Cisco Intrusion Prevention System コマンド リ
ファレンス for IPS 7.2

Text Part Number: OL-29169-01-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報
につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ
り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと
をご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ
イトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊
社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項
は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ
てユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび
これら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ
とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接
的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)
Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

CONTENTS
はじめに
内容

vii
i-vii

対象読者
表記法
関連資料

i-vii
i-vii
i-viii

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

CHAPTER

1

i-viii

CLI の概要 1-1
User Roles 1-1
CLI の動作 1-2
コマンド ラインの編集

1-4

Cisco IPS コマンド モード 1-5
正規表現の構文

1-5

汎用 CLI コマンド

1-7

CLI のキーワード 1-8
CHAPTER

2

使用可能なコマンド

2-1

anomaly-detection load 2-4
anomaly-detection save 2-5
attemptLimit 2-6
autoupdatenow 2-7
banner login 2-9
block host 2-10
block network 2-11
block connection 2-12
clear database 2-14
clear denied-attackers 2-16
clear events 2-18
clear line 2-19
clear os-identification 2-21
clock set 2-23
configure 2-24
Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
OL-29169-01-J

iii

Contents

copy 2-25
copy ad-knowledge-base 2-28
copy instance 2-30
deny attacker 2-31
display serial 2-33
downgrade 2-34
end 2-35
erase 2-36
erase ad-knowledge-base 2-37
erase license-key 2-39
exit 2-40
iplog 2-41
iplog-status 2-43
list component-configurations 2-45
more 2-46
more begin 2-50
more exclude 2-52
more include 2-56
packet 2-58
password 2-61
ping 2-63
privilege 2-65
recover 2-66
rename ad-knowledge-base 2-67
reset 2-68
service 2-69
setup 2-73
show ad-knowledge-base diff 2-87
show ad-knowledge-base files 2-89
show ad-knowledge-base thresholds 2-90
show begin 2-93
show clock 2-95
show configuration 2-97
show events 2-98
show exclude 2-101

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2

iv

OL-29169-01-J

Contents

show health 2-105
show history 2-106
show include 2-107
show inspection-load 2-109
show interfaces 2-112
show interfaces-history 2-114
show inventory 2-118
show os-identification 2-120
show privilege 2-122
show settings 2-123
show ssh authorized-keys 2-126
show ssh server-key 2-128
show ssh host-keys 2-129
show statistics 2-130
show tech-support 2-135
show tls fingerprint 2-137
show tls trusted-hosts 2-138
show users 2-139
show version 2-141
ssh authorized-key 2-144
ssh generate-key 2-146
ssh host-key 2-147
terminal 2-149
tls generate-key 2-150
tls trusted-host 2-151
trace 2-153
upgrade 2-154
unlock user 2-156
username 2-157

APPENDIX

A

CLI のエラー メッセージ A-1
CLI のエラー メッセージ A-1
CLI 検証エラー メッセージ A-5

GLOSSARY

INDEX

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
OL-29169-01-J

v

Contents

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2

vi

OL-29169-01-J

はじめに

内容
このマニュアルは、Cisco Intrusion Prevention System（IPS 7.2）用の CLI コマンドについて説明しま
す。略語および関連のある IPS 用語を記載した用語集も含めてあります。ここでは、次の項について説
明します。

• 「対象読者」（P.vii）
• 「表記法」（P.vii）
• 「関連資料」（P.viii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.viii）

対象読者
このマニュアルは、Cisco Intrusion Prevention System（IPS）センサーを設定および維持する経験豊富
なネットワーク セキュリティ管理者を対象としています。IPS には、サポートされている IPS アプラ
イアンスおよびモジュールを含みます。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目

表記法

手順で選択する必要があるコマンド、キーワード、特殊な用語、
およびオプション

太字フォント

値、新規用語、または重要な用語を指定する変数

イタリック体

表示されるセッション情報、システム情報、パス、およびファイ
ル名

screen フォント

ユーザが入力する情報

太字の screen フォント
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vii

関連資料

項目

表記法

ユーザが入力する変数

イタリック体の screen フォン

メニュー項目を選択する順番

[Option] > [Network
Preferences]

ト

（注） 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

注意

警告

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

ユーザの身体、ソフトウェアの状態、または機器に被害が及ぶのを防ぐために、留意する必要がある
注意事項が記述されています。記載された注意事項に従わない場合に、結果として発生するセキュリ
ティ侵害が明確に特定されています。

関連資料
Cisco IPS 7.2 の詳細については、次の URL の次のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps4077/tsd_products_support_series_home.html
• 『Documentation Roadmap for Cisco Intrusion Prevention System 7.2』
• 『Release Notes for Cisco Intrusion Prevention System 7.2(1)E4』
• 『Cisco Intrusion Prevention System Device Manager Configuration Guide for IPS 7.2』
• 『Cisco Intrusion Prevention System Manager Express Configuration Guide for IPS 7.2』
• 『Cisco Intrusion Prevention System Sensor CLI Configuration Guide for IPS 7.2』
• 『Cisco Intrusion Prevention System Appliance and Module Installation Guide for IPS 7.2』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation 』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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C H A P T E R

1

CLI の概要
Cisco IPS 7.2 Command-Line Interface（CLI）は、Telnet、SSH、シリアル インターフェイス接続を
通じてセンサーにアクセスできます。この章では、IPS 7.2 CLI について説明します。次の項がありま
す。

• 「User Roles」（P.1-1）
• 「CLI の動作」（P.1-2）
• 「コマンド ラインの編集」（P.1-4）
• 「Cisco IPS コマンド モード」（P.1-5）
• 「正規表現の構文」（P.1-5）
• 「汎用 CLI コマンド」（P.1-7）
• 「CLI のキーワード」（P.1-8）

User Roles
（注）

IPS プラットフォームでは、10 個の CLI セッションを同時に確立することができます。
Cisco IPS 7.2 の CLI を使用すると、複数のユーザが同時にログインできます。ローカル センサーで
は、ユーザの作成および削除を行えます。ユーザ アカウントは一度に 1 つしか変更できません。各
ユーザは、ユーザが何を変更でき何を変更できないかを制御するロールに関連付けられます。
CLI では、4 つのユーザ ロール（administrator、operator、viewer、および service）がサポートされて
います。各ロールの特権レベルは異なります。したがって、メニューおよび使用可能なコマンドもロー
ルごとに異なります。

• administrator（管理者）：このユーザ ロールは、最高レベルの権限を持っています。管理者は、無
制限の表示アクセス権を持ち、次の機能を実行できます。

– ユーザの追加およびパスワードの割り当て
– 物理インターフェイスと仮想センサーの制御のイネーブル化とディセーブル化
– 仮想センサーへの物理的なセンシング インターフェイスの割り当て
– 設定エージェントまたは表示エージェントとしてセンサーへの接続を許可されるホストのリス
トの変更

– センサーのアドレス設定の変更
– シグニチャの調整
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– 仮想センサーへのコンフィギュレーションの割り当て
– ルータの管理
• operator（オペレータ）：このユーザ ロールは、2 番目に高い権限を持っています。オペレータは、
無制限の表示アクセス権を持ち、次の機能を実行できます。

– パスワードの変更
– シグニチャの調整
– ルータの管理
– 仮想センサーへのコンフィギュレーションの割り当て
• ビューア（Viewer）：このユーザ ロールは、最も低いレベルの権限を持ちます。ビューアは、設定
とイベント データを表示でき、自分のパスワードを変更できます。

ヒント モニタリング アプリケーションに必要なのは、センサーに対するビューア アクセス権だけで
す。CLI を使用して、ユーザ アカウントにビューア権限を設定してから、イベント ビューアが
このアカウントを使用してセンサーに接続するように設定できます。

• サービス（Service）：このユーザ ロールは、CLI に直接アクセスできません。サービス アカウン
ト ユーザは、bash シェルに直接ログインします。このアカウントは、サポートおよびトラブル
シューティング目的でのみ使用します。無許可の変更はサポートされず、正しく動作することを保
証するには、センサーでイメージを再作成することが必要になります。サービス ロールでは、1
ユーザのみ作成できます。
サービス アカウントにログインすると、次の警告が表示されます。
******************************* WARNING *****************************************
UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS NETWORK DEVICE IS PROHIBITED.
This account is intended to be used for support and troubleshooting purposes only.
Unauthorized modifications are not supported and will require this device to be
re-imaged to guarantee proper operation.
*********************************************************************************

