にのみ、vlan-list 引数が表示されます。switchport

mode trunk コマンドを入力した後に switchport nonegotiate コマンドを入力します。

例 次に、このポートで許可されているセキュア MAC アドレスの 大数を設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security maximum 5
Router(config-if)#

次に、特定の VLAN に設定されている 大数を上書きする例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security maximum 3 vlan 102
Router(config-if)#

関連コマンド

switchport port-security violation
セキュリティ違反が検出された場合に行うアクションを設定するには、switchport port-security

violation コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport port-security violation {shutdown | restrict | protect}

シンタックスの説明

デフォルト shutdown

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

show port-security ポートセキュリティ設定に関する情報を表示します。

shutdown セキュリティ違反がある場合、ポートをシャットダウンします。

restrict ポート セキュリティ プロセス レベルで非セキュア ホストからのすべての

パケットをドロップして、セキュリティ違反数を増加させます。

protect ポート セキュリティ プロセス レベルで非セキュア ホストからのすべての

パケットをドロップしますが、セキュリティ違反数は増加させません。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXE Supervisor Engine 720 では、次のようにこのコマンドが変更されました。

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティがトラ

ンクでサポートされています。 

• Release 12.2(18)SXE 以降のリリースでは、ポート セキュリティが 
802.1Q トンネル ポートでサポートされています。
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使用上のガイドライン セキュリティ違反が検出されると、次のアクションのいずれかが発生します。

• protect ― ポートのセキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレスの数がポートで許可され

ている 大限度に達すると、十分な数のセキュア MAC アドレスを削除しないかぎり、送信元

が不明なアドレスを持つパケットはドロップされます。

• restrict ― ポートのセキュリティ違反が発生すると、データが制限され、セキュリティ違反カウ

ンタの値が増加します。

• shutdown ― セキュリティ違反が発生すると、インターフェイスが errdisable になります。

（注） セキュア ポートが errdisable ステートの場合、errdisable recovery cause psecure-violation グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドを入力してこのステートを解除したり、またインターフェイ

ス コンフィギュレーション モードで shutdown および no shut down コマンドを入力して手動で再

びイネーブルにできます。

例 次に、セキュリティ違反が検出された場合に実行するアクションを設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport port-security violation restrict
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show port-security ポート セキュリティ設定に関する情報を表示します。
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switchport private-vlan host-association
独立ポートまたはコミュニティ ポートの PVLAN アソシエーションを定義するには、switchport

private-vlan host-association コマンドを使用します。ポートから PVLAN マッピングを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan host-association {primary-vlan-id} {secondary-vlan-id}

no switchport private-vlan host-association 

シンタックスの説明

デフォルト PVLAN は設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PVLAN ホスト モードでないポート上では、実行しても効果がありません。ポートが PVLAN ホス

ト モードであっても VLAN が存在しない場合は、コマンドを使用できますが、このポートは非ア

クティブになります。

セカンダリ VLAN は独立またはコミュニティ VLAN になる場合があります。

例 次に、プライマリ VLAN（VLAN 18）およびセカンダリ VLAN（VLAN 20）をポートに設定する例

を示します。

Router(config-if)# switchport private-vlan host-association 18 20
Router(config-if)# 

次に、ポートから PVLAN とのアソシエーションを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport private-vlan host-association
Router(config-if)# 

関連コマンド

primary-vlan-id PVLAN 関係におけるプライマリ VLAN（仮想 LAN）の番号。有効値は 1

～ 4094 です。

secondary-vlan-id プライベート PVLAN 関係におけるセカンダリ VLAN の番号。有効値は 1

～ 4094 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。

switchport mode このコマンドのインターフェイス タイプを設定します。
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switchport private-vlan mapping
プロミスキャス ポートの PVLAN マッピングを定義するには、switchport private-vlan mapping コ

マンドを使用します。プライマリ VLAN（仮想 LAN）からすべてのマッピングを削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan mapping {primary-vlan-id} {secondary-vlan-list} | {add secondary-vlan-list} 
| {remove secondary-vlan-list}

no switchport private-vlan mapping

シンタックスの説明

デフォルト PVLAN マッピングは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン PVLAN プロミスキャス モードでないポート上では、実行しても効果がありません。ポートが

PVLAN プロミスキャス モードであっても VLAN が存在しない場合は、コマンドを使用できますが、

このポートは非アクティブになります。

セカンダリ VLAN は独立またはコミュニティ VLAN になる場合があります。

例 次に、プライマリ VLAN 18 とセカンダリ独立 VLAN 20 のマッピングをポートに設定する例を示し

ます。

Router(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 20
Router(config-if)# 

次に、マッピングに VLAN を追加する例を示します。

Router(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 add 21
Router(config-if)# 

次に、ポートから PVLAN マッピングを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport private-vlan mapping
Router(config-if)# 

primary-vlan-id PVLAN 関係におけるプライマリ VLAN の番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

secondary-vlan-id プライベート PVLAN 関係におけるセカンダリ VLAN の番号。有効値は 1

～ 4094 です。

add セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN にマッピングします。

remove セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN のマッピングを消去します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
switchport trunk

2-1124
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

関連コマンド

switchport trunk
インターフェイスがトランキング モードの場合のトランクの特性を設定するには、switchport

trunk コマンドを使用します。すべてのトランキング特性をデフォルト設定に戻すには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

switchport trunk encapsulation {isl | {dot1q [ethertype value]} | negotiate}

switchport trunk native vlan vlan-id

switchport trunk allowed vlan vlan-list

switchport trunk pruning vlan vlan-list

no switchport trunk {encapsulation {isl | dot1q | negotiate}} | {native vlan} | {allowed vlan} | 
{pruning vlan}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• カプセル化タイプは、プラットフォームまたはインターフェイス ハードウェアによって決まり

ます。

• アクセス VLAN およびトランク インターフェイス ネイティブ VLAN は、プラットフォームま

たはインターフェイス ハードウェアに対応するデフォルト VLAN です。

• すべての VLAN リストには、すべての VLAN が含まれます。

• 802.1Q カプセル化に対応する ethertype value は 0x8100 です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド 説明

show interfaces private-vlan mapping VLAN SVI（スイッチ仮想インターフェイス）の

PVLAN マッピングに関する情報を表示します。

encapsulation isl トランクのカプセル化形式を ISL（スイッチ間リンク）に設定します。

encapsulation dot1q スイッチ ポートのカプセル化形式を 802.1Q に設定します。

ethertype value EtherType 値を設定します。有効値は 0x0 ～ 0x5EF-0xFFFF です。

encapsulation negotiate DISL および DTP ネゴシエーションでカプセル化形式が解決されない場

合に、ISL がカプセル化形式として選択されるように指定します。

native vlan vlan-id 802.1Q トランキング モードのトランクにネイティブ VLAN（仮想 LAN）

を設定します。有効値は 1 ～ 4094 です。

allowed vlan vlan-list トランキング モードの場合に、このインターフェイスをタグ付き形式で

送信する許可 VLAN。有効値は 1 ～ 4094 です。

pruning vlan vlan-list トランキング モードの場合に、VTP（VLAN トランキング プロトコル）

プルーニングがイネーブルに設定される VLAN のリスト。有効値は 1 ～

4094 です。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、GE レイヤ 2 WAN ポートではサポートされていません。

switchport trunk encapsulationコマンドがサポートされるのは、ISL と 802.1Q の両方の形式をサポー

トするプラットフォームおよびインターフェイス ハードウェアのみです。

ISL トランク カプセル化をサポートしないインターフェイスを含むポートチャネルに switchport

trunk encapsulation isl コマンドを入力すると、コマンドが拒否されます。

スパン宛先ポートが、トランク ポートまたはアクセス ポートであるインターフェイス上で

switchport trunk allowed vlan コマンドを入力できます。

（注） switchport trunk pruning vlan vlan-list コマンドは拡張範囲 VLAN をサポートしません。vlan-list の
有効値は 1 ～ 1005 です。

dot1q ethertype value キーワードおよび引数は、ポートチャネル インターフェイスではサポートさ

れません。このコマンドは各ポート インターフェイスにのみ入力できます。また、EtherType 設定

がそれぞれ異なるように、チャネル グループ内のポートを設定できます。

注意 ポートにカスタム EtherType 値を設定する場合は、慎重に行ってください。negotiate キーワードを

入力した場合に、DISL および DTP ネゴシエーションでカプセル化形式が解決されなければ、ISL
がカプセル化形式として選択され、セキュリティ リスクが生じることがあります。トランクのカ

プセル化形式をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ネイティブ モード VLAN を装置に適したデフォルト VLAN にリセットするには、native vlan コマ

ンドの no 形式を使用します。

リストをデフォルト リスト（すべての VLAN を許可）にリセットするには、allowed vlan コマンド

の no 形式を使用します。

リストをデフォルト リスト（すべての VLAN に VTP プルーニングを許可）にリセットするには、

pruning vlan コマンドの no 形式を使用します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 以下が追加されるように、このコマンドが変更されました。

• ISL トランク カプセル化の制限

• dot1q ethertype value キーワードおよび引数

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

12.2(18)SXD スパン宛先ポートが、トランク ポートまたはアクセス ポートであるイン

ターフェイス上で switchport trunk allowed vlan コマンドを入力できるよ

うに、このコマンドが変更されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、Supervisor Engine 720 の GE レイヤ 2 WAN ポートでのみ

サポートされていません。
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dot1q ethertype value コマンドの no 形式は、リストをデフォルト値にリセットします。

vlan-list のフォーマットは、all | none | add | remove | except vlan-list[,vlan-list...] です。説明を次に示

します。

• all ― 適切な VLAN をすべて指定します。このキーワードは、switchport trunk pruning vlan コ

マンドではサポートされません。

• none ― 空のリストを意味します。このキーワードは、switchport trunk allowed vlan コマンド

ではサポートされません。

• add ― 現在設定されている VLAN リストを置き換えないで、定義済み VLAN リストを追加し

ます。

• remove ― 現在設定されている VLAN リストを置き換えないで、リストから定義済み VLAN リ
ストを削除します。VLAN 1 は削除できます。トランクから VLAN 1 を削除した場合も、トラ

ンク インターフェイスは VLAN 1 の管理トラフィック（CDP 3［シスコ検出プロトコル 3］、

VTP、PAgP4［ポート集約プロトコル 4］、DTP など）を引き続いて送受信します。

（注） トランクから任意のデフォルト VLAN（1002 ～ 1005）を削除できます。この処理は以

前のリリースでは実行できません。

• except ― 定義済み VLAN リストを除く、計算する必要がある VLAN を示します。

• vlan-list は、1 ～ 4094 の単一の VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号で表した連続する VLAN
範囲です。小さい番号を先に配置し、ハイフンで連結した範囲は、このポートがトランキング

モードの場合の許可 VLAN の VLAN ID を表します。

スーパーバイザ エンジンと MSFC（マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード）の両方で Cisco ISO

ソフトウェアが稼働している Cisco 7600 シリーズ ルータを、Catalyst OS（オペレーティング システ

ム）が稼働している Cisco 7600 シリーズ ルータに接続する場合は、トランク上で予約されている

VLAN 範囲（1006 ～ 1024）をイネーブルにしないでください。これらの VLAN は、Catalyst OS を

実行する Cisco 7600 シリーズ ルータ専用です。これらをイネーブルにすると、Catalyst OS を実行す

る Cisco 7600 シリーズ ルータ間にトランキング チャネルが存在する場合に、ポートが errdisable ス

テートになる場合があります。

例 次に、スイッチド インターフェイスとして設定されたポート インターフェイスが、トランキング

モードのデフォルトのトランキング形式に関係なく、802.1Q トランキング形式でカプセル化される

ように設定する例を示します。

Router(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスお

よび動作ステータスを表示します。
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switchport vlan mapping
VLAN（仮想 LAN）original-vlan-id に着信したトラフィックを VLAN translated-vlan-id にマッピン

グし、VLAN translated-vlan-id が内部的にタグ付けされたトラフィックに VLAN original-vlan-id を

対応付けてから、トラフィックをポートから送信するには、switchport vlan mapping コマンドを使

用します。VLAN ペア間のマッピングを削除したり、スイッチ ポートに設定されたすべてのマッピ

ングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport vlan mapping original-vlan-id translated-vlan-id

no switchport vlan mapping {{original-vlan-id translated-vlan-id} | all}

シンタックスの説明

デフォルト どのスイッチ ポートにもマッピングは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

このコマンドは、GE レイヤ 2 WAN ポートではサポートされていません。

VLAN 変換を機能させるポート上で、VLAN 変換をイネーブルにする必要があります。VLAN 変換

をイネーブルにするには、switchport vlan mapping enable コマンドを使用します。

トランクから変換中の VLAN を削除しないでください。VLAN をマッピングする場合、両方の

VLAN がトラフィックを伝送するトランクで許可されていることを確認します。

表 2-100 に、VLAN 変換、VLAN 変換サポート タイプ、ポート グループ単位で設定できるポート

数、および VLAN 変換をサポートする各モジュールのトランク タイプを示します。

original-vlan-id 元の VLAN 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

translated-vlan-id 変換先 VLAN 番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

all スイッチ ポートに設定されたすべてのマッピングを削除します。

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(18)SXE このコマンドは、GE レイヤ 2 WAN ポートではサポートされていません。

表 2-100 VLAN 変換をサポートするモジュール

製品番号
VLAN 変換サポート 
タイプ

ポート グ
ループ数

ポート グループ
単位のポート範囲

ポート グループ
単位の変換数

VLAN 変換をサポー
トするトランク タイ
プ

WS-SUP720 ポート グループ単位 1 1-2 32 802.1Q

WS-X6704-10GE ポート単位 4 グループごとに 1

ポート

128 ISL および 802.1Q

WS-X6501-10GEX4 ポート単位 1 1 グループにつき

1 ポート

32 802.1Q

WS-X6502-10GE ポート単位 1 1 グループにつき

1 ポート

32 802.1Q
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switchport vlan mapping コマンドを使用して設定されたマッピングを有効にするには、スイッチ

ポートをトランク ポートとして動作させる必要があります。

ポートに設定された VLAN マッピングは、同じ ASIC（特定用途向け集積回路）上の他のすべての

ポートに適用できます。場合によっては、ASIC のいずれかのポートに設定されたマッピングによっ

て、同じ ASIC の別のポートに設定されたマッピングが上書きされることがあります。

ASIC がポート単位の VLAN マッピングをサポートしない場合、ポート VLAN マッピングはポート

ASIC のすべてのポートに適用されます。

ルータ ポートであるポート ASIC に VLAN マッピングを設定した場合は、ポートがスイッチ ポー

トにならないかぎり、ポート VLAN マッピングは無効です。

VLAN を伝達するトランク タイプに関係なく、任意の 2 つの VLAN をマッピングできます。

例 次に、元の VLAN を変換先 VLAN にマッピングする例を示します。

Router(config-if)# switchport vlan mapping 100 201
Router(config-if)#

次に、VLAN ペア間のマッピングを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport vlan mapping 100 201
Router(config-if)#