（注）

サービス ロールは、必要に応じて CLI をバイパスできる特殊なロールです。管理者権限を
持つユーザだけが、サービス アカウントを編集できます。

CLI の動作
Cisco IPS の CLI を使用するときは、次のヒントに従ってください。
プロンプト

• CLI コマンドの入力を求めるプロンプトは変更できません。
• システムが質問を表示する場合やユーザ入力を待機する場合には、ユーザ インタラクティブ プロ
ンプトが表示されます。角カッコ [ ] の中にデフォルト入力が表示されます。デフォルト入力をそ
のまま使用する場合は、Enter を押します。
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Help
• コマンドのヘルプを表示するには、コマンドの後ろに ? と 入力します。
次の例で、? の 機能を示します。
sensor# configure ?
terminal
Configure from the terminal
sensor# configure

（注）

プロンプトがヘルプの表示から復帰すると、前に入力したコマンドが ? 抜きで表示されま
す。

• 不完全なトークンの前に ? を 入力すると、コマンドを完成させるトークンが表示されます。トー
クンと ? の間にスペースが存在すると、コマンドがあいまいであることを示すエラーが表示されま
す。
sensor# show c ?
% Ambiguous command : “show c”

スペースなしでトークンを入力すれば、トークンの候補が表示されます（ヘルプの説明は表示され
ません）。
sensor# show c?
clock configuration
sensor# show c

• ヘルプでは、現在のモードで使用可能なコマンドだけが表示されます。
タブ補完
• タブ補完およびヘルプでは、現在のモードで使用可能なコマンドだけが表示されます。

• コマンドの完全な構文が不明な場合は、コマンドの一部を入力して Tab を押すと、コマンドを完成
させることができます。

• タブ補完で複数のコマンドが一致する場合は、何も表示されません。
呼び出し

• モード内で入力したコマンドを呼び出すには、↑キーまたは↓キーを使用するか、Ctrl キーを押し
た状態で P キーまたは Ctrl キーを押した状態で N キーを押します。

（注）

ヘルプとタブ補完の要求は、呼び出しリストには記録されません。

• 空のプロンプトは、呼び出しリストの末尾を表します。
大文字と小文字の区別
• CLI では、大文字と小文字は区別されませんが、エコーバックは大文字または小文字で入力したと
おりに表示されます。たとえば、次のように入力したとします。
sensor# CONF

この状態で Tab を押すと、センサーは次を表示します。
sensor# CONFigure
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表示オプション
• —More— は、端末の出力が割り当てられた表示領域を超過したことを示すインタラクティブなプロ
ンプトです。残りの出力を表示するには、Space を押して出力の次のページを表示するか、Enter
を押して一度に 1 行ずつ出力を表示します。

• 現在の行の内容をクリアして空白のコマンド ラインに戻るには、Ctrl キーを押した状態で C キー
を押します。

コマンド ラインの編集
表 1-1 は、CLI で使用できるコマンド ライン編集機能を示しています。
表 1-1

コマンド ラインの編集

キー

説明

Tab

途中まで入力されたコマンド名を補完します。一意の文字列を入力して Tab を押すと、
システムによってコマンド名が補完されます。複数のコマンド候補のある文字列を入力
していた場合、システムからエラーを知らせるビープ音が鳴ります。途中まで入力した
コマンドの直後に疑問符（?）を入力してください（間にスペースは入れない）。その文
字列で始まるコマンドの一覧が表示されます。

Back Space カーソルの左にある文字を消去します。
Enter
コマンド ラインでは、Enter を押すとコマンドが処理されます。端末画面上の
---More--- プロンプトでは、Enter を押すと 1 行下へスクロールします。
Space
端末画面上の出力の続きを表示できます。画面に ---More--- 行が表示されているとき
に Space を押して、次の画面を表示します。
←

カーソルを 1 文字左に移動します。1 行を超えるコマンドを入力した場合、←キーを繰
り返し押すことで、システム プロンプトまでスクロール バックし、コマンド エントリ
の先頭を確認できます。

→

カーソルを 1 文字右に移動します。

↑または

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンドが最初に呼び出さ
れます。キーを押すたびに、より古いコマンドが順次表示されます。

Ctrl+P
Ctrl+N

↑または Ctrl+P を使用してコマンドを呼び出したあと、履歴バッファ内のより新しい
コマンドに戻ります。キーを押すたびに、より新しいコマンドが順次表示されます。

Ctrl+A

カーソルを行の先頭に移動します。

Ctrl+B

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動します。

Ctrl+F

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までのすべての文字を削除します。

Ctrl+L

画面をクリアし、システム プロンプトとコマンド ラインを再表示します。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文字と置き換えます。

Ctrl+U

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までのすべての文字を削除します。

Ctrl+V

直後に続くキーストロークを、編集キーとしてではなく、コマンド エントリとして扱
うようにシステムに示すコードを挿入します。

Ctrl+W

カーソルの左にある単語を削除します。

↓または
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表 1-1

コマンド ラインの編集 （続き）

キー

説明

Ctrl+Y

削除バッファ内の最新のエントリを呼び出します。削除バッファには、最後に削除また
は切り取りが行われた 10 個の項目が格納されています。

Ctrl+Z

コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC プロンプトに戻ります。

Esc+B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc+C

カーソルの場所にある単語を大文字にします。

Esc+D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除します。

Esc+F

カーソルを 1 単語前進させます。

Esc+L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc+U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字にします。

Cisco IPS コマンド モード
Cisco IPS CLI には次のコマンド モードがあります。
• 特権 EXEC：CLI インターフェイスにログインしたときに開始されます。
• グローバル コンフィギュレーション：特権 EXEC モードから configure terminal を入力して開
始されます。
コマンド プロンプトは、sensor(config)# です。

• サービス モード コンフィギュレーション：グローバル コンフィギュレーション モードから
service service-name を入力して開始されます。
コマンド プロンプトは、sensor(config-ser)# です。ここで、ser はサービス名の最初の 3 文字で
す。

• 複数インスタンス サービス モード：グローバル コンフィギュレーション モードから service
service-name log-instance-name を入力して開始されます。
コマンド プロンプトは、sensor(config-log)# です。ここで、log はログ インスタンス名の最初
の 3 文字です。システム内の複数インスタンス サービスは、シグニチャ定義およびイベント アク
ション規則だけです。

正規表現の構文
正規表現は、一致する文字列を検索するために使用されるテキスト パターンです。正規表現は、プ
レーン テキストと特殊文字の組み合わせで構成され、実行する検索の内容を表します。たとえば、数
字を検索する場合の正規表現は [0-9] です。角カッコは、比較対象の文字が角カッコで囲まれた文字の
いずれかに一致する必要があることを表します。0 と 9 の間のダッシュ（-）は、0 から 9 までの範囲を
表します。したがって、この正規表現は 0 ～ 9 の任意の文字、つまり、任意の数字と一致します。
特定の特殊文字を検索する場合は、その特殊文字の前にバックスラッシュを使用する必要があります。
たとえば、「\*」という単一文字の正規表現は、1 つのアスタリスクに一致します。
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ここで定義されている正規表現は、POSIX Extended Regular Expression 定義のサブセットと類似して
います。特に、[..]、[==]、および [::] という表現はサポートされていません。また、単一文字を表す
エスケープ表現はサポートされています。文字を 16 進数値で表すことができます。たとえば、「a」に
相当する \x61 を使用した場合、\x61 は文字「a」を表すエスケープ表現です。
表 1-2 に、特殊文字の一覧を示します。
表 1-2

正規表現の構文

文字

説明

^

文字列の先頭。「^A」という表現は、文字列の先頭にある「A」にのみ一致します。

^

左角カッコ（[）の直後。角カッコ内の残りの文字をターゲット文字列との一致から
除外します。[^0-9] という表現は、ターゲット文字が数字でないことを表します。

$

ストリングの末尾と一致します。「abc$」という表現は、文字列の末尾にある部分文
字列「abc」にのみ一致します。

|

両側の表現がターゲット文字列に一致できます。「a|b」という表現は、「a」と「b」
のどちらにも一致します。

.

任意の文字と一致します。

*

表現内のアスタリスクの左の文字が 0 回以上一致することを表します。

+

* に似ていますが、表現内の + 記号の左の文字と少なくとも 1 回一致する必要があり
ます。

?

この記号の左の文字と 0 または 1 回一致する必要があります。

（）

パターンが評価される順番に影響します。また、一致した部分文字列を別の表現に
置き換える際のタグ付き表現としても使用されます。

[]

一連の文字を囲むことにより、囲まれた文字のいずれかとターゲット文字が一致す
ることを示します。

\

何もしなければ特別な意味に解釈される文字を、普通の文字として指定できます。

\xHH は、その値が (HH)、つまり 16 進数値 [0-9A-Fa-f] で表される値と同じ文字を
示します。値は、ゼロ以外でなければなりません。
BEL は \x07、BS は \x08、FF は \x0C、LF は \x0A、CR は \x0D、TAB は \x09、
VT は \x0B と同じです。
その他の任意の文字「c」の場合、「\c」は「c」と同じであり、特別な意味に解釈さ
れることはありません。
次に、特殊文字の使用例を示します。

• a* は、文字 a が任意の回数（0 回を含む）続いている文字列と一致します。
• a+ では、一致するために、文字列内に文字 a が少なくとも 1 つ存在している必要があります。
• ba?b は、bb または bab の文字列と一致します。
• \** は、任意の数の連続したアスタリスク（*）と一致します。
複数文字パターンとともに量指定子を使用するには、パターンをカッコで囲みます。

• (ab)* は、連続した任意の数の複数文字文字列 ab と一致します。
• ([A-Za-z][0-9])+ は、英数字ペアのインスタンスが 1 つ以上連続している文字列と一致します
（空の文字列とは一致しません）。
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量指定子（*、+、または ?）を使用した一致の順序は、最長構造優先です。ネストした構造は、外側か
ら内側に一致します。連結された構造は、構造の左側から一致します。そのため、この正規表現は
A9b3 に一致しますが、9Ab3 には一致しません。これは、英字が数字の前に指定されているためです。
また、単一文字または複数文字のパターンをカッコで囲むことにより、パターンを記憶して正規表現内
の別の場所で使用できるようにすることができます。
出現済みのパターンを呼び出す正規表現を作成するには、カッコを使用することで特定のパターンを記
憶することを示し、バックスラッシュ（\）の後に数字を続けることで記憶されているパターンを再利
用します。数字は、正規表現パターン内でのカッコの出現位置を指定します。正規表現内の複数のパ
ターンを記憶させた場合、\1 は最初に記憶されたパターン、\2 は 2 番目に記憶されたパターンとなり
ます。
次の正規表現では、後方参照のためにカッコを使用しています。

• a(.)bc(.)\1\2 は、a、任意の文字、bc、任意の文字と続いた後、最初の任意の文字と 2 番目の任意
の文字が再び現れる文字列と一致します。
たとえば、aZbcTZT に一致します。ソフトウェアは、最初の文字が Z であることと、2 番目の文
字が T であることを記憶し、この Z と T をその後の正規表現の中で使用します。

汎用 CLI コマンド
次に、Cisco IPS 7.2 の一般的な CLI コマンドを示します。

• configure terminal：グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
グローバル コンフィギュレーション コマンドは、個々のプロトコルやインターフェイスではなく、
システム全体に影響を及ぼす機能に適用されます。
sensor# configure terminal
sensor(config)#

• service：次のコンフィギュレーション サブモードになります。analysis-engine、authentication、
event-action-rules、host、interface、logger、network-access、notification、signature-definition、
ssh-known-hosts、trusted-certificates、および web-server。
sensor# configure terminal
sensor(config)# service event-action-rules rules0
sensor(config-rul)#

• end：コンフィギュレーション モードまたは任意のコンフィギュレーション サブモードを終了し
ます。トップレベルの EXEC メニューに戻ります。
sensor# configure terminal
sensor(config)# end
sensor#
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• exit：任意のコンフィギュレーション モードを終了するか、アクティブなターミナル セッション
を閉じて EXEC モードを終了します。前のメニュー セッションに戻ります。
sensor# configure terminal
sensor(config)# service event-action-rules rules0
sensor(config-rul)# exit
sensor(config)# exit
sensor#

CLI のキーワード
一般的に、コマンドの no 形式によって機能や関数をディセーブルにすることができます。キーワード
no なしでそのコマンドを使用すると、ディセーブルになっていた機能または関数をイネーブルにする
ことができます。たとえば、コマンド ssh host-key ipaddress はエントリを既知ホスト テーブルに追加
し、コマンド no ssh host-key ipaddress は既知ホスト テーブルからエントリを削除します。各コマン
ドの no 形式の動作の詳細については、それぞれのコマンドを参照してください。
サービス コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。コマンドの default 形式を
使用すると、コマンドの設定がデフォルトに戻ります。このキーワードは、アプリケーションの設定に
使用される service サブメニュー コマンドに適用されます。コマンドで default を入力すると、パラ
メータがデフォルト値にリセットされます。default キーワードは、コンフィギュレーション ファイル
内でデフォルト値を指定するコマンドにのみ使用できます。
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使用可能なコマンド
この章では、Cisco IPS 7.2 コマンドをアルファベット順に示します。ここで説明する内容は、次のと
おりです。

• 「anomaly-detection load」（P.2-4）
• 「anomaly-detection save」（P.2-5）
• 「attemptLimit」（P.2-6）
• 「autoupdatenow」（P.2-7）
• 「banner login」（P.2-9）
• 「block host」（P.2-10）
• 「block network」（P.2-11）
• 「block connection」（P.2-12）
• 「clear database」（P.2-14）
• 「clear denied-attackers」（P.2-16）
• 「clear events」（P.2-18）
• 「clear line」（P.2-19）
• 「clear os-identification」（P.2-21）
• 「clock set」（P.2-23）
• 「configure」（P.2-24）
• 「copy」（P.2-25）
• 「copy ad-knowledge-base」（P.2-28）
• 「copy instance」（P.2-30）
• 「deny attacker」（P.2-31）
• 「display serial」（P.2-33）
• 「downgrade」（P.2-34）
• 「end」（P.2-35）
• 「erase」（P.2-36）
• 「erase ad-knowledge-base」（P.2-37）
• 「erase license-key」（P.2-39）
• 「exit」（P.2-40）
• 「iplog」（P.2-41）
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• 「iplog-status」（P.2-43）
• 「list component-configurations」（P.2-45）
• 「more」（P.2-46）
• 「more begin」（P.2-50）
• 「more exclude」（P.2-52）
• 「more include」（P.2-56）
• 「packet」（P.2-58）
• 「password」（P.2-61）
• 「ping」（P.2-63）
• 「privilege」（P.2-65）
• 「recover」（P.2-66）
• 「rename ad-knowledge-base」（P.2-67）
• 「reset」（P.2-68）
• 「service」（P.2-69）
• 「setup」（P.2-73）
• 「show ad-knowledge-base diff」（P.2-87）
• 「show ad-knowledge-base files」（P.2-89）
• 「show ad-knowledge-base thresholds」（P.2-90）
• 「show begin」（P.2-93）
• 「show clock」（P.2-95）
• 「show configuration 」（P.2-97）
• 「show events」（P.2-98）
• 「show exclude」（P.2-101）
• 「show health」（P.2-105）
• 「show history」（P.2-106）
• 「show include」（P.2-107）
• 「show inspection-load」（P.2-109）
• 「show interfaces」（P.2-112）
• 「show interfaces-history」（P.2-114）
• 「show inventory」（P.2-118）
• 「show os-identification」（P.2-120）
• 「show privilege」（P.2-122）
• 「show settings」（P.2-123）
• 「show ssh authorized-keys」（P.2-126）
• 「show ssh server-key」（P.2-128）
• 「show ssh host-keys」（P.2-129）
• 「show statistics」（P.2-130）
• 「show tech-support」（P.2-135）
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• 「show tls fingerprint」（P.2-137）
• 「show tls trusted-hosts」（P.2-138）
• 「show users」（P.2-139）
• 「show version」（P.2-141）
• 「ssh authorized-key」（P.2-144）
• 「ssh generate-key」（P.2-146）
• 「ssh host-key」（P.2-147）
• 「terminal」（P.2-149）
• 「tls generate-key」（P.2-150）
• 「tls trusted-host 」（P.2-151）
• 「trace」（P.2-153）
• 「upgrade」（P.2-154）
• 「unlock user」（P.2-156）
• 「username」（P.2-157）
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anomaly-detection load

anomaly-detection load
KB ファイルを、指定した仮想センサーの現行の KB として設定するには、EXEC モードで
anomaly-detection load コマンドを使用します。
anomaly-detection virtual-sensor load [initial | file name]