次に、スイッチ ポートに設定されたすべてのマッピングを削除する例を示します。

Router(config-if)# no switchport vlan mapping 100 201
Router(config-if)#

関連コマンド

WS-X6724-SFP ポート グループ単位 2 1 ～ 12、13 ～ 24 128 802.1Q

WS-X6816-GBIC ポート グループ単位 4 1 ～ 8、9 ～ 16 32 802.1Q

WS-X6516A-GBIC ポート グループ単位 2 1 ～ 8、9 ～ 16 32 802.1Q

WS-X6516-GBIC ポート グループ単位 2 1 ～ 8、9 ～ 16 32 802.1Q

WS-X6748-GE-TX ポート グループ単位 4 1 ～ 12、13 ～ 24、

25 ～ 36、37 ～ 48

128 ISL および 802.1Q

WS-X6516-GE-TX ポート グループ単位 2 1 ～ 8、9 ～ 16 32 802.1Q

WS-X6524-100FX-MM ポート グループ単位 1 1 ～ 24 32 ISL および 802.1Q

WS-X6548-RJ-45 ポート グループ単位 1 1 ～ 48 32 ISL および 802.1Q

WS-X6548-RJ-21 ポート グループ単位 1 1 ～ 48 32 ISL および 802.1Q

表 2-100 VLAN 変換をサポートするモジュール（続き）

製品番号
VLAN 変換サポート 
タイプ

ポート グ
ループ数

ポート グループ
単位のポート範囲

ポート グループ
単位の変換数

VLAN 変換をサポー
トするトランク タイ
プ

コマンド 説明

show interfaces vlan mapping ポートの VLAN マッピングのステータスを表示します。

show vlan mapping 802.1Q VLAN と ISL（スイッチ間リンク）VLAN のマッピン

グを記録します。

switchport vlan mapping enable スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをイネーブルにし

ます。
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switchport vlan mapping enable
スイッチ ポート単位で VLAN（仮想 LAN）マッピングをイネーブルにするには、switchport vlan

mapping enable コマンドを使用します。スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport vlan mapping enable

no switchport vlan mapping enable

デフォルト すべてのスイッチ ポートで VLAN マッピングはディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

（注） マッピングを設定するポートに、switchport vlan mapping enable コマンドを入力する必要がありま

す。

このコマンドをサポートするモジュールのリストについては、表 2-100 を参照してください。

switchport vlan mapping enable コマンドは、グローバル VLAN マッピング コマンドまたはスイッ

チポート VLAN マッピング コマンドのいずれによってマッピングが設定されているかに関係なく、

ハードウェア内の VLAN マッピング検索をイネーブルまたはディセーブルにします。

このコマンドは、ASIC（特定用途向け集積回路）単位の VLAN マッピングのみをサポートするハー

ドウェアで使用すると便利です。同じポート ASIC に接続されたポート上で、VLAN 変換を選択的

にオンまたはオフにできます。

例 次に、スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# switchport vlan mapping enable
Router(config-if)#

次に、スイッチ ポート単位で VLAN マッピングをディセーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no switchport vlan mapping enable
Router(config-if)#

リリース 変更内容

12.2(17b)SXA このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

switchport voice vlan
複数の VLAN（仮想 LAN）アクセス ポートに音声 VLAN を設定するには、switchport voice vlan コ

マンドを使用します。スイッチ ポートから音声 VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

switchport voice vlan {dot1p | none | untagged | vvid}

no switchport voice vlan

シンタックスの説明

デフォルト none

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

コマンド 説明

show interfaces vlan mapping ポートの VLAN マッピングのステータスを表示します。

show vlan mapping 802.1Q VLAN と ISL（スイッチ間リンク）VLAN のマッピング

を記録します。

switchport vlan mapping VLAN original-vlan-id に着信したトラフィックを VLAN

translated-vlan-id にマッピングし、VLAN translated-vlan-id が内

部的にタグ付けされたトラフィックに VLAN original-vlan-id

を対応付けてから、トラフィックをポートから送信します。

dot1p レイヤ 2 CoS（サービス クラス）値がタグ付けされた 802.1p フレームに音

声トラフィックを、デフォルト VLAN 内で伝送するように IP Phone を設

定する CDP（シスコ検出プロトコル）パケットを送信します。

none IP Phone がデフォルト VLAN 内で独自の設定を使用し、タグなし音声トラ

フィックを伝送できるようにします。

untagged デフォルト VLAN 内でタグなし音声トラフィックを伝送するように IP

Phone を設定する CDP パケットを送信します。

vvid 音声 VLAN の ID。有効値は 1 ～ 4094 です。レイヤ 2 CoS 値がタグ付けさ

れた 802.1Q フレームに音声トラフィックを、音声 VLAN 内で伝送するよ

うに IP Phone を設定する CDP パケットを送信します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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使用上のガイドライン デフォルトの Layer 2 CoS は 5 です。デフォルトのレイヤ 3 IP precedence は 5 です。

このコマンドは、音声 VLAN を作成しません。VLAN コンフィギュレーション モードで音声 VLAN

を作成するには、vlan（グローバル コンフィギュレーション モード） コマンドを入力します。VLAN

データベースにネイティブ VLAN と音声 VLAN を両方とも設定して、スイッチ ポートを複数の

VLAN アクセス モードに設定すると、このコマンドはスイッチ ポートを動作上の起動状態にしま

す。

dot1p を入力した場合、スイッチ ポートは 802.1p パケットのみを受信できます。

none を入力した場合、スイッチ ポートは VVID TLV を含む CDP パケットを送信しません。

untagged を入力した場合、スイッチ ポートはタグなしパケットのみを受信するようにイネーブル

なります。

vvid を入力した場合、スイッチ ポートは指定された vvid がタグ付けされたパケットを受信します。

例 次に、動作する複数の VLAN アクセス ポートを作成する例を示します。

Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# switchport access vlan 100
Router(config-if)# switchport voice vlan 101
Router(config-if)

次に、複数の VLAN アクセス ポートを標準アクセス ポートに変更する例を示します。

Router(config-if)# interface fastethernet5/1
Router(config-if)# no switchport voice vlan
Router(config-if)

関連コマンド コマンド 説明

switchport access vlan インターフェイスがアクセス モードの場合に VLAN を設定しま

す。

switchport mode インターフェイス タイプを設定します。
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sync-restart-delay
正確なステータス報告が行われるように同期再起動遅延タイマーを設定するには、

sync-restart-delay コマンドを使用します。

sync-restart-delay timer

シンタックスの説明

デフォルト timer は 210 ミリ秒です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドがサポートされるのは、ギガビット イーサネット ファイバ ポートのみです。

ステータス レジスタには、リンク パートナーの現在のステータスが記録されます。

例 次に、ギガビット イーサネットの同期再起動遅延タイマーを設定する例を示します。

Router(config-if)# sync-restart-delay 2000
Router(config-if)#

関連コマンド

timer ステータス レジスタのリセット間隔。有効値は 200 ～ 60000 ミリ秒です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show running-config モジュールまたはレイヤ 2 VLAN（仮想 LAN）のステータスおよび

コンフィギュレーションを表示します。
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system flowcontrol bus
FIFO（ファーストイン ファーストアウト）オーバーフロー エラー カウントを設定するには、system

flowcontrol bus コマンドを使用します。元の FIFO しきい値設定に戻すには、このコマンドの no 形

式を使用します。

[default] system flowcontrol bus {auto | on}

no system flowcontrol bus

シンタックスの説明

デフォルト auto

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） システム フロー制御は自動モードのままにし、シスコの TAC から通知があった場合のみ他のモー

ドを使用することを推奨します。

例 次に、FIFO オーバーフロー エラー カウントを 5 秒間隔でモニタし、FIFO オーバーフロー エラー

カウントが設定済みのエラーしきい値を超えた場合に警告メッセージを送信する例を示します。

Router(config)# system flowcontrol bus auto
Router(config)# 

次に、元の FIFO しきい値設定を指定する例を示します。

Router(config)# system flowcontrol bus on
Router(config)# 

default （任意）デフォルト設定を指定します。

auto FIFO オーバーフロー エラー カウントを 5 秒間隔でモニタし、FIFO オー

バーフロー エラー カウントが設定済みのエラーしきい値を超えた場合

に、警告メッセージを送信します。

on （任意）元の FIFO しきい値設定を指定します。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 および Supervisor

Engine 320 に追加されました。
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system jumbomtu
レイヤ 2 およびレイヤ 3 の 大パケット サイズを設定するには、system jumbomtu コマンドを使用

します。デフォルトの MTU（ 大伝送ユニット）設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

system jumbomtu mtu-size

no system jumbomtu

シンタックスの説明

デフォルト mtu-size は 9216 バイトです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン mtu-size パラメータは、イーサネット フレームの合計サイズでなく、イーサネット パケット サイズ

を指定します。system jumbomtu コマンドを入力すると、レイヤ 3 の MTU が変更されます。

system jumbomtu コマンドは、ポート ASIC（特定用途向け集積回路）のグローバル MTU をイネー

ブルにします。ポート ASIC 上でジャンボ フレームをイネーブルにすると、入力側では任意のサイ

ズのパケットが許可され、出力側では発信パケットがチェックされます。グローバル MTU を超え

る出力側のパケットは、ポート ASIC でドロップされます。

たとえば、VLAN（仮想 LAN）1 のポート A および VLAN 2 のポート B が存在する場合に、VLAN

1 および VLAN 2 を mtu9216 に設定し、system jumbomtu 4000 コマンドを入力すると、4000 バイ

トを超えるパケットは発信されなくなります。ポート B および A では、4000 バイトを超えるパケッ

トがすべてドロップされるためです。

例 次に、グローバル MTU サイズを 1550 バイトに設定する例を示します。

Router(config)# system jumbomtu 1550
Router(config)# end
Router# 

次に、MTU のデフォルト設定に戻す例を示します。

Router(config)# no system jumbomtu
Router(config)# 

関連コマンド

mtu-size レイヤ 2 およびレイヤ 3 パケットの 大サイズ。有効値は 1500 ～ 9216 バ

イトです。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

mtu 大パケットサイズまたは MTU サイズを調整します。

show interfaces 特定のインターフェイスで認識されるトラフィックを表示します。

show system jumbomtu グローバル MTU 設定を表示します。
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tcam priority
TCAM の入力時、またはラベルが枯渇した場合に、ソフトウェア転送用のインターフェイスのプラ

イオリティを設定するには、tcam priority コマンドを使用します。 

tcam priority {high | normal | low}

シンタックスの説明

デフォルト normal

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスは次の順序で選択されます。

1. VACL およびマルチキャストが設定されていないロー プライオリティ インターフェイス

2. VACL が設定されていない、マルチキャストによる承認済みのロー プライオリティ インター

フェイス

3. VACL が設定されている、マルチキャストによる承認済みのロー プライオリティ インターフェ

イス

4. ロー プライオリティ インターフェイス（マルチキャストによって承認されていない）

5. VACL およびマルチキャストが設定されていない標準プライオリティ インターフェイス

6. VACL が設定されていない、マルチキャストによる承認済みの標準プライオリティ インター

フェイス

7. VACL が設定されている、マルチキャストによる承認済みの標準プライオリティ インターフェ

イス

8. 標準プライオリティ インターフェイス（マルチキャストによって承認されていない）

9. VACL およびマルチキャストが設定されていないハイ プライオリティ インターフェイス

10. VACL が設定されていない、マルチキャストによる承認済みのハイ プライオリティ インター

フェイス

11. VACL が設定されている、マルチキャストによる承認済みのハイ プライオリティ インターフェ

イス

12. ハイ プライオリティ インターフェイス（マルチキャストによって承認されていない）

例 次に、プライオリティを設定する例を示します。

Router(config-if)# tcam priority low
Router(config-if)#

high プライオリティをハイに設定します。

normal プライオリティを標準に設定します。

low プライオリティをローに設定します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

test cable-diagnostics 
48 ポート 10/100/1000BASE-T モジュールの 10 ギガビット イーサネット リンクまたは銅線ケーブ

ルの状態をテストするには、test cable-diagnostics コマンドを使用します。

test cable-diagnostics tdr interface {interface interface-number}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ケーブル診断を行うと、ケーブル接続に問題があるかどうかを検出できます。

TDR テストに関する注意事項は次のとおりです。

• TDR は 長 115 m のケーブルをテストできます。

• TDR テストは、Release 12.2(17a)SX 以降のリリースが動作する Cisco 7600 シリーズ ルータの、

特定のモジュールでサポートされます。TDR をサポートするモジュールの一覧は、『Release
Notes for Cisco IOS Release 12.2 SX on the Catalyst 6500 and Cisco 7600 Supervisor Engine 720,

Supervisor Engine 32, and Supervisor Engine 2』を参照してください。

• interface interface の有効値は fastethernet および gigabitethernet です。

• ケーブルの両端で同時にテストを開始しないでください。ケーブルの両端で同時にテストを開

始すると、テストに失敗することがあります。

• ケーブル診断テスト中に、ポート設定を変更しないでください。不正なテスト結果が生じるこ

とがあります。

コマンド 説明

show tcam interface インターフェイスベースの TCAM に関する情報を表示します。

tdr 48 ポート 10/100/1000BASE-T モジュールの銅線ケーブルの TDR テストを

アクティブにします。

interface interface インターフェイス タイプを指定します。有効値については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

interface-number モジュールおよびポート番号

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。

12.2(17b)SXA 4 ポート 10GBASE-E シリアル 10 ギガビット イーサネット モジュール

（WS-X6704-10GE）をサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• TDR テストを実行する前に、インターフェイスを起動する必要があります。ポートがダウンし

ている場合、test cable-diagnostics tdr コマンドは拒否され、次のメッセージが表示されます。

Router# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet2/12
% Interface Gi2/12 is administratively down
% Use 'no shutdown' to enable interface before TDR test start.