構文の説明

virtual-sensor

仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効な
文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

initial
file
name

初期の KB。
既存の KB ファイル。

KB ファイル名。1 ～ 32 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効
な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

このコマンドは、IPS 固有です。Release12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、現行の KB ファイルとして 2012-Mar-16-10_00_00 をロードします。

例

sensor# anomaly-detection vs0 load file 2012-Mar-16-10_00_00
sensor#
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anomaly-detection save

anomaly-detection save
現行の異常検出 KB ファイルを取得してローカルに保存するには、EXEC モードで anomaly-detection
save コマンドを使用します。

anomaly-detection virtual-sensor save [new-name]

virtual-sensor

構文の説明

new-name

仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効な
文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。
（任意）新しい KB ファイル名。最大 32 文字の大文字小文字を区別する文
字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

デフォルト

デフォルトで生成されるファイル名は YYYY-Mon-dd-hh_mm_ss です。Mon は現在の月を示す 3 文字の
省略形です。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドの実行時に異常検出がアクティブでない場合、エラーが表示されます。初期の KB ファイ
ルを上書きすることはできません。KB ファイル名がすでに存在する場合は、新しい名前を選択する
か、デフォルトを使用して古い KB を上書きします。

KB ファイルに使用できるサイズには、制限があります。新しい KB が生成され、この制限に到達する
と、最も古い KB は（現行ファイルでも初期ファイルでもない場合）が削除されます。
（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。Release 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例では、現行の KB を保存し、my-kb として保管します。
sensor# anomaly-detection vs0 save my-kb
sensor#
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attemptLimit

attemptLimit
特定の回数に達するまでログインの試行に失敗したユーザが試行を続けられないようアカウントをロッ
クするには、認証サブモードで attemptLimit number コマンドを使用します。デフォルトは 0 です。
これは無制限の認証試行を示します。セキュリティのために、この数値を変更する必要があります。

attemptLimit number

attemptLimit
number

構文の説明

ユーザがセンサーへのログインを試行できる回数の制限値を設定します。
アカウントがロックされるまでの試行の失敗回数を指定します。

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表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

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

attemptLimit コマンドは、アカウントがロックされるまでユーザがセンサーへのログインを試行でき
る回数の制限値を設定する方法を管理者に提供します。ロックされたアカウントは、show users all 出
力内のカッコに示されます。
アカウント ロックを設定すると、ローカル認証だけでなく RADIUS 認証も影響を受けます。ローカル
なログインまたは RADIUS アカウントへのログイン失敗が指定された試行回数に達すると、アカウン
トはセンサー上でローカルにロックされます。

次の例は、3 回に試行回数を設定します。

例

sensor# configure terminal
sensor(config)# service authentication
sensor(config-aut)# attemptLimit 3

関連コマンド

コマンド

説明

unlock user

一定の回数に達するまで試行に失敗したためにユーザがロックされた場
合、ローカル アカウントおよび RADIUS アカウントのロックを解除しま
す。

show users all

センサーのアカウントのあるすべてのユーザを表示します。
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autoupdatenow

autoupdatenow
センサーに随時更新を適用するには、グローバル コンフィギュレーション モードで autoupdatenow
コマンドを使用します。

autoupdatenow

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

注意

autoupdatenow コマンドを使用して、センサーで即時更新を実行します。このコマンドがセンサーの
更新を即時に実行することを示す警告を受信します。スケジュールされた自動更新が必要ない場合は、
このコマンドを実行した後で、ホスト サービス サブモードの自動アップグレードの設定で
user-server/cisco-server オプションをディセーブルにします。
autoupdatenow コマンドの実行中は、CLI、IDM、または IME を使用できません。また、アップグ
レードが完了するまで新しいセッションを開始できません。自動更新が進行中の間は、コマンドを
実行しないでください。結果を確認して、他のコマンドを実行する前に最低 5 分以上待ちます。

（注）

cisco.com から自動更新をダウンロードするには、DNS または HTTP プロキシ サーバを設定している
必要があります。

（注）

自動更新が設定されており、更新を適用するための有効なライセンスを所有している必要があります。

（注）

このコマンドは、Cisco IOS 12.0 以前にはありません。

例

次の例は、自動アップグレードをただちに適用するようにセンサーを促します。
sensor# autoupdatenow
Warning: Executing this command will perform an auto-upgrade on the sensor immediately.
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autoupdatenow

Before executing this command, you must have a valid license to apply the Signature
AutoUpdates and auto-upgrade settings configured.After executing this command please
disable user-server/cisco-server inside 'auto-upgrade' settings, if you don't want
scheduled auto-updates
Continue? []:

関連コマンド

コマンド

説明

auto-upgrade-option
show statistics host

自動アップグレードを設定します。
自動更新が行われたことを確認します。
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banner login

banner login
端末画面に表示するバナーメッセージを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
banner login コマンドを使用します。ログイン 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。バナー メッセージは、ユーザが CLI にアクセスしたときに、ユーザ名プロンプトとパスワー
ド プロンプトの前に表示されます。

banner login
no banner login

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

banner login コマンドによって、端末画面に表示される 2500 文字までのテキスト メッセージを作成で
きます。このメッセージは、CLI にアクセスすると表示されます。Ctrl+V キーを押してから改行また
は疑問符（?）を入力することによって、改行または疑問符をメッセージに含めることができます。改
行は、作成したテキストメッセージでは ^M と表示されますが、ユーザに対してメッセージが表示され
るときは、実際の改行として表示されます。
Message プロンプトで

（注）

例

Ctrl+C キーを押すと、メッセージの要求がキャンセルされます。

このコマンドの形式は、Cisco IOS Release 12.0 の実装とは異なります。

次の例は、ログイン時に端末画面に表示されるメッセージを作成します。
sensor(config)# banner login
Banner[]: This message will be displayed on login. ^M Thank you!

ログイン時に、次のメッセージが表示されます。
This message will be displayed on login.
Thank you!
password:

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
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block host

block host
ホストをブロックするには、EXEC モードで block host コマンドを使用します。ホストのブロックを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

block host ip-address [timeout minutes]
no block host ip-address

ip-address
timeout
minutes

構文の説明

ブロックするホストの IP アドレス。
（任意）ホスト ブロックのタイムアウトを指定します。
（任意）ホスト ブロックの期間（分単位）。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、手動のホスト ブロックを追加します。タイムアウトを指定しない場合、ブ
ロックは無期限になります。

（注）

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。

次の例は、IP アドレス 10.2.3.1 を持つホストをブロックします。

例

sensor# block host 10.2.3.1
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

block network
block connection

ネットワークをブロックします。
接続ブロックを実行します。

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
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block network

block network
ネットワークをブロックするには、EXEC モードで block network コマンドを使用します。ネット
ワークのブロ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。

block network ip-address/netmask [timeout minutes]
no block network ip-address/netmask

ip-address/netmask

構文の説明

timeout
minutes

ネットワークのサブネットは X.X.X.X./nn 形式でブロックされます。
X.X.X.X は、ピリオドで区切られた 4 オクテットで記述される 32 ビット
アドレスのセンサーの IP アドレスです。X は 0 ～ 255 です。nn は、ネッ
トマスクのビット数（1 ～ 32）を示します。
（任意）ネットワーク ブロックのタイムアウトを指定します。
（任意）ネットワーク ブロックの期間（分単位）。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、手動のネットワーク ブロックを追加します。タイムアウトを指定しない場
合、ブロックは無期限になります。

（注）

例

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。

次の例は、10.0.0.0/255.0.0.0 のサブネットを持つホストをブロックします。
sensor# block network 10.0.0.0/8
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

block host
block connection

ホストをブロックします。
接続ブロックを実行します。
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block connection

block connection
接続をブロックするには、EXEC モードで block connection コマンドを使用します。接続のブロック
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

block connection source-ip-address destination-ip-address [port port-number] [protocol type]
[timeout minutes]
no block connection source-ip-address

source-ip-address
destination-ip-address
port
port-number
protocol
type
timeout
minutes

構文の説明

接続ブロックの送信元 IP アドレス。
接続ブロックの宛先 IP アドレス。
（任意）接続ブロックのポートを指定します。
（任意）宛先ポート番号。有効な範囲は 0 ～ 65535 です。
（任意）接続ブロックのプロトコルを指定します。
（任意）プロトコル タイプ。有効なタイプは、TCP または UDP です。
（任意）接続ブロックのタイムアウトを指定します。
（任意）接続ブロックの期間（分単位）。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、手動の接続ブロックを追加します。タイムアウトを指定しない場合、ブロッ
クは無期限になります。

（注）

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。

次の例は、宛先ポート 80、プロトコル TCP、および 30 分のタイムアウト時間の送信元 IP アドレス
10.2.3.1 と宛先 IP アドレス 11.2.3.1 との接続をブロックします。

例

sensor# block connection 172.16.0.1 192.168.0.1 port 80 protocol tcp timeout 30
sensor#
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block connection

関連コマンド

コマンド

説明

block host
block network

ホストをブロックします。
ネットワークをブロックします。
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clear database

clear database
所定の仮想センサーのノード、アラート、インスペクタ、またはデータベース全体をクリアするには、
EXEC モードで clear database コマンドを使用します。

clear database nodes コマンドを使用して、パケット ノード、TCP セッション情報、インスペクタ リ
ストを含め、パケット データベース要素全体をクリアします。clear database inspectors コマンドを
使用して、ノード内に含まれるインスペクタ リストをクリアします。これは、TCP セッション情報ま
たはノードをクリアしません。インスペクタ リストは、センサーの動作中に収集されたパケット作業
と観察を表します。clear database alerts コマンドを使用して、アラート ノード、メタ インスペクタ
情報、サマリー状態、イベント カウント構造を含む、アラート データベース情報をクリアします。こ
のコマンドは、サマリー アラートを廃棄します。
clear database [virtual-sensor] all | nodes | alerts | inspectors

構文の説明

virtual-sensor

センサーに設定されている仮想センサーの名前。1 ～ 64 文字の大文字小文
字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」およ
び「_」です。仮想センサー名を指定しない場合、すべての仮想センサー
データベースがクリアされます。

all
nodes

特定の仮想センサーのデータベース全体をクリアします。
パケット ノード、TCP セッション情報、インスペクタ リストを含め、パ
ケット データベース要素全体をクリアします。

alerts

アラート ノード、メタ インスペクタ情報、サマリー状態、イベント カウ
ント構造を含む、アラート データベース情報をクリアします。このコマン
ドによって、サマリー アラートは廃棄されます。

inspectors

特定の仮想センサーのインスペクタ リストをクリアします。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

管理者

使用上のガイドライン

TAC の指示があった場合、またはテストなどで累積した状態の情報をクリアしてクリーンな状態で開
始する場合を除いて、このコマンドを使用しないでください。

（注）

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。

次の例は、ノード データベースをクリアします。

例

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
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clear database

sensor# clear database nodes
Warning: Executing this command will delete database on all virtual sensors
Continue? [yes]: yes
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show statistics
denied-attackers

拒否された攻撃者のリストを表示します。
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clear denied-attackers

clear denied-attackers
現在の拒否 IP アドレスのリストを削除するには、EXEC モードで clear denied-attackers コマンドを
使用します。

clear denied-attackers [virtual-sensor] [ip-address ip-address]

構文の説明

virtual-sensor

（任意）センサーで設定する仮想センサーの名前。クリア操作は、特定さ
れた仮想センサーに関連付けられた学習済みアドレスに制限されます。1
～ 64 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a
～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。仮想センサー名を指定しない場合、
拒否されたすべての攻撃者がクリアされます。

ip-address
ip-address

（任意）クリアする IP アドレスを指定します。
仮想センサーを指定すると、要求した仮想センサーだけを対象に IP アド
レスがクリアされます。仮想センサー名を指定しないと、すべての仮想セ
ンサー上で IP アドレスがクリアされます。IP アドレスは IPv4 または
IPv6 形式にできます。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0(1)
6.0(1)

このコマンドが導入されました。

6.2(0)

使用上のガイドライン

オプションの virtual-sensor および ip-address パラメータが追加されまし
た。

ip-address パラメータに対する IPv4 および IPv6 両方のサポートが追加さ
れました。

clear denied-attackers コマンドによって、拒否する攻撃者のリストをクリアし、以前拒否した IP ア
ドレスとの通信を復元できます。このリストの IP アドレスを個別に選択し、削除することはできませ
ん。拒否する攻撃者のリストをクリアすると、リストからすべての IP アドレスが削除されます。
仮想センサーと IP アドレスは任意です。仮想センサー名を指定すると、要求した仮想センサーだけを
対象に IP アドレスがクリアされます。仮想センサー名を指定しないと、すべての仮想センサー上で IP
アドレスがクリアされます。

（注）

このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。

次の例は、拒否された攻撃者リストからすべての IP アドレスを削除します。

例
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clear denied-attackers

sensor# clear denied-attackers
Warning: Executing this command will delete all addresses from the list of attackers
currently being denied by the sensor.
Continue with clear? [yes]: yes
sensor#

次の例は、仮想センサー vs0 に関連付けられた、拒否された攻撃者のリストのすべてのエントリをクリ
アします。
sensor# clear denied-attackers vs0
Warning: Executing this command will delete all addresses from the list of attackers being
denied by virtual sensor vs0.
Continue with clear? [yes]: yes
sensor#

次の例は、仮想センサー vs0 に関連付けられた、拒否された攻撃者のリストから IP アドレス 10.1.1.1
をクリアします。
sensor# clear denied-attackers vs0 ip-address 10.1.1.1
Warning: Executing this command will delete ip address 10.1.1.1 from the list of attackers
being denied by virtual sensor vs0.
Continue with clear? [yes]: yes
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show statistics
denied-attackers

拒否された攻撃者のリストを表示します。
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clear events

clear events
イベント ストアをクリアするには、EXEC モードで clear events コマンドを使用します。

clear events

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

このコマンドを使用して、イベント ストアからすべてのイベントをクリアします。

このコマンドは、IPS 固有です。Release 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、イベント ストアをクリアします。

例

sensor# clear events
Warning: Executing this command will remove all events currently stored in the event
store.
Continue with clear? []:yes
sensor#
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clear line

clear line
別の CLI セッションを終了するには、EXEC モードで clear line コマンドを使用します。

clear line cli-id [message]

cli-id

構文の説明

message

ログイン セッションに関連付けられた CLI ID 番号。show users コマンド
を参照してください。
（任意）message を選択した場合、メッセージを受信するユーザに送信す
る内容を入力するように求めるプロンプトが表示されます。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

（注）

使用上のガイドライン

管理者、オペレータ、ビューア

オペレータおよびビューアは、現在のログインと同じユーザ名のある行しかクリアできません。

clear line コマンドを使用して、別の回線で実行中の特定のセッションをログアウトさせます。終了し
ようとするログイン セッションの端末に表示するメッセージ（オプション）を指定するには、
message キーワードを使用します。Ctrl+C キーは要求をキャンセルし、改行によって指定したメッ
セージとともに要求が送信されます。メッセージの最大長は 2550 文字です。Ctrl+V の後に改行を入力
すると、メッセージ テキストに改行を含めることができます。
clear line コマンドを使用して、サービスアカウントのログインをクリアすることはできません。

（注）

message キーワードは、このコマンドの Cisco IOS Release 12.0 バージョンではサポートされていませ
ん。

例

次の例は、最大セッション数に達した後、管理者権限を持つユーザがログインしようとしたときに表示
される出力を示します。
Error: The maximum allowed CLI sessions are currently open, would you like to terminate
one of the open sessions? [no] yes
CLI
ID
User Privilege
1253 admin1 administrator
1267 cisco
administrator
1398 test
operator
Enter the CLI ID to clear: 1253
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clear line

Message:Sorry! I need access to the system, so I am terminating your session.
sensor#

次の例は、admin1 の端末に表示されるメッセージを示します。
sensor#
***
***
Termination request from Admin0
***
Sorry! I need access to the system, so I am terminating your session.