• ポート速度が 1000 で、リンクがアップ状態の場合は、自動 MDIX（メディア依存型インター

フェイス クロスオーバー）機能をディセーブルにしないでください。

• 固定 10/100 ポートの場合は、TDR テストを実行する前に、ケーブルの両端で自動 MDIX をディ

セーブルにしてください。このようにしないと、不正な結果が生じることがあります。

• その他のすべての場合は、ケーブルの両端で自動 MDIX 機能をディセーブルにする必要があり

ます（no mdix auto コマンドを使用）。自動 MDIX をディセーブルにしないと、TDR テストが

妨害され、不正な結果が生じます。

• リンク パートナーで自動 MDIX がイネーブルになっている場合は、TDR ケーブル診断テスト

が妨害され、テスト結果が不正になることがあります。この問題を回避するには、リンク パー

トナーで自動 MDIX をディセーブルにしてください。

• ポート速度を 1000 から 10/100 に変更した場合は、no mdix auto コマンドを入力してから、TDR
テストを実行してください。speed 1000 コマンドを入力すると、no mdix auto コマンドが実行

されたかどうかに関係なく、自動 MDIX がイネーブルになります。

例 次に、TDR ケーブル診断を実行する例を示します。

Router # test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet2/1 
TDR test started on interface Gi2/1 
A TDR test can take a few seconds to run on an interface 
Use 'show cable-diagnostics tdr' to read the TDR results.
Router # 

関連コマンド コマンド 説明

clear cable-diagnostics tdr TDR をサポートする特定のインターフェイスまたはすべて

のインターフェイスをクリアします。

show cable-diagnostics tdr TDR ケーブル診断のテスト結果を表示します。
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time-range
時間範囲コンフィギュレーション モードをイネーブルにして機能（拡張アクセス リスト等）の時

間範囲を定義するには、time-range コマンドを使用します。時間制限をクリアするには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

time-range time-range-name 

no time-range time-range-name 

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン time-range エントリは名前で識別され、これを 1 つまたは複数の他のコンフィギュレーション コマ

ンドが参照します。複数の時間範囲が単一のアクセス リストなどの機能で実行されます。

time-range-name にはスペースや引用符を含めることができず、英字で開始する必要があります。

（注） 時間範囲を使用できるアクセス リストのタイプは、IP および IPX 拡張リストのみです。

各機能が実行される場合に、time-range コマンドを使用したあとに、periodic 時間範囲コンフィギュ

レーション コマンドまたは absolute 時間範囲コンフィギュレーション コマンドのいずれかを使用

するか、またはこれらのコマンドを組み合わせて使用します。任意の時間範囲で複数の periodic コ

マンドを使用できますが、absolute コマンドは 1 つのみです。

Tips 混乱を避けるために、複数の時間範囲と名前付きアクセス リストがある場合にはそれぞれ個別

の名前を使用します。

time-range-name 時間範囲名

リリース 変更内容

12.2(17a)SX このコマンドのサポートが Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 6 時まで HTTP トラフィックを拒否し、UDP（ユーザ

データグラム プロトコル）トラフィックを土曜日および日曜日の正午から深夜まで許可する例を示

します。

Router(config)# time-range no-http
Router(config)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
Router(config)# time-range udp-yes
Router(config)# periodic weekend 12:00 to 24:00
!
Router(config)# ip access-list extended strict
Router(config)# deny tcp any any eq http time-range no-http
Router(config)# permit udp any any time-range udp-yes
!
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config)# ip access-group strict in

関連コマンド コマンド 説明

absolute 時間範囲が実行される場合に絶対時間を指定します。

ip access-list IP アクセス リストを名前で定義します。

periodic 時間範囲をサポートする機能に時間範囲の繰り返し（毎週）を指定します。

permit（IP） 名前付き IP アクセス リストの条件を設定します。
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traceroute mac
パケットが使用する、指定した送信元から指定した宛先へのレイヤ 2 パスを表示するには、

traceroute mac コマンドを使用します。

traceroute mac source-mac-address {destination-mac-address | {interface type interface-number 
destination-mac-address}} [vlan vlan-id] [detail]

traceroute mac interface type interface-number source-mac-address {destination-mac-address | 
{interface type interface-number destination-mac-address}} [vlan vlan-id] [detail]

traceroute mac ip {source-ip-address | source-hostname} {destination-ip-address | 
destination-hostname} [detail]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされま

せん。

VLAN ID を入力するときに先行ゼロを使用しないでください。

レイヤ 2 traceroute を適切に機能させるために、ネットワークのスイッチで CDP（シスコ検出プロ

トコル）をイネーブルにする必要があります。CDP をディセーブルにしないでください。

スイッチがレイヤ 2 traceroute をサポートしないレイヤ 2 パスでデバイスを検出すると、スイッチは

レイヤ 2 トレース クエリーの送信を続けてタイムアウトにします。

パスで識別される 大ホップ数は 10 です。

source-mac-address 16 進数表記の送信元スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アド

レス

destination-mac-address 16 進数表記の宛先スイッチの MAC アドレス

interface type MAC アドレスのあるインターフェイスを指定します。有効値は

FastEthernet、GigabitEthernet、および Port-channel です。

interface-number モジュールとポート番号、またはポート チャネル番号。ポート チャネ

ルの有効値は 1 ～ 282 です。

vlan vlan-id （任意）パケットが使用する、送信元スイッチから宛先スイッチへのレ

イヤ 2 パスをトレースする VLAN（仮想 LAN）を指定します。

detail （任意）レイヤ 2 トレースに関する詳細情報を表示します。

ip MAC アドレスが存在する IP アドレスを指定します。

source-ip-address 32 ビットのドット付き 10 進表記の、送信元スイッチの IP アドレス

source-hostname 送信元スイッチの IP ホスト名

destination-ip-address 32 ビットのドット付き 10 進表記の、宛先スイッチの IP アドレス

destination-hostname 宛先スイッチの IP ホスト名

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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レイヤ 2 traceroute はユニキャスト トラフィックのみをサポートします。マルチキャスト送信元ま

たは宛先 MAC アドレスを指定する場合、物理パスが識別されず、メッセージが表示されます。

指定した送信元アドレスまたは宛先アドレスが同じ VLAN に属している場合、traceroute mac コマ

ンドの出力はレイヤ 2 パスを表示します。別の VLAN に属する送信元 MAC アドレスと宛先 MAC

アドレスを指定する場合、レイヤ 2 パスが識別されず、メッセージが表示されます。

送信元 MAC アドレスまたは宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属している場合、送信元 MAC

アドレスと宛先 MAC アドレスの両方が属する VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定し

ない場合、パスが識別されず、メッセージが表示されます。

複数のデバイスがハブを介して 1 つのポートに接続されている場合（たとえば、複数の CDP ネイ

バが 1 つのポートで検出される）、レイヤ 2 traceroute ユーティリティがそのホップで中断してエ

ラー メッセージが表示されます。

この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。

例 次に、レイヤ 2 パスに関する詳細情報を表示する例を示します。

Router# traceroute mac 0001.0000.0204 0001.0000.0304 detail 
Source 0001.0000.0204 found on VAYU[WS-C6509] (2.1.1.10)
1 VAYU / WS-C6509 / 2.1.1.10 :
Gi6/1 [full, 1000M] => Po100 [auto, auto]
2 PANI / WS-C6509 / 2.1.1.12 :
Po100 [auto, auto] => Po110 [auto, auto]
3 BUMI / WS-C6509 / 2.1.1.13 :
Po110 [auto, auto] => Po120 [auto, auto]
4 AGNI / WS-C6509 / 2.1.1.11 :
Po120 [auto, auto] => Gi8/12 [full, 1000M]
Destination 0001.0000.0304 found on AGNI[WS-C6509] (2.1.1.11)
Layer 2 trace completed.
Router# 

次に、スイッチが送信元スイッチに接続されていない場合の出力例を示します。

Router# traceroute mac 0000.0201.0501 0000.0201.0201 detail
Source not directly connected, tracing source .....
Source 0000.0201.0501 found on con5[WS-C6509] (2.2.5.5)
con5 / WS-C6509 / 2.2.5.5 :
        Fa0/1 [auto, auto] =>Gi0/1 [auto, auto]
con1 / WS-C6509 / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] =>Gi0/2 [auto, auto]
con2 / WS-C6509 / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] =>Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C6509] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.
Router# 

次に、スイッチが送信元 MAC アドレスの宛先ポートを検出できない場合の出力例を示します。

Router# traceroute mac 0000.0011.1111 0000.0201.0201
Error:Source Mac address not found. 
Layer2 trace aborted.
Router# 

次に、送信元および宛先デバイスが別の VLAN にある場合の出力例を示します。

Router# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0301.0201
Error:Source and destination macs are on different vlans. 
Layer2 trace aborted.
Router# 
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次に、宛先 MAC アドレスがマルチキャスト アドレスの場合の出力例を示します。

Router# traceroute mac 0000.0201.0601 0100.0201.0201
Invalid destination mac address
Router# 

次に、送信元および宛先スイッチが複数の VLAN に属している場合の出力例を示します。

Router# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201
Error:Mac found on multiple vlans.
Layer2 trace aborted.
Router# 

次に、送信元および宛先スイッチのインターフェイスを指定してレイヤ 2 パスを表示する例を示し

ます。

Router# traceroute mac interface fastethernet0/1 0000.0201.0601 interface 
fastethernet0/3 0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C6509] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Fa0/1 =>Fa0/3
con5                 (2.2.5.5        )  :    Fa0/3 =>Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  :    Gi0/1 =>Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  :    Gi0/2 =>Fa0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C6509] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed
Router# 

次に、詳細な traceroute 情報を表示する例を示します。

Router# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.22.22 detail
Translating IP to mac..... 
2.2.66.66 =>0000.0201.0601
2.2.22.22 =>0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C6509] (2.2.6.6)
con6 / WS-C6509 / 2.2.6.6 :
        Fa0/1 [auto, auto] =>Fa0/3 [auto, auto]
con5 / WS-C6509 / 2.2.5.5 :
        Fa0/3 [auto, auto] =>Gi0/1 [auto, auto]
con1 / WS-C6509 / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] =>Gi0/2 [auto, auto]
con2 / WS-C6509 / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] =>Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C6509] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.
Router# 

次に、送信元および宛先ホスト名を指定してレイヤ 2 パスを表示する例を示します。

Router# traceroute mac ip con6 con2
Translating IP to mac ..... 
2.2.66.66 =>0000.0201.0601
2.2.22.22 =>0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6
con6 (2.2.6.6) :Fa0/1 =>Fa0/3
con5                 (2.2.5.5        )  :    Fa0/3 =>Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  :    Gi0/1 =>Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  :    Gi0/2 =>Fa0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2
Layer 2 trace completed
Router# 
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次に、ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）が送信元 IP アドレスと対応する MAC アド

レスを関連付けできない場合の出力例をを示します。

Router# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.77.77
Arp failed for destination 2.2.77.77.
Layer2 trace aborted.
Router# 

track interface
トラッキングするインターフェイスを設定し、トラッキング コンフィギュレーション モードを開

始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで track interface コマンドを使用します。

トラッキングを解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}

no track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}

シンタックスの説明

デフォルト インターフェイスをトラッキングしません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドでは、クライアントにステート値をレポートします。トラッキングされる IP ルーティ

ング オブジェクトは、次の条件が満たされるとアップとみなされます。

• インターフェイス上で IP ルーティングがイネーブルで、かつアクティブ

• インターフェイスの回線プロトコルのステートがアップ

• インターフェイスの IP アドレスが既知。IP アドレスは設定されているか、あるいは Dynamic
Host Configuration Protocol（DHCP）または IP Control Protocol（IPCP）ネゴシエーションを介し

て受け取っています。

インターフェイスの IP ルーティングは、次のいずれかの条件が満たされると停止します。

• IP ルーティングがグローバルにディセーブル

• インターフェイスの回線プロトコル ステートがダウン

• インターフェイスの IP アドレスが不明。IP アドレスは設定されていないか、あるいは DHCP
または IPCP ネゴシエーションを介して受け取っていません。

object-number トラッキングするインターフェイスを表すオブジェクト番号。有効値は 1

～ 500 です。

type number 追跡するインターフェイス タイプと番号 

line-protocol インターフェイスの回線プロトコル ステートをトラッキングします。

ip routing IP ルーティングがイネーブルかどうか、IP アドレスがインターフェイス

上に設定されているかどうか、そしてインターフェイスのステートがアッ

プかどうかをトラッキングしてから、トラッキング クライアントにイン

ターフェイスがアップであることをレポートします。

リリース 変更内容

12.2(18)SXF このコマンドは Cisco 7600 シリーズ ルータに追加されました。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
track interface

2-1144
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

type number 値の間にスペースは不要です。

状況によっては、track interface ip routing コマンドを使用してインターフェイスの IP ルーティン

グ ステートをトラッキングしたほうが、track interface line-protocol コマンドを使用して回線プロ

トコル ステートを単にトラッキングするよりも効果的な場合があります。これは特に、IP アドレ

スがネゴシエートされるインターフェイスに当てはまります。たとえば、PPP（ポイント ツー ポイ

ント プロトコル）を使用するシリアル インターフェイスでは、回線プロトコルはアップ状態（Link

Control Protocol［LCP; リンク コントロール プロトコル］ネゴシエーションが成功）でも、IP はダ

ウン状態（IPCP ネゴシエーションが失敗）の可能性があります。

track interface ip routing コマンドでは、次の方法で取得した IP アドレスを持つインターフェイス

のトラッキングをサポートしています。

• 標準の IP アドレス設定

• PPP/IPCP

• DHCP

• unnumbered インターフェイス

例 次に、シリアル インターフェイス 1/0 の IP ルーティング機能を把握するトラッキング プロセスを

設定する例を示します。

Router(config)# track 1 interface serial1/0 ip routing
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show track HSRP トラッキング情報を表示します。
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transceiver type all monitoring
すべてのトランシーバのモニタリングをイネーブルにするには、transceiver type all monitoring コ

マンドを使用します。モニタリングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

transceiver type all monitoring

no transceiver type all monitoring

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン transceiver type all monitoring コマンドを使用すると、すべてのトランシーバ タイプのモニタリン

グ（DOM 情報の収集、しきい値超過の評価など）ができます。

（注） no transceiver type all monitoring コマンドを使用すると snmp-server enable traps transceiver type all
コマンドは無効になり、SNMP トラップの生成は許可されません。

例 次に、すべてのトランシーバ タイプのモニタリングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# transceiver type all monitoring
Router(config)#

次に、すべてのトランシーバ タイプのモニタリングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no transceiver type all monitoring
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

snmp-server enable traps transceiver type all すべてのトランシーバ タイプに対して、サポート

するすべての SNMP トランシーバ トラップをイ

ネーブルにします。
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tunnel udlr address-resolution
UDL 上で ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）および NHRP の転送をイネーブルにする