次の例は、最大セッション数に達した後、オペレータまたはビューア権限を持つユーザがログインしよ
うとしたときに表示される出力を示します。
Error: The maximum allowed CLI sessions are currently open, please try again later.

関連コマンド

コマンド

説明

show users

CLI にログインしているユーザに関する情報を表示します。
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clear os-identification

clear os-identification
センサーが受動分析によって学習した IP アドレスとの OS ID アソシエーションを削除するには、
EXEC モードで clear os-identification コマンドを使用します。

clear os-identification [virtual-sensor] learned [ip-address]

構文の説明

virtual-sensor

（任意）センサーで設定する仮想センサーの名前。クリア操作は、特定さ
れた仮想センサーに関連付けられた学習済みアドレスに制限されます。1
～ 64 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a
～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

learned
ip-address

（任意）クリアする学習済みの IP アドレスを指定します。
（任意）クリアする IP アドレス。センサーは、指定された IP アドレスに
マッピングされた OS ID をクリアします。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

仮想センサーと IP アドレスは任意です。IP アドレスを指定すると、指定した IP アドレスの OS ID だ
けがクリアされます。IP アドレスを指定しないと、学習した OS ID がすべてクリアされます。
仮想センサーを指定すると、指定した仮想センサーの OS ID だけがクリアされます。仮想センサーを
指定しないと、すべての仮想センサーの学習した OS ID がクリアされます。仮想センサーなしで IP ア
ドレスを指定した場合は、すべての仮想センサーで IP アドレスがクリアされます。
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clear os-identification

次の例は、すべての仮想センサーを対象に IP アドレス 10.1.1.12 の学習した OS ID をクリアします。

例

sensor# clear os-identification learned 10.1.1.12
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show statistics
os-identification
show os-identification

OS ID に関する統計情報を表示します。
OS ID のリストを示します。
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clock set

clock set
アプライアンスのシステム クロックを手動で設定するには、EXEC モードで clock set コマンドを使用
します。

clock set hh:mm[:ss] month day year

構文の説明

hh:mm[:ss]
month
day
year

現在の時間（24 時間形式）、分、および秒。
現在の月（名前）
月の現在の日付
現在の年（短縮表記しない）

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

次の場合、システム クロックを設定する必要はありません。

• システムが、NTP または VINES クロック ソースなど、有効な外部タイミング機構と同期化され
ている場合

• カレンダ機能を持つルータを使用している場合
他の時刻源を使用できない場合は、clock set コマンドを使用します。このコマンドで指定する時刻は、
設定されている時間帯に対応します。

例

次の例は、システム クロックを手動で 2011 年 7 月 29 日 午後 1 時 32 分に設定します。
sensor# clock set 13:32 July 29 2011
sensor#
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configure

configure
グローバル コンフィギュレーション モードを開始するには、EXEC モードで configure terminal コマ
ンドを使用します。

configure terminal

構文の説明

configure terminal

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

使用上のガイドライン

コンフィギュレーション コマンドを端末から実行します。

configure terminal コマンドを実行すると、グローバル コンフィギュレーション モードを開始するこ
とができます。

次の例では、EXEC モードからグローバル コンフィギュレーション モードに変更します。

例

sensor# configure terminal
sensor(config)#
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copy

copy
IP ログおよびコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、EXEC モードで copy コマンドを
使用します。
copy [/erase] source-url destination-url
copy iplog log-id destination-url

構文の説明

erase

（任意）コピーする前に宛先ファイルを消去します。
（注）

このキーワードは current-config だけに適用され、backup-config
は常に上書きされます。このキーワードが宛先の current-config 対
して指定されると、ソース コンフィギュレーションがシステムの
デフォルト コンフィギュレーションに適用されます。宛先の
current-config に対して指定されない場合、ソース コンフィギュ
レーションは現行のコンフィギュレーションとマージされます。

source-url

コピーされるソース ファイルの場所。URL またはキーワードを指定でき
ます。

destination-url

コピーされる宛先ファイルの場所。URL またはキーワードを指定できま
す。

copy iplog

iplog をコピーします。iplog-status コマンドを使用して、log-id を取得し
ます。

log-id

コピーするファイルのログ ID。iplog-status コマンドを使用して、log-id
を取得します。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（copy iplog または packet-file のみ）、ビューア（copy iplog または packet-file の
み）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。
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copy

使用上のガイドライン

コピー元およびコピー先の URL の形式は、ファイルによって変わります。次の有効なタイプがサポー
トされます。
プレフィックス

コピー元またはコピー先

ftp:

FTP ネットワーク サーバの送信元または宛先 URL。このプレフィックスの構文
は、次のとおりです。
ftp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
ftp:[//[username@]location]//absoluteDirectory]/filename

scp:

SCP ネットワーク サーバの送信元または宛先 URL。このプレフィックスの構文
は、次のとおりです。

scp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
scp:[//[username@] location]//absoluteDirectory]/filename
http:

Web サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は、次のとおりです。
http:[//[username@]location]/directory]/filename
ソース URL のみを使用できます。

https:

Web サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は次のとおりです。
[[//username@]location]/directory]/filename
ソース URL のみを使用できます。

センサーのファイルの場所を指定するには、キーワードを使用します。次のファイルがサポートされま
す。
キーワード

コピー元またはコピー先

current-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、Cisco
IOS Release 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

backup-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI コマンド
です。

iplog

システムに組み込まれている iplog。IP ログは log-id を基に検索されます。
iplog-status コマンドの出力を参照してください。IP ログはバイナリで保存され、
ログ ビューアで表示されます。

license-key

加入ライセンス ファイル。

packet-file

packet capture コマンドを使用してキャプチャされ、ローカルに保管されている
libpcap ファイル。

選択したプロトコルが FTP または SCP の場合、パスワードのプロンプトが表示されます。FTP セッ
ションにパスワードが必要でない場合は、何も入力しないで Return キーを押します
コマンドラインですべての必要なソースおよび宛先 URL 情報とユーザ名を入力するか、または copy
コマンドを入力して、不足している情報をセンサーからプロンプトで要求させることができます。

警告

（注）

センサー インターフェイスと仮想センサーが同じ設定ではない場合、別のセンサーからコンフィギュ
レーション ファイルをコピーすると、エラーが発生する可能性があります。

Cisco IOS Release 12.0 copy コマンドはさらに柔軟性があり、異なる宛先間でコピーできます。
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copy

例

次の例は、IP アドレスが 10.1.1.1 でディレクトリ / ファイル名が ~csidsuser/configuration/cfg のマシン
から現行のコンフィギュレーションにファイルをコピーします。ディレクトリとファイルは、
csidsuser のホーム アカウントからの相対パスです。
sensor# copy scp://csidsuser@10.1.1.1/configuration/cfg current-config
Password: *******
WARNING: Copying over the current configuration may leave the box in an unstable state.
Would you like to copy current-config to backup-config before proceeding? [yes]:
csidsuser@10.1.1.1's password:
cfg 100% |*********************************************************************|
36124
00:00
Warning: Replacing existing network-settings may leave the box in an unstable state.
Would you like to replace existing network settings
(host-ipaddress/netmask/gateway/access-list) on sensor before proceeding? [no]: no
sensor#

次の例は、IP アドレスが 10.1.1.1 でディレクトリ / ファイル名が ~csidsuser/iplog12345 のマシンに ID
12345 の IP ログをコピーします。ディレクトリとファイルは、csidsuser のホーム アカウントからの相
対パスです。
sensor# copy iplog 12345 scp://csidsuser@10.1.1.1/iplog12345
Password: *******
iplog 100% |*********************************************************************| 36124
00:00
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

iplog-status
more
packet

使用可能な IP ログの内容を表示します。
論理ファイルの内容を表示します。
インターフェイス上のライブ トラフィックを表示またはキャプチャしま
す。
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copy ad-knowledge-base

copy ad-knowledge-base
KB ファイルをコピーするには、EXEC モードで copy ad-knowledge-base コマンドを使用します。
copy ad-knowledge-base virtual-sensor [current | initial | file name] destination-url
copy ad-knowledge-base virtual-sensor source-url new-name

構文の説明

virtual-sensor

KB ファイルを含む仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文字を区別する
「-」および「_」です。
文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、

current
initial
file
name

現在ロードされている KB。

destination-url
source-url
new-name

初期の KB。
既存の KB ファイル。

KB ファイル名。最大 32 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効
な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。
宛先 URL には FTP、SCP、HTTP、または HTTPS を指定することができ
ます。構文の詳細については、「copy」（P.2-25）を参照してください。
ソース URL には FTP、SCP、HTTP、または HTTPS を指定することがで
きます。構文の詳細については、「copy」（P.2-25）を参照してください。
新しい KB のファイル名。1 ～ 32 文字の大文字小文字を区別する文字列で
す。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

すでに存在する名前にファイルをコピーすると、そのファイルは上書きされます。current キーワード
を new-name として使用することはできません。load コマンドにより、新しい現行 KB が作成されま
す。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン Release 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありませ
ん。

次の例は、IP アドレスが 10.1.1.1 のコンピュータの ~cidsuser/AD/my-kb に 2012-Mar-16-10_00_00 を
コピーします。

例
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sensor# copy ad-knowledge-base vs0 file 2012-Mar-16-10_00_00
scp://cidsuser@10.1.1.1/AD/my-kb
Password: *******
2012-Mar-16-10_00_00
100%
14920
0.0KB/s
00:00
sensor#
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copy instance

copy instance
コンフィギュレーション インスタンス（セキュリティ ポリシー）をコピーするには、EXEC モードで
copy instance コマンドを使用します。

copy [anomaly-detection | event-action-rules | signature-definition] source destination

anomaly-detection
event-action-rules
signature-definition
source
destination

構文の説明

異常検出セキュリティ ポリシー。
イベント アクション規則セキュリティ ポリシー。
シグニチャ定義セキュリティ ポリシー。
コピーする既存のコンポーネント インスタンスの名前。
新規または既存のコンポーネント インスタンスの名前。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、コンフィギュレーション インスタンス（セキュリティ ポリシー）をコピー
します。インスタンスがすでに存在する場合や、新しいインスタンスで使用する十分なスペースがない
場合には、エラーが生成されます。

次の例は、「sig0」というシグニチャ定義を「mySig」という新しい定義にコピーします。

例

sensor# copy signature-definition sig0 mySig
sensor#

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2

2-30

OL-29169-01-J

第2章

使用可能なコマンド

deny attacker

deny attacker
拒否された攻撃者の最新リストに拒否攻撃者の IP アドレスを 1 つ追加するには、EXEC モードで deny
attacker コマンドを使用します。拒否された攻撃者の最新リストから攻撃者を削除するには、このコ
マンドの no 形式を使用します。

deny attacker [virtual-sensor name] ip-address attacker-ip-address [victim victim-ip-address |
port port-number]
no deny attacker [name] ip-address attacker-ip-address [victim victim-ip-address | port
port-number]

virtual-sensor
name

構文の説明

（任意）センサーに設定された仮想センサーを指定します。
（任意）センサーで設定する仮想センサーの名前。1 ～ 64 文字の大文字小
文字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」お
よび「_」です。仮想センサー名を指定しない場合、攻撃者がすべての仮
想センサーで拒否されます。

ip-address
attacker-ip-address

拒否する攻撃者の IP アドレスを指定します。

victim
victim-ip-address

拒否する攻撃対象の IP アドレスを指定します。

port
port-number

拒否する攻撃者の IP アドレス。IP アドレスは IPv4 または IPv6 形式にで
きます。
拒否する攻撃対象の IP アドレス。IP アドレスは IPv4 または IPv6 形式に
できます。
攻撃対象のポート番号を指定します。
攻撃対象のポート番号。有効な範囲は 0 ～ 65535 です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)
6.2(0)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

ip-address パラメータに対する IPv4 および IPv6 両方のサポートが追加さ
れました。

deny attacker コマンドを使用して、特定の攻撃者の IP アドレスを拒否します。パラメータなしでこの
コマンドの no 形式を使用すると、現在システムで拒否されているすべての攻撃者が削除されます。
このコマンドは、Cisco IOS Release 12.0 以前にはありません。
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deny attacker

次の例は、仮想センサー vs0 に対して IP アドレスが 10.1.1.1 の拒否攻撃者を追加し、IP アドレスが
10.2.2.2 の攻撃対象を追加します。

例

sensor# deny attacker ip-address virtual-sensor vs0 ip-address 10.1.1.1 victim 10.2.2.2
sensor#

次の例は、すべての仮想センサーのシステムで現在拒否されている攻撃者のリストから拒否された攻撃
者を削除します。
sensor# deny attacker ip-address 10.1.1.1 victim 10.2.2.2
Warning: Executing this command will delete this address from the list of attackers being
denied by all virtual sensors.
Continue? [yes]: yes
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show statistics
denied-attackers

拒否された攻撃者のリストを表示します。
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display serial

display serial
すべての出力をシリアル接続に転送するには、グローバル コンフィギュレーション モードで display
serial コマンドを使用します。no display-serial コマンドを使用して、ローカル端末への出力をリセッ
トします。

display-serial
no display-serial

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

デフォルトの設定は、no display-serial です。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

display-serial コマンドによって、ブート処理中にリモート コンソール（シリアル ポートを使用）でシ
ステム メッセージを参照できます。このオプションが有効である限り、ローカル コンソールは使用で
きません。シリアル ポートに接続したときに、このオプションが設定されていないと、Linux が完全
に起動してシリアル接続のサポートが有効になるまで、フィードバックを得られません。

例

次の例は、出力をシリアル ポートにリダイレクトします。
sensor(config)# display-serial
sensor(config)#
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downgrade

downgrade
最後に適用したシグニチャ アップデートまたはサービス パックを削除するには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで downgrade コマンドを使用します。

downgrade

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

例

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

次の例は、適用した最新のシグニチャ アップデートをセンサーから削除します。
sensor(config)# downgrade
Warning: Executing this command will reboot the system and downgrade to
IDS-K9-sp-4.1-4-S91.rpm. Configuration changes made since the last upgrade will be lost
and the system may be rebooted.
Continue with downgrade?: yes
sensor#

downgrade コマンドが使用できない場合（たとえば、アップグレードが適用されていない場合）、次の
メッセージが表示されます。
sensor# downgrade
Error: No downgrade available
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show version

すべてのインストール済み OS パッケージ、シグニチャ パッケージ、およ
びシステムで実行中の IPS プロセスのバージョン情報を表示します。
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end

end
コンフィギュレーション モードまたはコンフィギュレーション サブモードを終了するには、グローバ
ル コンフィギュレーション モードで end コマンドを使用します。このコマンドは、最上位の EXEC メ
ニューに戻ります。

end

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

すべてのモード

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

例

次の例は、コンフィギュレーション モードを終了する方法を示します。
sensor# configure terminal
sensor(config)# end
sensor#
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erase

erase
論理ファイルを削除するには、EXEC モードで erase コマンドを使用します。

erase {backup-config | current-config | packet-file}

構文の説明

backup-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、
Cisco IOS 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

current-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI
コマンドです。

packet-file

packet capture コマンドを使用してキャプチャされ、ローカルに保管され
ている libpcap ファイル。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

現行のコンフィギュレーションを削除すると、コンフィギュレーションの値はデフォルトにリセットさ
れます。service コマンドで作成したコンフィギュレーション インスタンスは削除されません。