には、tunnel udlr address-resolution コマンドを使用します。転送をディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

tunnel udlr address-resolution

no tunnel udlr address-resolution

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のモジュールでのみサポートされています。

• WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

• WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

UDLR バックチャネル トンネルは、IPv6 をサポートしません。

このコマンドをサポートするのは、ダウンストリーム ルータの送信専用トンネル インターフェイ

スのみです。

非物理インターフェイスには、ソフトウェアベースの UDE を設定できません。

UDL（イーサネット インターフェイス 0）上のアップストリーム ルータから受信される ARP アド

レス解決要求は、レシーバーの送信専用トンネルに対して応答されます。ARP 要求は送信専用トン

ネル上でダウンストリーム ルータによって送信でき、応答は UDL 上で受信されます。

例 次に、送信専用トンネルで ARP および NHRP 転送をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# tunnel udlr address-resolution
Router(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp udlr UDL ヘルパー アドレスが設定されたインターフェイス上で接続さ

れたマルチキャスト グループの UDLR 情報を表示します。

tunnel udlr receive-only 単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスか

らのメッセージを受信できるバック チャネルとして動作するよう

に、単一方向 GRE トンネルを設定します。
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tunnel udlr receive-only
単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスからのメッセージを受信できる

バック チャネルとして動作するように、単一方向 GRE（総称ルーティング カプセル化）トンネル

を設定するには、tunnel udlr receive-only コマンドを使用します。トンネルを削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

tunnel udlr receive-only interface-type interface-number

no tunnel udlr receive-only interface-type interface-number

シンタックスの説明

デフォルト UDLR トンネルは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のモジュールでのみサポートされています。

• WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

• WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

UDLR バックチャネル トンネルは、IPv6 をサポートしません。

送信専用機能のある単一方向インターフェイスを装備したルータを設定するには、このコマンドを

使用します。たとえば、衛星を介して通過するトラフィックがある場合にこのコマンドを使用でき

ます。

interface-type および interface-number 引数は、interface コマンドによって指定された送信専用イン

ターフェイス タイプおよび番号と一致する必要があります。

interface-type および interface-number 引数は、interface コマンドによって指定された単一方向送信専

用インターフェイス タイプおよび番号と一致する必要があります。パケットがトンネルで受信され

ると、上位レイヤ プロトコルはパケットが単一方向送信専用インターフェイスで受信されたものと

して処理します。

トンネルの反対側で、tunnel udlr send-only コマンドを設定する必要があります。

ip igmp unidirectional-link コマンドの説明については、『Cisco IOS Release 12.2 Command Reference』

を参照してください。

例 次に、単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスからのメッセージを受信でき

るバック チャネルとして動作するように、単一方向 GRE トンネルを設定する例を示します。

Router(config-if)# tunnel udlr receive-only serial 0
Router(config-if)#

interface-type interface-number インターフェイス タイプおよび番号 

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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関連コマンド

tunnel udlr send-only
単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスからのメッセージを送信できる

バック チャネルとして動作するように、単一方向 GRE（総称ルーティング カプセル化）トンネル

を設定するには、tunnel udlr send-only コマンドを使用します。トンネルを削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

tunnel udlr send-only interface-type interface-number

no tunnel udlr send-only interface-type interface-number

シンタックスの説明

デフォルト UDLR トンネルは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のモジュールでのみサポートされています。

• WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

• WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

UDLR バックチャネル トンネルは、IPv6 をサポートしません。

受信専用機能のある単一方向インターフェイスを装備したルータを設定するには、このコマンドを

使用します。UDLR トンネルはバック チャネルとして動作します。たとえば、衛星を介して通過す

るトラフィックがある場合にこのコマンドを使用できます。

コマンド 説明

interface 設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ip igmp unidirectional-link インターフェイスを単一方向インターフェイスに設定し、IGMP

UDLR 用にイネーブルにします。

show ip igmp udlr UDL ヘルパーが設定されたインターフェイス上で接続されたマル

チキャスト グループの UDLR 情報を表示します。

tunnel udlr send-only 単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスか

らのメッセージを送信できるバック チャネルとして動作するよう

に、単一方向 GRE トンネルを設定します。

interface-type interface-number インターフェイス タイプおよび番号 

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB1 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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interface-type および interface-number 引数は、interface コマンドによって指定された単一方向受信専

用インターフェイス タイプおよび番号と一致する必要があります。パケットが上位レイヤ プロト

コルによってインターフェイス上で送信された場合、パケットは GRE トンネル上でリダイレクト

され送信されます。

interface-type および interface-number 引数は、interface コマンドによって指定された受信専用イン

ターフェイス タイプおよび番号と一致する必要があります。

トンネルの反対側で、tunnel udlr receive-only コマンドを設定する必要があります。

例 次に、単一方向リンク ルーティング用に設定されたインターフェイスからのメッセージを送信でき

るバック チャネルとして動作するように、単一方向 GRE トンネルを設定する例を示します。

Router(config-if)# tunnel udlr send-only serial 1
Router(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

interface 設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。

show ip igmp udlr UDL ヘルパーが設定されたインターフェイス上で接続され

たマルチキャスト グループの UDLR 情報を表示します。

tunnel udlr address-resolution UDL 上で ARP（アドレス レゾリューション プロトコル）お

よび NHRP の転送をイネーブルにします。

tunnel udlr receive-only 次に、単一方向リンク ルーティング用に設定されたインター

フェイスからのメッセージを受信できるバック チャネルと

して動作するように、単一方向 GRE トンネルを設定します。
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udld
アグレッシブ モード UDLD（単一方向リンク検出）または標準モード UDLD をイネーブルにした

り、設定可能なメッセージ時間を設定するには、udld コマンドを使用します。アグレッシブ モー

ド UDLD または標準モード UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

udld {enable | aggressive}

no udld {enable | aggressive}

udld message time message-timer-time

no udld message time

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• すべての光ファイバ インターフェイスで UDLD はディセーブルです。

• message-timer-time は 15 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの no 形式は、次の場合に使用します。

• すべての光ファイバ ポート上で、標準モード UDLD をデフォルトでディセーブルにする。

• すべての光ファイバ ポート上で、アグレッシブ モード UDLD をデフォルトでディセーブルに

する。

• メッセージ タイマーをディセーブルにする。

アグレッシブ モードがイネーブルである場合、ポートのすべてのネイバがアドバタイズ フェーズ

または検出フェーズ中に期限切れになると、UDLD はリンクアップ シーケンスを再開して、同期外

れになる可能性のあるネイバと再同期し、リンクからのメッセージ トレインがまだ未定の場合は、

ポートをシャットダウンしようとします。

このコマンドは、光ファイバ インターフェイスにのみ作用します。他のインターフェイス タイプ

で UDLD をイネーブルにする場合は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで udld

port コマンドを使用します。

udld enable すべての光ファイバ インターフェイス上で、標準モード UDLD をデフォ

ルトでイネーブルにします。

udld aggressive すべての光ファイバ インターフェイス上で、アグレッシブ モード UDLD

をデフォルトでイネーブルにします。

message time 

message-timer-time
アドバタイズ モードであり、現在双方向であると判別されているポート

に、UDLD プローブ メッセージの間隔を設定します。有効値は 7 ～ 90 秒

です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、すべての光インターフェイスで UDLD をイネーブルにする例を示します。

Router (config)# udld enable
Router (config)#

関連コマンド

udld port
インターフェイス上で、UDLD（単一方向リンク検出）をイネーブルにしたり、アグレッシブ モー

ド UDLD をイネーブルにしたりするには、udld port コマンドを使用します。デフォルト設定に戻

すには、このコマンドの no 形式を使用します。

udld port [aggressive]

no udld port [aggressive]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 光ファイバ インターフェイスは、グローバルな udld（enable または aggressive）コマンドの状

態です。

• 光ファイバ以外のインターフェイスでは、UDLD がディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン CLI（コマンドライン インターフェイス）でこのコマンドを表示するには、イネーブルにしようと

しているポートに GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）を装着する必要があります。

グローバルな udld（enable または aggressive）コマンドの設定を上書きするには、光ファイバ ポー

ト上で udld port および udld port aggressive コマンドを使用する必要があります。この設定を削除

して、UDLD のイネーブル化に関する制御をグローバルな udld コマンドに戻したり、光ファイバ

以外のポートの場合に UDLD をディセーブルにするには、光ファイバ ポート上でこのコマンドの

no 形式を使用します。

コマンド 説明

show udld 管理および動作上の UDLD ステータスを表示します。

udld port インターフェイス上で、UDLD をイネーブルにするか、アグレッシブ モー

ド UDLD をイネーブルにします。

aggressive （任意）現在のインターフェイス上でアグレッシブ モード UDLD をイネー

ブルにします。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してく

ださい。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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アグレッシブ モードがイネーブルである場合、ポートのすべてのネイバがアドバタイズ フェーズ

または検出フェーズ中に期限切れになると、UDLD はリンクアップ シーケンスを再開して、同期外

れになる可能性のあるネイバと再同期し、リンクからのメッセージ トレインがまだ未定の場合は、

ポートをシャットダウンしようとします。

ポートが光ファイバ ポートから光ファイバ以外のポートに、またはその逆に変更された場合でも、

プラットフォーム ソフトウェアによってモジュールまたは GBIC の変更が検出されるため、すべて

の設定が維持されます。

例 次に、現在のグローバルな udld 設定に関係なく、すべてのポート インターフェイスで UDLD をイ

ネーブルにする例を示します。

Router (config-if)# udld port
Router (config-if)#

次に、現在のグローバルな udld（enable または aggressive）設定に関係なく、すべてのポート イン

ターフェイス上でアグレッシブ モード UDLD をイネーブルにする例を示します。

Router (config-if)# udld port aggressive
Router (config-if)#

次に、現在のグローバルな udld 設定に関係なく、光ファイバ ポート インターフェイスで UDLD を

ディセーブルにする例を示します。

Router (config-if)# no udld port
Router (config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show udld 管理および動作上の UDLD ステータスを表示します。

udld アグレッシブ モード UDLD または標準モード UDLD をイネーブルにした

り、設定可能なメッセージ時間を設定します。
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udld reset
UDLD（単一方向リンク検出）によってシャットダウンされたすべてのポートをリセットしたり、

これらのポートでのトラフィックの送受信を再開する（ただしスパニングツリー、PAgP［ポート集

約プロトコル］、DTP などの他の機能はイネーブルの場合と同様に機能する）には、udld reset コマ

ンドを使用します。

udld reset

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン UDLD のインターフェイス コンフィギュレーションがまだイネーブルの場合、これらのポートは

UDLD の再実行を開始します。シャットダウンの原因が修正されていない場合は、同じ理由により

ポートがシャットダウンすることがあります。

例 次に、UDLD によってシャットダウンされたすべてのポートをリセットする例を示します。

Router# udld reset
Router# 

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show udld 管理および動作上の UDLD ステータスを表示します。
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udp-port
UDP ポート番号を、テスト送信者がテスト パケットを送信するポート番号またはテスト受信者が

ステータス レポートを送信するポート番号に変更するには、udp-port コマンドを使用します。ポー

ト番号を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

udp-port [test-packet port-number] [status-report port-number]

no udp-port [test-packet port-number] [status-report port-number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• test-packet port-number ― 16384、オーディオ ポートの 小値

• status-report port-number ― 65535、ビデオ ポートの 大値

コマンド モード マネージャ設定

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、次のモジュールでのみサポートされています。

• WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

• WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

パケットが RTP カプセル化されている場合は、test-packet port-numberを偶数にする必要があります。

パケットが RTP カプセル化されている場合は、status-report port-number を奇数にする必要がありま

す。

例 次に、テスト パケットの宛先である UDP ポート番号を 20000 に変更する例を示します。

Router(config-mrm-manager)# udp-port test-packet 20000
Router(config-mrm-manager)# 

関連コマンド

test-packet port-number （任意）テスト送信者がテスト パケットを送信する UDP ポート番

号を指定します。

status-report port-number （任意）テスト受信者がステータス レポートを送信する UDP ポー

ト番号を指定します。

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB2 このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

コマンド 説明

ip mrm MRM のテスト送信者またはテスト受信者、あるいはその両方として動作

するようにインターフェイスを設定します。
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undelete
フラッシュ ファイル システム上で [deleted] とマークされているファイルを復元するには、undelete

コマンドを使用します。

undelete index [filesystem:]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト ファイル システムは cd コマンドを入力するときに指定します。

コマンド モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン クラス A のフラッシュ ファイル システムの場合は、ファイルを削除しても、Cisco IOS ソフトウェ

アにファイルに deleted とマークされるだけで、ファイルは消去されません。このコマンドを使用

すると、指定されたフラッシュ メモリ装置上で、[deleted] とマークされたファイルを復元できます。

同じ名前を持つ複数のファイルが削除されている可能性があるため、インデックスを使用してファ

イルを復元する必要があります。たとえば、[deleted] リストに router-config という名前を持つ複数

のコンフィギュレーション ファイルが含まれる場合があります。リスト内の多数の router-config

ファイルのどれを復元するかを指定するインデックスを使用して、ファイルを復元します。復元す

るファイルのインデックス番号を調べるには、dir コマンドを使用します。

bootflash:、flash:、disk0:、disk1:、および sup-bootflash: はクラス A ファイル システムです。

同名の有効（未削除）ファイルがすでに存在している場合、ファイルを復元することはできません。

既存のファイルを削除してから目的のファイルを復元する必要があります。たとえば、未削除バー

ジョンの router-config ファイルが存在しているときに、以前の削除済みバージョンを使用する場合

は、単にインデックスを使用して以前のバージョンを復元することはできません。まず、既存の

router-config ファイルを削除してから、インデックスを使用して以前の router-config ファイルを復元

する必要があります。1 ファイルにつき、15 回まで削除と復元を繰り返すことができます。

クラス A フラッシュ ファイル システムで、CONFIG_FILE 環境変数が示すコンフィギュレーション

ファイルを復元しようとすると、ファイルを復元するかどうかを確認するプロンプトが表示されま

す。このプロンプトは、CONFIG_FILE 環境変数が復元対象ファイルを示していることをユーザに

知らせます。フラッシュ メモリ装置上で [deleted] とマークされたすべてのファイルを永久的に削除

するには、EXEC モードで squeeze コマンドを使用します。

index dir コマンド出力内のファイルのインデックス番号。有効値は 1 ～ 1024 で

す。

filesystem: （任意）復元するファイルが格納されたファイル システム。直後にコロン

を入力します。有効値は bootflash:、disk0:、disk1:、flash:、slot0:、また

は sup-bootflash: です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、インデックス番号が 1 の削除済みファイルを、disk 0: に搭載されたフラッシュ PC カードに

復元する例を示します。

Router# undelete 1 disk0:
Router#

関連コマンド

unidirectional
ソフトウェア ベースの UDE を設定するには、unidirectional コマンドを使用します。ソフトウェア

ベースの UDE 設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

unidirectional {send-only | receive-only}

no unidirectional

シンタックスの説明

デフォルト UDE はディセーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン UDE は次のスイッチング モジュールのインターフェイスでサポートされています。

• WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

• WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

• WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

ハードウェア ベースの UDE を実装しているポートでは、ソフトウェア ベースの UDE を設定する

必要はありません。

コマンド 説明

delete フラッシュ メモリ デバイスまたは NVRAM（不揮発性 RAM）からファイ

ルを削除します。

dir ファイル システムのファイル リストを表示します。

squeeze フラッシュ ファイル システムをスクイーズしてフラッシュ ファイルを永

続的に削除します。

send-only 単一方向トランシーバがトラフィックの送信のみを行うように指定しま

す。

receive-only 単一方向トランシーバがトラフィックの受信のみを行うように指定しま

す。

リリース 変更内容

12.2(18)SXE このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。
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インターフェイスが単一方向イーサネットに設定されているか、受信専用のトランシーバの場合、

UDLD は運用上ディセーブルになります。このインターフェイスに設定されていて稼働中のステー

トを表示するには、show udld コマンドを使用します。

UDE 設定をインターフェイスに適用する場合、次の警告メッセージが表示されます。

Warning!
Enable port unidirectional mode will automatically disable port udld. You must 
manually ensure that the unidirectional link does not create a spanning tree loop in 
the network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing on the port. 
You must manually configure static ip route and arp entry in order to route ip 
traffic.

例 次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/1 を UDE 送信専用ポートに設定する例を示します。

Router(config-if)# unidirectional send-only

Warning!

Enable port unidirectional mode will automatically disable port udld. You must 
manually 
ensure that the unidirectional link does not create a spanning tree loop in the 
network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing on the port. 
You 
must manually configure static ip route and arp entry in order to route ip traffic.
Router(config-if)# 

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/2 を UDE 受信専用ポートに設定する例を示します。

Router(config-if)# unidirectional receive-only

Warning!

Enable port unidirectional mode will automatically disable port udld. You must 
manually 
ensure that the unidirectional link does not create a spanning tree loop in the 
network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing on the port. 
You 
must manually configure static ip route and arp entry in order to route ip traffic.
Router(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces status インターフェイスのステータスを表示したり、LAN ポートの

errdisable ステートのインターフェイスのみのリストを表示

します。

show interfaces unidirectional 受信専用トランシーバと接続されたインターフェイスの動

作ステータスを表示します。
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upgrade rom-monitor
ROMMON の実行優先順位を設定するには、upgrade rom-monitor コマンドを使用します。

upgrade rom-monitor {slot num} {sp | rp} {file filename}

upgrade rom-monitor {slot num} {sp | rp} {{invalidate | preference} {region1 | region2}}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 パラメータを指定しないで upgrade rom-monitor コマンドを入力すると、処理が中断されることが

あります。

注意 コンソール接続を使用しないで、Telnet セッションから upgrade rom-monitor コマンドを入力する

と、処理が中断されることがあります。

このコマンドを正常に機能させるには、slot num は必須です。

sp または rp キーワードを指定する必要があるのは、指定されたスロットにスーパーバイザ エンジ

ンが搭載されている場合です。

slot num アップグレードする ROMMON のスロット番号を指定します。

sp スイッチ プロセッサの ROMMON をアップグレードします。

rp ルート プロセッサの ROMMON をアップグレードします。

file filename SREC ファイルの名前を指定します。有効値については、「使用上のガイド

ライン」を参照してください。

invalidate 選択されたリージョンの ROMMON を無効にします。

preference 選択されたリージョンの ROMMON に関して実行優先順位を設定します。

region1 リージョン 1 内の ROMMON を選択します。

region2 リージョン 2 内の ROMMON を選択します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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file filename の有効値は、次のとおりです。

• bootflash: 

• disk0:

• disk1:

• flash:

• ftp:

• rcp:

• sup-bootflash:

• sup-slot0:

• tftp:

例 次に、Supervisor Engine 2 のフラッシュ デバイスに対して新規 ROMMON イメージをアップグレー

ドする例を示します。

Router# upgrade rom-monitor slot 1 sp file tftp://dirt/tftpboot-users/A2_71059.srec
ROMMON image upgrade in progress
   Erasing flash
   Programming flash
   Verifying new image
   ROMMON image upgrade complete
   The card must be reset for this to take effect
Router# 

関連コマンド コマンド 説明

show rom-monitor ROMMON ステータスを表示します。
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username
ユーザ名に基づく認証システムを確立するには、username コマンドを使用します。

username name secret {0 | 5} password

シンタックスの説明

デフォルト ユーザ名に基づく認証システムは確立されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、指定された取得不可能なユーザ名に対して拡張パスワード セキュリ

ティがイネーブルになります。また、パスワードの MD5 暗号化がイネーブルになります。MD5 暗

号化は強力な暗号化方式です。CHAP（チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）などのクリア

テキスト パスワードを必要とするプロトコルと、MD5 暗号化を併用することはできません。

このコマンドは、特殊な取り扱いが必要なユーザ名を定義する場合に便利です。たとえば、このコ

マンドを使用すると、パスワードが不要で、ユーザを汎用の情報サービスに接続する [info] ユーザ

名を定義できます。

username コマンドは、ユーザ名認証、およびログイン専用のシークレット認証の両方またはどち

らか一方を提供します。name 引数に指定できるのは、1 ワードのみです。スペースや引用符は使用

できません。複数のusernameコマンドを使用すると、単一ユーザに別のパスワードを指定できます。

例 次に、ユーザ名 [xena] を設定し、MD5 暗号化テキスト文字列を入力してユーザ名のパスワードと

して保存する例を示します。

Router(config)# username xena secret 5 $1$feb0$a104Qd9UZ./Ak00KTggPD0
Router(config)# 

関連コマンド

name ユーザ ID

secret 0 | 5 シークレットを指定します。有効値は 0（直後のテキストは暗号化されな

い）および 5（直後のテキストは MD5 タイプ暗号化方式を使用して暗号

化される）です。

password パスワード

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

enable password 各種特権レベルへのアクセスを制御するローカル パスワードを設

定します。

enable secret enable password コマンドに追加するセキュリティ機能を指定しま

す。
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verify
フラッシュ メモリ ファイル システム上のファイルのチェックサムを確認したり、ファイルの MD5

シグニチャを計算するには、verify コマンドを使用します。

verify {{{/md5 flash-filesystem} [expected-md5-signature]} | {/ios flash-filesystem} | flash-filesystem} 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの装置は、現在稼働中の装置です。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン ディスクに配信された各ソフトウェア イメージでは、イメージ全体のチェックサムが 1 つ使用され

ます。このチェックサムが表示されるのは、イメージがフラッシュ メモリにコピーされた場合のみ

です。

ディスクのイメージに含まれている Readme ファイルには、イメージの名前、ファイル サイズ、お

よびチェックサムが格納されています。Readme ファイルの内容を確認してから、新しいイメージ

のロードや複製を行ってください。このようにすると、Readme ファイルをフラッシュ メモリまた

はサーバにコピーした場合に、チェックサムを確認できます。

ファイルの MD5 シグニチャを使用する前に、このシグニチャを確認するには、verify /md5 コマン

ドを使用します。このコマンドは、事前に計算された MD5 シグニチャと、このコマンドによって

計算されたシグニチャを比較して、コピーされたファイルの一貫性を検証します。2 つの MD5 シ

グニチャが一致する場合、コピーされたファイルは元のファイルと同じです。

Cisco.com ページでは、イメージとともに、公開された MD5 シグニチャを取得できます。

verify /md5 コマンドは、次のいずれかの方法で使用できます。

• verify /md5 filename コマンドを入力して、MD5 シグニチャを手動で確認します。

表示されたシグニチャを、Cisco.com ページに公開された MD5 シグニチャと比較します。

/md5 flash-filesystem ファイルの MD5 シグニチャを計算します。有効値はbootflash:、disk0:、

disk1:、flash:、または sup-bootflash: です。

expected-md5-signature （任意）MD5 シグニチャです。

/ios flash-filesystem 圧縮された Cisco IOS イメージのチェックサムを確認します。有効値

は bootflash:、disk0:、disk1:、flash:、または sup-bootflash: です。

flash-filesystem フラッシュ メモリが搭載された装置です。有効値は bootflash:、disk0:、

disk1:、flash:、または sup-bootflash: です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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• verify /md5 {flash-filesystem:filename} {expected-md5-signature} コマンドを入力して、システムが

MD5 シグニチャを比較できるようにします。

比較が終了すると、確認済みメッセージが表示されます。エラーが検出された場合は、次のよ

うな出力が表示されます。

Router# verify /md5 disk0:c6msfc2-jsv-mz 0f
 ..................................
 ..................................
..................................
 ..................................
 ...............................Done!
 %Error verifying disk0:c6msfc2-jsv-mz
 Computed signature  = 0f369ed9e98756f179d4f29d6e7755d3
 Submitted signature = 0f

フラッシュ メモリの内容を表示するには、show flash コマンドを入力します。フラッシュ メモリの

内容リストには、各ファイルのチェックサムは含まれません。イメージをフラッシュ メモリにコ

ピーしたあとで、イメージのチェックサムを再計算したり、確認する場合は、verify コマンドを入

力します。

装置を指定したあとに、コロン（:）を入力する必要があります。

例 次に、verify コマンドを使用する例を示します。

Router# verify cat6k_r47_1.cbi
..........................................................
File cat6k_r47_1.cbi verified OK.
Router# 

次に、MD5 シグニチャを手動でチェックする例を示します。

Router# verify /md5 c6msfc2-jsv-mz
 .................................................
 .................................................
.................................................
 .................................................
 ............................................Done!
 verify /md5 (disk0:c6msfc2-jsv-mz) = 0f369ed9e98756f179d4f29d6e7755d3 
Router# 

次に、システムが MD5 シグニチャを比較できるようにする例を示します。

Router# verify /md5 disk0:c6msfc2-jsv-mz 0f369ed9e98756f179d4f29d6e7755d3
 .................................................
 .................................................
.................................................
 .................................................
 ............................................Done!
 verified /md5 (disk0:c6sup12-jsv-mz) = 0f369ed9e98756f179d4f29d6e7755d3
Router# 

次に、圧縮された Cisco ISO イメージのチェックサムを検証する例を示します。

Router# verify /ios disk0:c6k222-jsv-mz 
Verified compressed IOS image checksum for disk0:c6k222-jsv-mz
Router# 
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関連コマンド

vlan（config-VLAN サブモード）
特定の VLAN（仮想 LAN）を設定するには、config-VLAN サブモードで vlan コマンドを使用しま

す。VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を、パラメータを指定しないで使用します。

vlan vlan-id

no vlan vlan

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• vlan-name ― VLANxxxx。xxxx は、VLAN ID 番号に等しい 4 桁の数値（先行ゼロを含む）を表

します。

• media type ― ethernet

• state ― active

• said-value ― 100000 に VLAN ID 番号を加えた値

• mtu-size ― デフォルト値は、VLAN タイプによって異なります。

－ ethernet ― 1500

－ fddi ― 1500

－ trcrf ― 1500（V2 がイネーブルでない場合）または 4472（V2 がイネーブルの場合）

－ fd-net ― 1500

－ trbrf ― 1500（V2 がイネーブルでない場合）または 4472（V2 がイネーブルの場合）

• ring-number ― リング番号は指定されません。

• bridge-number ― ブリッジ番号は指定されません。

• parent-vlan-id ― 親 VLAN は指定されません。

• type ― STP タイプは指定されません。

• tb-vlan1 および tb-vlan2 ― 0（トランスレーショナル ブリッジ VLAN が指定されないことを意

味します。）

コマンド モード config-VLAN サブモード

コマンド 説明

copy /noverify 現在のコピー動作に関する自動イメージ検証をディ

セーブルにします。

file verify auto 圧縮された Cisco IOS イメージのチェックサムを検証

します。

show file systems（フラッシュ ファイル シ

ステム）

利用可能なファイル システムを表示します。

show flash フラッシュ メモリのレイアウトおよび内容を表示し

ます。

vlan-id VLAN の番号。有効値は 1 ～ 4094 です。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN 1 パラメータは出荷時に設定されていて、変更できません。VLAN 1 は削除できません。

config-VLAN サブモードを開始すると、次の構文が使用可能になります。

{are hops} {backupcrf mode} {bridge type | bridge-num} {exit} {media type} {mtu mtu-size} {name 
vlan-name}  {parent parent-vlan-id} {private-vlan} {remote-span} {ring ring-number} {said 
said-value} {shutdown} {state {suspend | active}} {stp type type} {ste hops} {tb-vlan1 
tb-vlan1-id} {tb-vlan2 tb-vlan2-id}

no {are | backupcrf | {bridge type} | exit | media | mtu | name | parent | private-vlan | remote-span | 
ring | said | shutdown | state | {stp type type} | {ste hops}}

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

are hops 現在の VLAN の All Routes Explorer ホップの 大数を指定します。有効値

は 0 ～ 13 です。値が指定されないと、0 とみなされます。

backupcrf mode VLAN のバックアップ CRF（コンセントレータ リレー機能）モードをイ

ネーブルまたはディセーブルにします。有効値は enable または disable で

す。

bridge type | bridge-num （任意）VLAN のブリッジング特性またはブリッジの ID 番号を指定しま

す。typeの有効値は srbまたは srtです。bridge-numの有効値は 0 ～ 15 です。

exit 変更を適用し、リビジョン番号を増加させて、config-VLAN サブモードを

終了します。

media type VLAN のメディア タイプを指定します。有効値は ethernet、fd-net、fddi、

trcrf、および trbrf です。

mtu mtu-size VLAN が使用できる Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送ユニッ

ト）（バイトで表したパケット サイズ）を指定します。有効値は 1500 ～

18190 です。

name vlan-name VLAN の名前として使用されるテキスト ストリングを定義します（1 ～

32 文字）。

parent parent-vlan-id （任意）FDDI（ファイバ分散データ インターフェイス）の親 VLAN また

はトークンリングタイプ VLAN の ID 番号を指定します。有効値は 1 ～

1005 です。

private-vlan （任意）VLAN を PVLAN として設定します。private-vlan コマンドを参照

してください。

remote-span VLAN を RSPAN（リモート SPAN）VLAN として設定します。

ring ring-number FDDI またはトークンリングタイプ VLAN のリング番号を指定します。有

効値は 0 ～ 65535 です。

said said-value SAID を指定します。有効値は 1 ～ 4294967294 です。

shutdown VLAN スイッチングをシャットダウンします。

state {suspend | active} VLAN の状態がアクティブであるか一時停止であるかを指定します。

stp type type STP（スパニングツリー プロトコル）タイプを指定します。有効値は ieee、

ibm、および auto です。

ste hops Spanning Tree Explorer フレームのホップの 大数を指定します。有効値は

0 ～ 13 です。
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注意 PVLAN（プライマリまたはセカンダリ）上の config-VLAN モードで shutdown コマンドを入力し

てから、no shutdown コマンドを入力すると、PVLAN タイプおよび関連情報が削除されます。VLAN
が PVLAN になるように、再設定する必要があります。

一時停止状態の VLAN は、パケットを送受信しません。

config-VLAN サブモードを終了するまで、作成または変更された VLAN はコミットされません。

グローバル コンフィギュレーション モードで vlan-range を定義した場合は、config-VLAN サブモー

ドで vlan-name を設定できません。

レイヤ 2 VLAN の名前の 大長は 32 文字です。

（注） 新しい VLAN を追加しようとしてすでに VLAN が存在している場合、どのようなアクションも実

行されません。

拡張範囲 VLAN（1006 ～ 4094）の場合に設定できる VLAN パラメータは、private-vlan、rspan、お

よび mtu のみです。拡張範囲 VLAN では、残りの VLAN パラメータはデフォルトに設定されます。 

vlan-name を定義する場合は、管理ドメイン内で一意な名前を付ける必要があります。

SAID は 802.10 に記載されています。no 形式を使用すると、VLAN の SAID はデフォルトに戻りま

す。said-value を定義する場合は、管理ドメイン内で一意な名前を付ける必要があります。

bridge bridge-number 引数は、トークンリングネットおよび FDDI ネット VLAN の場合のみ使用し

ます。他のタイプの VLAN では、無視されます。no 形式を使用すると、VLAN のソース ルーティ

ング ブリッジ番号はデフォルトに戻ります。

親 VLAN が削除されるか、またはmediaキーワードによって VLAN タイプまたは親 VLAN の VLAN

タイプが変更された場合、親 VLAN はデフォルトにリセットされます。

tb-vlan1 および tb-vlan2 は、特定の VLAN タイプのトランスレーショナル ブリッジ VLAN を設定す

る場合に使用します。他のタイプの VLAN では、使用できません。トランスレーショナル ブリッ

ジ VLAN には、関係する VLAN と異なる VLAN タイプを指定する必要があります。2 つの VLAN

を指定する場合は、それぞれ異なる VLAN タイプを指定する必要があります。

トランスレーショナル ブリッジ VLAN が削除されるか、または media キーワードを入力して VLAN

タイプまたは対応するトランスレーショナル ブリッジ VLAN の VLAN タイプが変更された場合、

トランスレーショナル ブリッジ VLAN はデフォルトにリセットされます。

shutdown キーワードは、拡張範囲 VLAN をサポートしません。

VLAN が内部的にシャットダウンされたかどうかを調べるには、show vlan コマンド出力の [Status]

フィールドをチェックします。VLAN が内部的にシャットダウンされた場合は、次の値が [Status]

フィールドに表示されます。

• act/ishut ― VLAN ステータスはアクティブですが、VLAN は内部的にシャットダウンされてい

ます。

tb-vlan1 tb-vlan1-id 現在の VLAN の 初のトランスレーショナル VLAN の ID 番号を指定し

ます。有効値は 1 ～ 1005 です。値が指定されないと、0 とみなされます。

tb-vlan2 tb-vlan2-id 現在の VLAN の 2 番めのトランスレーショナル VLAN の ID 番号を指定

します。有効値は 1 ～ 1005 です。値が指定されないと、0 とみなされます。
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• sus/ishut ― VLAN ステータスは中断中ですが、VLAN は内部的にシャットダウンされています。

例 次に、新しい VLAN データベースに、すべてのパラメータがデフォルトである新しい VLAN を追

加する例を示します。

Router(config-vlan)# vlan 2
Router(config-vlan)#

次に、新しい VLAN を追加し、メディア タイプおよび親 VLAN ID 番号 3 を指定し、他のパラメー

タがすべてデフォルトとなるように装置を設定する例を示します。

Router(config-vlan)# media ethernet parent 3
VLAN 2 modified:
    Media type ETHERNET
    Parent VLAN 3
Router(config-vlan)#

次に、VLAN 2 を削除する例を示します。

Router(config-vlan)# no vlan 2
Router(config-vlan)# 

次に、MTU を該当タイプのデフォルトに、トランスレーショナル ブリッジング VLAN をデフォル

トに戻す例を示します。

Router(config-vlan)# no mtu tb-vlan1 tb-vlan2
Router(config-vlan)# 

関連コマンド コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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vlan（グローバル コンフィギュレーション モード）
VLAN（仮想 LAN）を追加して、config-VLAN サブモードを開始するには、vlan コマンドを使用し

ます。VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan {vlan-id | vlan-range} 

no vlan {vlan-id | vlan-range}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN 1 パラメータは出荷時に設定されていて、変更できません。

config-VLAN サブモードを終了すると、指定された VLAN が VLAN データベースに対して追加ま

たは変更されます。

vlan vlan-id コマンドを入力すると、一時バッファ内のすべてのデフォルト パラメータを使用して

新規 VLAN が作成され、CLI（コマンドライン インターフェイス）は config-VLAN サブモードを開

始します。入力した vlan-id が既存の VLAN と一致する場合は、config-VLAN サブモードを開始す

る以外の処理は行われません。

vlan-range を定義した場合は、config-VLAN サブモードで vlan-name を設定できません。

vlan-range を入力するには、カンマ（,）、ダッシュ（-）、および数値を使用します。

config-VLAN サブモードで使用できるコマンドの詳細については、vlan（config-VLAN サブモード）

コマンドを参照してください。

例 次に、新規 VLAN を追加して、config-VLAN サブモードを開始する例を示します。

Router (config)# vlan 2
Router (config-vlan)# 

次に、新規 VLAN 範囲を追加して、config-VLAN サブモードを開始する例を示します。

Router (config)# vlan 2,5,10-12,20,25,4000
Router (config-vlan)# 

vlan-id VLAN の番号。有効値は 1 ～ 4094 です。

vlan-range 設定された VLAN の範囲。有効値については、「使用上のガイドライン」

を参照してください。 

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、VLAN を削除する例を示します。

Router (config)# no vlan 2
Router (config)# 

関連コマンド

vlan（VLAN コンフィギュレーション サブモード）
特定の VLAN（仮想 LAN）を設定するには、VLAN コンフィギュレーション モードで vlan コマン

ドを使用します。VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を、パラメータを指定しないで

使用します。

vlan vlan-id [are hops] [backupcrf mode] [bridge type | bridge-num] [media type] [mtu mtu-size] [name 
vlan-name]  [parent parent-vlan-id]  [ring ring-number] [said said-value] [state {suspend | active}] 
[stp type type] [tb-vlan1 tb-vlan1-id] [tb-vlan2 tb-vlan2-id]

no vlan vlan

シンタックスの説明

コマンド 説明

vlan（config-VLAN サブモード） 特定の VLAN を設定します。

vlan-id VLAN の番号。有効値は 1 ～ 1005 です。

are hops （任意）この VLAN の All Route Explorer ホップの 大数を指定します。

有効値は 0 ～ 13 です。値が指定されないと、0 とみなされます。

backupcrf mode （任意）VLAN のバックアップ CRF（コンセントレータ リレー機能）

モードをイネーブルまたはディセーブルにします。有効値は enable ま

たは disable です。

bridge type | bridge-num （任意）VLAN のブリッジング特性またはブリッジの ID 番号を指定し

ます。type の有効値は srb または srt です。bridge-num の有効値は 0 ～

15 です。

media type （任意）VLAN のメディア タイプを指定します。有効値は ethernet、

fd-net、fddi、trcrf、および trbrf です。

mtu mtu-size （任意）VLAN が使用できる Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝

送ユニット）（バイトで表したパケット サイズ）を指定します。有効値

は 576 ～ 18190 です。

name vlan-name （任意）VLAN の名前として使用されるテキスト ストリングを定義しま
す（1 ～ 32 文字）。

parent parent-vlan-id （任意）FDDI（ファイバ分散データ インターフェイス）の親 VLAN ま

たはトークンリングタイプ VLAN の ID 番号を指定します。有効値は 1

～ 1005 です。

ring ring-number （任意）FDDI またはトークンリング タイプ VLAN のリング番号を指定

します。有効値は 1 ～ 1005 です。

said said-value （任意）SAID を指定します。有効値は 1 ～ 4294967294 です。

state {suspend | active} （任意）VLAN の状態がアクティブであるか一時停止であるかを指定し

ます。一時停止状態の VLAN は、パケットを送受信しません。

stp type type （任意）STP（スパニングツリー プロトコル）タイプを指定します。有

効値は ieee、ibm、および auto です。
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デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• vlan-name ― VLANxxxx。xxxx は、VLAN ID 番号に等しい 4 桁の数値（先行ゼロを含む）を表

します。

• media type ― ethernet

• state ― active

• said-value ― 100000 に VLAN ID 番号を加えた値

• mtu-size ― デフォルト値は、VLAN タイプによって異なります。

－ ethernet ― 1500

－ fddi ― 1500

－ trcrf ― 1500（v2 がイネーブルでない場合）または 4472（v2 がイネーブルの場合）

－ fd-net ― 1500

－ trbrf ― 1500（v2 がイネーブルでない場合）または 4472（v2 がイネーブルの場合）

• ring-number ― リング番号は指定されません。

• bridge-number ― ブリッジ番号は指定されません。

• parent-vlan-id ― 親 VLAN は指定されません。

• type ― STP タイプは指定されません。

• tb-vlan1 および tb-vlan2 ― 0（トランスレーショナル ブリッジ VLAN が指定されないことを意

味します。）

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、vlan（config-VLAN サブモード）コマンドで置き換えられましたが、後方互換性

のために残されています。

このコマンドは、Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではサポートされ

ません。

このコマンドは、VLAN 1 パラメータに類似しており、出荷時に設定されていて、変更できません。

拡張範囲 VLAN は、VLAN コンフィギュレーション モードではサポートされません。

vlan-name を定義する場合は、管理ドメイン内で一意な名前を付ける必要があります。

SAID は802.10に記載されています。no形式を使用すると、VLAN の SAID はデフォルトに戻ります。

said-value を定義する場合は、管理ドメイン内で一意な名前を付ける必要があります。

tb-vlan1 tb-vlan1-id （任意）この VLAN の 初のトランスレーショナル VLAN の ID 番号を

指定します。有効値は 1 ～ 1005 です。値が指定されないと、0 とみな

されます。

tb-vlan2 tb-vlan2-id （任意）この VLAN の 2 番めのトランスレーショナル VLAN の ID 番号

を指定します。有効値は 1 ～ 1005 です。値が指定されないと、0 とみ

なされます。   

リリース 変更内容

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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bridge bridge-number 引数は、トークンリングネットおよび FDDI ネット VLAN の場合のみ使用し

ます。他のタイプの VLAN では、無視されます。no 形式を使用すると、VLAN のソース ルーティ

ング ブリッジ番号はデフォルトに戻ります。

親 VLAN が削除されるか、またはmediaキーワードによって VLAN タイプまたは親 VLAN の VLAN

タイプが変更された場合、親 VLAN はデフォルトにリセットされます。

tb-vlan1 および tb-vlan2 は、特定の VLAN タイプのトランスレーショナル ブリッジ VLAN を設定す

る場合に使用します。他のタイプの VLAN では、使用できません。トランスレーショナル ブリッ

ジ VLAN には、関係する VLAN と異なる VLAN タイプを指定する必要があります。2 つの VLAN

を指定する場合は、それぞれ異なる VLAN タイプを指定する必要があります。

トランスレーショナル ブリッジ VLAN が削除されるか、または media キーワードを入力して VLAN

タイプまたは対応するトランスレーショナル ブリッジ VLAN の VLAN タイプが変更された場合、

トランスレーショナル ブリッジ VLAN はデフォルトにリセットされます。

例 次に、新しい VLAN データベースに、すべてのパラメータがデフォルトである新しい VLAN を追

加する例を示します。

Router(vlan)# vlan 2

（注） VLAN がすでに存在する場合は、処理が行われません。

次に、新しい VLAN を追加し、メディア タイプおよび親 VLAN ID 番号 3 を指定し、他のパラメー

タがすべてデフォルトとなるように装置を設定する例を示します。

Router(vlan)# vlan 2 media ethernet parent 3
VLAN 2 modified:
    Media type ETHERNET
    Parent VLAN 3

次に、VLAN 2 を削除する例を示します。

Router(vlan)# no vlan 2
Router(vlan)# 

次に、MTU を該当タイプのデフォルトに、トランスレーショナル ブリッジ VLAN をデフォルトに

戻す例を示します。

Router(vlan)# no vlan 2 mtu tb-vlan1 tb-vlan2
Router(vlan)# 

関連コマンド コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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vlan access-log
ログ テーブル サイズ、リダイレクト パケット レート、ロギングのしきい値などの VACL ロギング

プロパティを設定するには、vlan access-log コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

vlan access-log {{maxflow max-number} | {ratelimit pps} | {threshold pkt-count}}

no vlan access-log {maxflow | ratelimit | threshold}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• max-number は 500 です。

• pps は 2000 pps です。

• pkt-count は設定されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン リダイレクトされたパケットには速度制限機能が適用されるため、VACL ログ カウンタが不正確に

なることがあります。

拒否された IP パケットのみが記録されます。

ログ テーブル サイズが限界に達した場合、新しいフローのロギング パケットはソフトウェアに

よってドロップされます。

リダイレクト VACL ロギング パケット レートの 大値制限を超えるパケットは、ハードウェアに

よってドロップされます。

5 分経過する前にフローのしきい値に達すると、ロギング メッセージが表示されます。

大ログ テーブル サイズ、 大パケット レート、またはしきい値が設定されていない場合、また

はこのコマンドの no 形式を入力した場合は、デフォルト値が使用されます。

maxflow max-number 大ログ テーブル サイズを指定します。有効値は 0 ～ 2048 です。0 を指

定すると、ログ テーブルの内容が削除されます。

ratelimit pps リダイレクト VACL ロギング パケット レートの 大値を指定します。有

効値は 0 ～ 5000 です。

threshold pkt-count ロギング アップデートのしきい値を指定します。有効値は 0 ～ 2147483647

です。ゼロ（0）は、しきい値が設定されないことを意味します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、 大ログ テーブル サイズを設定する例を示します。

Router(config)# vlan access-log maxflow 500
Router(config)#

次に、パケット ドロップ基準となるリダイレクト VACL ロギング パケット レートの 大値を設定

する例を示します。

Router(config)# vlan access-log ratelimit 200
Router(config)#

次に、ロギング アップデートのしきい値を設定する例を示します。

Router(config)# vlan access-log threshold 3500
Router(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show vlan access-log 設定されたロギング プロパティなどの VACL ロギング情報を表示

します。



第 2 章      Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco IOS コマンド
vlan access-map

2-1173
Cisco 7600 シリーズ ルータ Cisco IOS コマンド リファレンス

OL-10840-01-J

vlan access-map
VLAN（仮想 LAN）アクセス マップを作成したり、VLAN アクセス マップ コマンド モードを開始

するには、vlan access-map コマンドを使用します。マッピング シーケンスまたはマップ全体を削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan access-map name [seq#]

no vlan access-map name [seq#]

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 既存のマップ シーケンスのシーケンス番号を入力すると、VLAN アクセス マップ モードが開始さ

れます。

シーケンス番号を指定しないと、番号が自動的に割り当てられます。各マップ シーケンスには、一

致句およびアクション句をそれぞれ 1 つずつ入力できます。

シーケンス番号を指定しないで no vlan access-map name [seq#] コマンドを入力すると、マップ全体

が削除されます。

VLAN アクセス マップ モードを開始すると、次のコマンドが使用可能になります。

• action ― パケットのアクション句を指定します。action コマンドを参照してください。

• default ― コマンドをデフォルトに設定します。

• end ― コンフィギュレーション モードを終了します。

• exit ― VLAN アクセス マップ コンフィギュレーション モードを終了します。

• match ― 一致句を指定します。match コマンドを参照してください。

• no ― コマンドを否定するか、またはデフォルトを設定します。

例 次に、VLAN アクセス マップ モードを開始する例を示します。

Router(config)# vlan access-map Bob
Router(config-access-map)#

関連コマンド

name VLAN アクセス マップのタグ

seq# （任意）マップのシーケンス番号。有効値は 0 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

action パケット アクション句を設定します。

match VLAN アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL を選択

することにより一致句を指定します。

show vlan access-map VLAN アクセス マップの内容を表示します。
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vlan database
VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーション サブモードを開始するには、vlan database コマンド

を使用します。

vlan database

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード 特権 EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） RPR+ モードの実行中は、VLAN データベース モードで VLAN を設定しないでください。アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの間での設定同期中に、パ

フォーマンスが低下することがあります。

VLAN コンフィギュレーション サブモードでは、次のような VLAN データベース編集バッファの

操作コマンドにアクセスできます。

• abort ― 変更を適用しないで、モードを終了します。

• apply ― 現在の変更を適用して、リビジョン番号を増加させます。

• exit ― 変更を適用し、リビジョン番号を増加させて、モードを終了します。

• no ― コマンドを打ち消すか、またはデフォルトを設定します。有効値は vlan および vtp です。

• reset ― 現在の変更を放棄して、現在のデータベースを再度読み込みます。

• show ― データベース情報を表示します。

• vlan ― 単一 VLAN に関連付けられた値を追加、削除、または変更するためのサブコマンドに

アクセスします。vlan サブコマンドの詳細については、vlan（config-VLAN サブモード）コマ

ンドを参照してください。

• vtp ― VTP（VLAN トランキング プロトコル）管理機能を実行するためのサブコマンドにアク

セスします。vtp サブコマンドの詳細については、vtp コマンドを参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、VLAN コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

Router# vlan database
Router(vlan)#

次に、VLAN コンフィギュレーション モードの場合に、変更を適用しないで VLAN コンフィギュ

レーション モードを終了する例を示します。

Router(vlan)# abort
Aborting....
Router#   

次に、VLAN コンフィギュレーション モードの場合に、VLAN を削除する例を示します。

Router(vlan)# no vlan 100
Deleting VLAN 100...
Router(vlan)#

次に、VLAN コンフィギュレーション モードの場合に、プルーニングをオフにする例を示します。

Router(vlan)# no vtp pruning
Pruning switched OFF
Router(vlan)#           

関連コマンド コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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vlan dot1q tag native
トランク内のすべての VLAN（仮想 LAN）の dot1q タギングをイネーブルにするには、vlan dot1q

tag native コマンドを使用します。設定を消去するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan dot1q tag native

no vlan dot1q tag native

シンタックスの説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan dot1q tag native コマンドは、ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けて、802.1Q トラン

ク上で 802.1Q タグ付きフレームのみを許可するようにスイッチを設定します。ネイティブ VLAN

内のタグなしトラフィックを含めて、タグなしトラフィックはすべてドロップされます。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する場合には、次の設定時の注意事項に従ってください。

• すべてのサービス プロバイダー エッジ スイッチの 802.1Q トンネル ポート上で、スパニング

ツリー BPDU（ブリッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングをイネーブルにするに

は、spanning-tree bpdufilter enable コマンドを入力する必要があります。

• ネイティブ VLAN タギングに対して、少なくとも 1 つの VLAN が使用可能であることを確認

します。使用可能なすべての VLAN が使用されている場合に、vlan dot1q tag native コマンド

を入力しても、ネイティブ VLAN タギングはイネーブルになりません。

• すべてのサービス プロバイダー コア スイッチ上で、ネイティブ VLAN 出力トラフィックにタ

グを付けて、タグなしネイティブ VLAN 入力トラフィックをドロップするには、vlan dot1q tag
native コマンドを入力します。

• すべてのカスタマー スイッチ上で、スイッチごとにネイティブ VLAN タギングをイネーブル

またはディセーブルにします。

（注） dot1q タギングがイネーブルになっているスイッチとディセーブルになっているスイッ

チが混在している場合は、すべてのトラフィックがドロップされます。したがって、各

スイッチ上で dot1q タギングを同じに設定する必要があります。

例 次に、トランク内のすべての VLAN の dot1q タギングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# vlan dot1q tag native
Router(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show vlan dot1q tag native ネイティブ VLAN タギング情報を表示します。
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vlan filter
VLAN（仮想 LAN）アクセス マップを適用するには、vlan filter コマンドを使用します。VLAN ま

たはインターフェイスから VLAN アクセス マップを消去するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

vlan filter map-name {vlan-list vlan-list | interface interface number}

no vlan filter map-name {vlan-list [vlan-list] | interface [interface interface-number]}

シンタックスの説明

デフォルト このコマンドにはデフォルト設定がありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN アクセス マップにアクション句を設定する場合は、次の点に注意してください。

• VLAN アクセス マップは、1 つまたは複数の VLAN または WAN インターフェイスに適用でき

ます。

• vlan-list 引数には単一の VLAN ID、VLAN ID リスト、または VLAN ID 範囲（vlan-id-vlan-id）
を指定できます。複数のエントリはハイフン（-）またはカンマ（,）で区切ります。

• VACL が適用された WAN インターフェイスを削除すると、インターフェイス上の VACL 設定

も削除されます。

• 各 VLAN または各 WAN インターフェイスには、VLAN アクセス マップを 1 つのみ適用できま

す。

• VLAN に適用した VACL がアクティブになるのは、レイヤ 3 VLAN インターフェイスが設定さ

れている VLAN に適用された場合のみです。レイヤ 3 VLAN インターフェイスを備えていない

VLAN に適用された VACL は、非アクティブです。レイヤ 3 VLAN インターフェイスを備えて

いない VLAN に VLAN アクセス マップを適用すると、VLAN アクセス マップをサポートする

レイヤ 3 VLAN インターフェイスが、管理上のダウン状態で作成されます。レイヤ 3 VLAN イ
ンターフェイスの作成に失敗すると、VACL は非アクティブになります。

このコマンドの no 形式を入力する場合、vlan-list 引数はオプションです（ただし、キーワード

vlan-list は必須です）。vlan-list 引数を入力しないと、map-name 引数が適用されるすべての VLAN か

ら VACL が削除されます。

WAN インターフェイスにこのコマンドの no 形式を入力する場合、interface 引数はオプションです

（ただし、キーワード interface は必須です）。interface 引数を入力しないと、map-name が適用され

るインターフェイスから VACL が削除されます。

map-name VLAN アクセス マップのタグ

vlan-list VLAN リスト。有効値は 1 ～ 4094 です。

interface interface インターフェイス タイプを指定します。有効値は pos、atm、または serial

です。詳細については、「使用上のガイドライン」を参照してください。

interface-number インターフェイス番号。詳細については、「使用上のガイドライン」を参

照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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vlan filter map-name interface コマンドが対応しているのは、ATM（非同期転送モード）、POS、ま

たはシリアル インターフェイス タイプのみです。Cisco 7600 シリーズ ルータにこれらのインター

フェイス タイプが装備されていない場合は、interface interface interface-number キーワードおよび引

数はサポートされません。

interface-number の形式は、mod/port または slot/port-adapter/port です。サブインターフェイスまた

はチャネル グループ記述子を含めることができます。

例 次に、VLAN 7 ～ 9 に VLAN アクセス マップを適用する例を示します。

Router(config)# vlan filter ganymede vlan-list 7-9 
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

action パケット アクション句を設定します。

match VLAN アクセス マップ シーケンスの 1 つまたは複数の ACL を選択

することにより一致句を指定します。

show vlan filter （任意）VLAN フィルタに関する情報を表示します。
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vlan internal allocation policy
内部 VLAN（仮想 LAN）割り当て方式を設定するには、vlan internal allocation policy コマンドを使

用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan internal allocation policy {ascending | descending}

no vlan internal allocation policy

シンタックスの説明

デフォルト ascending

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 内部 VLAN 割り当ては 1006 から昇順、または 4094 から降順となるように設定できます。

内部 VLAN およびユーザ定義 VLAN は、1006 ～ 4094 の VLAN スペースを共有します。これらの

スペースの割り当てには、「先に指定されたものを先に処理する」というポリシーが使用されます。

vlan internal allocation policy コマンドの変更を有効にするには、システム リブートを実行する必要

があります。システム起動中に、startup-config ファイルに記述された機能に必要な内部 VLAN が

初に割り当てられます。次に、startup-config ファイル内のユーザ定義 VLAN が設定されます。既存

の内部 VLAN と競合する VLAN を設定すると、内部 VLAN が解放されて使用可能になるまで、設

定された VLAN は動作不能状態になります。

write mem コマンドを入力して、リロードを行うと、ポート マネージャでは再設定された割り当て

方式が使用されます。

例 次に、内部 VLAN 割り当てポリシーとして、VLAN を降順に設定する例を示します。

Router(config)# vlan internal allocation policy descending 
Router(config)# 

関連コマンド

ascending 1006 ～ 4094 の内部 VLAN を割り当てます。

descending 4094 ～ 1006 の内部 VLAN を割り当てます。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show vlan internal usage 内部 VLAN 割り当てに関する情報を表示します。
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vlan mapping dot1q
802.1Q VLAN（仮想 LAN）と ISL（スイッチ間リンク）VLAN をマッピングするには、vlan mapping

dot1q コマンドを使用します。指定されたマッピング、または 802.1Q VLAN と ISL VLAN のすべて

のマッピングを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan mapping {dot1q dot1q-vlan-id} {isl isl-vlan-id}

no vlan mapping {dot1q dot1q-vlan-id | all}

シンタックスの説明

デフォルト 802.1Q VLAN ID のデフォルトの ID マッピングは、1 ～ 4094 です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN 1 パラメータは出荷時に設定されていて、変更できません。

大 8 つの VLAN をマッピングできます。1 つの ISL VLAN にマッピングできる 802.1Q VLAN は

1 つのみです。たとえば、802.1Q VLAN 800 が ISL VLAN 800 に自動的にマッピングされている場

合は、他の 802.1Q VLAN を ISL VLAN 800 に手動でマッピングしないでください。

既存の 802.1Q VLAN マッピングを上書きすることはできません。802.1Q VLAN 番号がすでに存在

する場合、コマンドは中断されます。 初に、既存のマッピングを消去する必要があります。

テーブルがいっぱいである場合は、コマンドが中断され、テーブルがいっぱいであることを示すエ

ラー メッセージが表示されます。

例 次に、VLAN 1001 の 802.1Q トランクに着信したトラフィックをローカル装置上の ISL VLAN 888

にマッピングし、VLAN 888 の 802.1Q トランクに着信したトラフィックをドロップし、ローカル装

置の ISL VLAN 888 から発信されたトラフィックを発信時に 802.1Q VLAN 1001 にマッピングする

例を示します。

Router(config)# vlan mapping dot1q 1001 isl 888
Router(config)#

dot1q dot1q-vlan-id 発信されたトラフィックがローカル装置上の 802.1Q トランクに着信する

ときのマッピング元となる 802.1Q VLAN の VLAN ID 番号を指定します。

有効値は 1 ～ 4094 です。

isl isl-vlan-id 発信されたトラフィックがローカル装置上の 802.1Q トランクに着信する

ときのマッピング元となる ISL VLAN の VLAN ID を指定します。また、

ローカル装置に着信したトラフィックをドロップする、802.1Q VLAN の

VLAN ID も指定します。有効値は、1 ～ 4094 です。

all 802.1Q VLAN と ISL VLAN のすべてのマッピングを削除します。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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次に、802.1Q VLAN 1001 と ISL VLAN 888 のマッピングを消去する例を示します。その結果、802.1Q

VLAN 1001 トラフィックはローカル装置に着信するときにドロップされ、802.1Q VLAN 888 トラ

フィックは ISL VLAN 888 にマッピングされます（両方ともデフォルト状態）。

Router(config)# no vlan mapping dot1q 1001
No mapping for 1022 
Router(config)# 

関連コマンド

vtp
グローバル VTP（VLAN トランキング プロトコル）ステートを設定するには、vtp コマンドを使用

します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

vtp {domain domain-name} 

vtp {file filename} 

vtp {interface interface-name} [only]

vtp {mode {client | server | transparent}} 

vtp {password password-value}

vtp pruning

vtp {version {1 | 2}}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• vtp domain および vtp interface コマンドには、デフォルト設定がありません。

• filename ― const-nvram:vlan.dat

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。

vlan（config-VLAN サブモード） 特定の VLAN を設定します。

vlan database VLAN コンフィギュレーション サブモードを開始しま

す。

domain domain-name VTP 管理ドメイン名を設定します。

file filename VTP コンフィギュレーションを保存する IFS ファイル システム ファ

イルの ASCII 名を設定します。

interface interface-name この装置の VTP アップデータ ID の推奨送信元の名前を設定します。

only （任意）VTP IP アップデータ アドレスとして現在のインターフェイス

の IP アドレスのみを使用するように指定します。

mode client VTP 装置のモード タイプをクライアント モードに設定します。

mode server VTP 装置のモード タイプをサーバ モードに設定します。

mode transparent VTP 装置のモード タイプをトランスペアレント モードに設定しま

す。

password password-value 管理ドメイン パスワードを指定します。

pruning 管理ドメインによるプルーニングの許可をイネーブルにします。

version 1 | 2 管理ドメイン VTP バージョン番号を指定します。
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• VTP モード ― mode server

• パスワードは設定されていません。

• プルーニングはディセーブルです。

• version 1

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注） vtp pruning、vtp password、および vtp version コマンドは、特権 EXEC モードでも使用できます。こ

れらのコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードでのみ使用し、特権 EXEC モードで

は使用しないでください。

拡張範囲 VLAN は、VTP ではサポートされません。

domain-name を定義する場合は、大文字と小文字を区別する 1 ～ 32 文字のドメイン名を指定してく

ださい。

filename および interface-name は、1 ～ 255 文字の ASCII 文字列です。

スイッチがセキュア モードの場合、管理ドメイン内の各ネットワーク装置にパスワードを設定する

必要があります。

注意 VTP をセキュア モードで設定した場合、ドメイン内の各ネットワーク装置に管理ドメイン パス

ワードを割り当てないと、管理ドメインは正常に動作しません。

VTP バージョン 2 対応のネットワーク装置上で VTP バージョン 2 をディセーブルに設定している

場合、その VTP バージョン 2 対応ネットワーク装置は、同じ VTP ドメイン内で、VTP バージョン

1 が稼働しているネットワーク装置として動作できます（VTP バージョン 2 は、デフォルトでディ

セーブルに設定されています）。

同じ VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装置がバージョン 2 に対応する場合以外は、ネット

ワーク装置上で VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。いずれかのネットワーク装

置上で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応ネット

ワーク装置上で VTP バージョン 2 がイネーブルになります。

トークンリング環境で、VLAN スイッチング機能を正常に動作させるには、VTP バージョン 2 をイ

ネーブルにする必要があります。

VTP サーバ上で VTP プルーニングをイネーブルまたはディセーブルにすると、管理ドメイン全体

で VTP プルーニングがイネーブルまたはディセーブルになります。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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Cisco 7600 シリーズ ルータ上で VLAN をプルーニング適格または不適格として設定した場合に、影

響を受けるのは、その switch 上の VLAN のプルーニング適格性のみです。VTP ドメイン内のすべ

てのネットワーク装置のプルーニング適格性に影響するわけではありません。

vtp password、vtp pruning、および vtp version コマンドは、NVGEN に格納されないで、VTP トラ

ンスペアレント モード スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに格納されます。

拡張範囲 VLAN は、VTP ではサポートされません。

pruning は VTP サーバ モードで設定できます。version は、VTP サーバ モードまたは VTP トラン

スペアレント モードで設定できます。

password-value は、装置の管理ドメインを識別する 8 ～ 64 文字の ASCII 文字列です。

VTP プルーニングが設定されていると、プルーニング適格 VLAN に属するステーションがない場

合、この VLAN に関する情報が VTP アップデートから削除されます。

VTP ドメイン内のすべての Cisco 7600 シリーズ ルータで、同じ VTP バージョンを実行する必要が

あります。同一 VTP ドメイン内の Cisco 7600 シリーズ ルータで、VTP バージョン 1 とバージョン

2 を同時に実行することはできません。

ドメイン内のすべての Cisco 7600 シリーズ ルータが VTP バージョン 2 対応である場合は、1 つの

Cisco 7600 シリーズ ルータ上で VTP バージョン 2 をイネーブルにするだけで、バージョン番号が

VTP ドメイン内の他のバージョン 2 対応 Cisco 7600 シリーズ ルータに伝播します。

バージョン 2 モードを切り替えると、特定のデフォルト VLAN のパラメータが変更されます。

例 次に、装置の管理ドメインを設定する例を示します。

Router(config)# vtp domain DomainChandon
Router(config)# 

次に、VTP コンフィギュレーションを保存する IFS ファイル システムのファイルを指定する例を示

します。

Router(config)# vtp file vtpconfig
Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.   
Router(config)# 

次に、VTP モードをクライアント モードに設定する例を示します。

Router(config)# vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Router(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show vtp VTP 統計情報とドメイン情報を表示します。
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wrr-queue bandwidth
標準送信キュー間に帯域幅を割り当てるには、wrr-queue bandwidth コマンドを使用します。デフォ

ルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

wrr-queue bandwidth weight-1 ... weight-n

no wrr-queue bandwidth 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• QoS（サービス品質）がイネーブル ― 4：255

• QoS がディセーブル ― 255：1

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン Supervisor Engine 720 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではキューの重みは 7 つまで設定で

きます。

Supervisor Engine 2 が搭載された Cisco 7600 シリーズ ルータではキューの重みは 3 つまで設定でき

ます。

WRR を使用すると、出力ポートで帯域幅を共有できます。このコマンドは、スケジューリングの

重みによって、出力 WRR の帯域幅を定義します。出力緊急キューをイネーブルにした場合を除き、

WRR には 4 つのキューが関係します。緊急キューは完全優先キューです。このキューが空になる

まで、どの WRR キューも使用されません。

wrr-queue bandwidth コマンドは、順序に依存しません。出力プライオリティがイネーブルの場合、

重み比率は 初の 2 つおよび 後のパラメータを使用して計算されます。それ以外の場合は、4 つ

のパラメータがすべて使用されます。

WRR 重みは、すべてのキューが空でない場合に、キュー間で帯域幅を分割するために使用されま

す。たとえば、重み 1：3 を入力すると、両方のキューにデータが存在する場合、1 つのキューに帯

域幅の 25%、もう一方のキューに 75% が割り当てられます。

重み 1：3 を入力した場合と重み 10：30 を入力した場合で、必ずしも同じ結果が得られるとは限り

ません。重みが 10：30 の場合は、各キューで処理されるデータ量が増え、もう一方のキューで処

理されるパケットの遅延が大きくなります。ロー プライオリティ キューで少なくとも 1 つのパケッ

ト（ 大サイズ）を一度に処理できるように、重みを設定する必要があります。よりプライオリ

ティが高いキューには、一度に複数のパケットが処理されるように重みを設定します。

weight-1 ... weight-n WRR（重み付けラウンドロビン）重み。有効値は 1 ～ 255 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17a)SX 7 つのキューの重みをサポートするように、このコマンドが変更されまし

た。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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例 次に、3 対 1 の帯域幅比率を割り当てる例を示します。

Router(config-if)# wrr-queue bandwidth 3 1 
Router(config-if)#

関連コマンド

wrr-queue cos-map
CoS（サービス クラス）値をキューのドロップしきい値にマッピングするには、wrr-queue cos-map

コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

wrr-queue cos-map queue-id threshold-id cos-1 ... cos-n

no wrr-queue cos-map

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 受信キュー 1/ ドロップしきい値 1 および送信キュー 1/ ドロップしきい値 1：CoS 0 および 1

• 受信キュー 1/ ドロップしきい値 2 および送信キュー 1/ ドロップしきい値 2：CoS 2 および 3

• 受信キュー 2/ ドロップしきい値 3 および送信キュー 2/ ドロップしきい値 1：CoS 4 および 6

• 受信キュー 2/ ドロップしきい値 4 および送信キュー 2/ ドロップしきい値 2：CoS 7

• 1p1q4t、1p2q2t、および 1p3q1t インターフェイスでは、CoS 5 が完全優先キューにマッピング

されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン しきい値にマッピングする CoS 値を、 大 8 つ入力します。

1p3q1t のしきい値は常に 1 です。

例 次に、標準送信キュー 1/ しきい値 1 に CoS 値 0 および 1 をマッピングする例を示します。

Router(config-if)# wrr-queue cos-map 1 1 0 1 
Router(config-if)#

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

wrr-queue queue-limit インターフェイスの送信キュー サイズ比を設定します。

queue-id キュー番号。有効値は 1 です。

threshold-id しきい値 ID。有効値は 1 ～ 4 です。

cos-1 ... cos-n CoS 値。有効値は 0 ～ 7 です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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wrr-queue queue-limit
インターフェイスの送信キュー サイズ比を設定するには、wrr-queue queue-limit コマンドを使用し

ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

wrr-queue queue-limit {queue1-weight [queue2-weight] queue3-weight}

no wrr-queue queue-limit

wrr-queue queue-limit {queue1-weight [queue2-weight] queue3-weight}

no wrr-queue queue-limit

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト設定は次のとおりです。

• 90%（ロー プライオリティ）

• 10%（ハイ プライオリティ）

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 有効なハイ プライオリティ重み値は 1 ～ 100% です。ただし、1p2q1t 出力 LAN ポートでは例外的

に、ハイ プライオリティ キューの有効値は 5 ～ 100% です。

出力完全優先キューを持つ LAN ポート上では、PFC QoS（サービス品質）によって出力完全優先

キュー サイズはハイ プライオリティ キュー サイズと同じ値に設定されます。

ネットワークにおけるロー プライオリティ トラフィック / ハイ プライオリティ トラフィックの配

分を推定してください（例：ロー プライオリティ トラフィック 80%、ハイ プライオリティ トラ

フィック 20% など）。推定したパーセンテージを、各キューの重みとして使用します。

ハードウェアのプログラミング精度により、ハードウェアに設定される値は、指定された値の近似

値となります。たとえば、0% を指定した場合、プログラミングされる実際の値は必ずしも 0 では

ありません。

例 次に、送信キュー サイズ比を設定する例を示します。

Router (config-if)# wrr-queue queue-limit 75 25
Router(config-if)#

queue1-weight ロー プライオリティ キューの重み比。有効値は 1 ～ 100% です。

queue2-weight （任意）ミディアム プライオリティ キューの重み比。有効値は 1 ～ 100%

です。

queue3-weight ハイ プライオリティ キューの重み比。有効値については、「使用上のガイ

ドライン」を参照してください。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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関連コマンド

wrr-queue random-detect 
1p2q2t および 1p3q1t インターフェイスの指定キューに対して、WRED（重み付けランダム早期検

出）をイネーブルにしたり、 小および 大 WRED のしきい値を指定したりするには、wrr-queue

random-detect コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

wrr-queue random-detect queue-id 

wrr-queue random-detect {max-threshold | min-threshold} queue-id threshold-percent-1 ... 
threshold-percent-n

no wrr-queue random-detect queue-id

no wrr-queue random-detect {max-threshold | min-threshold} queue-id

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、WRED はディセーブルです。WRED をイネーブルにした場合、デフォルトは次

のとおりです。

• 大しきい値は 40%（ロー）および 100%（ハイ）です。

• 小しきい値は、両方ともゼロに設定されます。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1p2q1t および 1p3q1t インターフェイスの場合、標準送信キューに WRED ドロップしきい値があり

ます。1p3q1t 送信キューは、WRED ドロップしきい値またはテールドロップしきい値を使用するよ

うに設定できます。

1p2q1t インターフェイスの WRED ドロップしきい値をイネーブルにするには、wrr-queue

random-detect queue-id コマンドを使用します。WRED をディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

rcv-queue bandwidth 標準送信キュー間に帯域幅を割り当てます。

queue-id キュー番号です。有効値は 1、2、または 3 です。

max-threshold 大 WRED ドロップしきい値を指定します。

min-threshold 小 WRED ドロップしきい値を指定します。

threshold-percent-1
threshold-percent-n

しきい値の重み。有効値は 1 ～ 100% です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。
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1p3q1t インターフェイスの WRED ドロップしきい値をイネーブルにするには、wrr-queue

random-detect queue-id コマンドを使用します。テールドロップしきい値に戻すには、no wrr-queue

random-detect queue-id コマンドを使用します。

queue-id は、標準ロー プライオリティ キューの場合は 1、標準ハイ プライオリティ キューの場合

は 2、完全優先キューの場合は 3 です。

完全優先キューのしきい値は、設定できません。

1p2q2t インターフェイスの各キューには 2 つのしきい値、1p3q1t インターフェイスには 1 つのしき

い値があります。

しきい値には、それぞれロー WRED 値およびハイ WRED 値があります。

WRED 値はキュー容量のパーセンテージです。

WRED しきい値の設定方法については、『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration

Guide』の「QoS」を参照してください。

例 次に、ロー プライオリティ送信キューのハイ WRED ドロップしきい値を設定する例を示します。

Router (config-if)# wrr-queue random-detect max-threshold 1 60 100
Router (config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

wrr-queue queue-limit インターフェイスの送信キュー サイズ比を設定します。
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wrr-queue threshold
1q4t および 2q2t インターフェイスの標準受信キューおよび標準送信キューにドロップしきい値の

割合を設定するには、wrr-queue threshold コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

wrr-queue threshold queue-id threshold-percent-1 ... threshold-percent-n

no wrr-queue threshold queue-id

シンタックスの説明

デフォルト QoS（サービス品質）をイネーブルにした場合、デフォルト値は次のとおりです。

• 100%（しきい値 1）

• 60%（しきい値 2）

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

コマンド履歴

使用上のガイドライン 送信キュー番号およびしきい値番号を使用してください。

queue-id は、標準ロー プライオリティ キューの場合は 1、標準ハイ プライオリティ キューの場合

は 2 です。

しきい値 2 は常に 100% に設定してください。

受信キューのドロップしきい値は、trust cos に設定されたギガビット イーサネット インターフェイ

スに限りサポートされます。

例 受信キュー 1/ しきい値 1、および送信キュー 1/ しきい値 1 を設定する例を示します。

Router(config-if)# wrr-queue threshold 1 60 100 
Router(config-if)#

関連コマンド

queue-id キュー番号。有効値は 1 ～ 2 です。

threshold-percent-1
threshold-percent-n

キュー 1 および 2 の重み値。有効値は 1 ～ 100% です。

リリース 変更内容

12.2(14)SX このコマンドのサポートが Supervisor Engine 720 に追加されました。

12.2(17d)SXB Supervisor Engine 2でのこのコマンドのサポートが 12.2 SX リリースに拡張

されました。

コマンド 説明

show queueing interface キューイング情報を表示します。

wrr-queue queue-limit インターフェイスの送信キュー サイズ比を設定します。
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