このコマンドの Cisco IOS 12.0 バージョンでは、ファイル システム全体を削除できます。IPS は、こ
の概念をサポートしていません。

次の例は、現行のコンフィギュレーション ファイルを消去してすべての設定をデフォルトに戻します。
このコマンドは、センサーのリブートを必要とする場合があります。

例

sensor# erase current-config
Warning: Removing the current-config file will result in all configuration being reset to
default, including system information such as IP address.
User accounts will not be erased. They must be removed manually using the “no username”
command.
Continue? []: yes
sensor#
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erase ad-knowledge-base

erase ad-knowledge-base
センサーから KB ファイルを削除するには、EXEC モードで erase ad-knowledge-base コマンドを使
用します。

erase ad-knowledge-base [virtual-sensor [name]]

構文の説明

virtual-sensor

（任意）KB ファイルが含まれる仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文
字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」およ
び「_」です。

name

（任意）KB ファイル名。最大 32 文字の大文字小文字を区別する文字列で
す。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

現行の KB ファイルとしてロードされている KB ファイルは削除できません。初期の KB ファイルを削
除することはできません。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、仮想センサー vs0 から 2012-Mar-16-10_00_00 を削除します。
sensor# erase ad-knowledge-base vs0 2012-Mar-16-10_00_00
sensor#

次の例は、現行としてロードされたファイルおよび初期の KB を除く、すべての KB を仮想センサー
vs0 から削除します。
sensor# erase ad-knowledge-base vs0
Warning: Executing this command will delete all virtual sensor 'vs0' knowledge bases
except the file loaded as current and the initial knowledge base.
Continue with erase? : yes
sensor#

次の例は、現行としてロードされたファイルおよび初期の KB を除く、すべての KB をすべての仮想セ
ンサーから削除します。
sensor# erase ad-knowledge-base
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Warning: Executing this command will delete all virtual sensor knowledge bases except the
file loaded as current and the initial knowledge base.
Continue with erase? : yes
sensor#
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erase license-key

erase license-key
センサーからライセンス キーを削除するには、EXEC モードで erase license-key コマンドを使用しま
す。

erase license-key

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.1(3)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、センサーを再起動したり、サービス アカウントを使用してセンサーにログインした
りしなくても、インストール済みのライセンスを IPS センサーから削除します。

例

次の例は、センサーからライセンス キーを削除します。
sensor# erase license-key
Warning: Executing this command will remove the license key installed on the sensor.
You must have a valid license key installed on the sensor to apply the Signature Updates
and use the Global Correlation features.
Continue? []: yes
sensor#
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exit

exit
コンフィギュレーション モードを終了、またはアクティブなターミナル セッションを閉じて、EXEC
モードを終了するには、exit コマンドを使用します。

exit

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

すべてのモード

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

exit コマンドを使用して、直前のメニュー レベルに戻ります。中に含まれるサブモードで変更を行っ
た場合、変更を適用するかどうかを尋ねられます。no を選択すると、親サブモードに戻ります。

例

次の例は、直前のメニュー レベルに戻る方法を示します。
sensor# configure terminal
sensor(config)# exit
sensor#
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iplog

iplog
仮想センサーの IP ロギングを開始するには、EXEC モードで iplog コマンドを使用します。このコマ
ンドの no 形式を使用すると、仮想センサーのすべてのロギング セッション、log-id に基づく特定のロ
ギング セッション、またはすべてのロギング セッションがディセーブルになります。

iplog name ip-address [duration minutes] [packets numPackets] [bytes numBytes]
no iplog [log-id log-id | name name]

構文の説明

name
ip-address

ロギングを開始および終了する仮想センサー。

duration
minutes

iplog の期間を指定します。

packets
numPackets

指定された IP アドレスが含まれるログ パケットのみをロギングします。
パラメータの詳細については、「setup」（P.2-73）を参照してください。IP
アドレスは IPv4 または IPv6 形式にできます。
ロギングがアクティブな期間（分単位）。有効範囲は 1 ～ 60 です。デフォ
ルトは 10 分です。
パケットをロギングするように指定します。
ロギングされるパケットの合計数。有効範囲は 0 ～ 4294967295 です。デ
フォルトは 1000 パケットです。値 0 は、無制限を意味します。

bytes
numBytes

バイトをロギングするように指定します。

log-id
log-id

ログ ID を指定します。

ロギングされる合計バイト数。有効範囲は 0 ～ 4294967295 です。値 0 は、
無制限を意味します。
停止するロギング セッションのログ ID。ログ ID は、iplog-status コマン
ドを使用することで取得できます。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
6.2(0)

このコマンドが導入されました。

ip-address パラメータに対する IPv4 および IPv6 両方のサポートが追加さ
れました。

使用上のガイドライン

パラメータなしでこのコマンドを no 形式で指定すると、すべてのロギングが停止します。
期間、パケット数、およびバイト数を入力すると、ロギングは最初のイベントが発生したときに終了し
ます。
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iplog

（注）

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、仮想センサー vs0 で、送信元または宛先アドレスに 10.2.3.1 を含むすべてのパケットのロギ
ングを開始します。

例

sensor# iplog vs0 10.2.3.1
Logging started for virtual sensor vs0, IP address 10.2.3.1, Log ID 2342
WARNING: IP Logging will affect system performance.
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

iplog-status
packet

使用可能な IP ログの内容を表示します。
インターフェイス上のライブ トラフィックを表示またはキャプチャしま
す。
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iplog-status
使用可能な IP ログの内容の説明を表示するには、EXEC モードで iplog-status コマンドを使用します。

iplog-status [log-id log-id] [brief] [reverse] [|{begin regular-expression | exclude
regular-expression | include regular-expression | redirect destination-url}]

log-id
log-id
brief
reverse
|
begin

構文の説明

regular-expression
exclude

（任意）ログ ID を指定します。
（任意）ステータスを表示するファイルのログ ID。
（任意）各ログの iplog ステータス情報の概要を表示します。
（任意）リストを逆の日付順で（最新のログから順に）表示します。
（任意）縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。
iplog-status の出力に存在する任意の正規表現。
iplog-status コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む
行を排除します。

include

iplog-status コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む
行が表示されるようにしま。

redirect
destination-url

iplog-status コマンドの出力を宛先 URL にリダイレクトします。
コピーされる宛先ファイルの場所。URL またはキーワードを指定できま
す。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)
6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

このコマンドに status フィールドが追加されました。

log-id、brief、reverse、begin、exclude、include、および redirect オプ
ションが追加されました。

ログが作成されると、ステータスは added になります。最初のエントリがログに挿入されると、ス
テータスは started に変更されます。パケット数の制限に達するなどしてログが完了すると、ステー
タスは completed に変わります。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。
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iplog-status

次の例は、すべての IP ログのステータスを示します。

例

sensor# iplog-status
Log ID:
2425
IP Address:
10.1.1.2
Virtual Sensor:
vs0
Status:
started
Start Time:
2012/07/30 18:24:18 2011/07/30 12:24:18 CST
Packets Captured: 1039438
Log ID:
IP Address:
Virtual Sensor:
Status:
Event ID:
Start Time:
End Time:
sensor#

2342
10.2.3.1
vs0
completed
209348
2012/07/30 18:24:18 2011/07/30 12:24:18 CST
2012/07/30 18:34:18 2011/07/30 12:34:18 CST

次の例は、すべての IP ログの概要リストを示します。
sensor# iplog-status brief
Log ID
VS
IP Address1
2425
vs0
10.1.1.2
2342
vs0
10.2.3.1

関連コマンド

Status
started
completed

Event ID
N/A
209348

Start Date
2012/07/30
2012/07/30

コマンド

説明

iplog

仮想センサーで IP ロギングを開始します。
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list component-configurations

list component-configurations
コンポーネントの既存のコンフィギュレーション インスタンスを表示するには、EXEC モードで list

component-configurations コマンドを使用します。
list [anomaly-detection-configurations | event-action-rules-configurations |
signature-definition-configurations]

構文の説明

anomaly-detection-configurations 異常検出設定。
event-action-rules-configurations
イベント アクション規則設定。
signature-definition-configurations シグニチャ定義設定。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

ファイル サイズはバイト単位です。N/A の仮想センサーは、仮想センサーにインスタンスが割り当て
られていないことを意味します。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、シグニチャ定義の既存の設定を示します。
sensor# list signature-definition-configurations
Signature Definition
Instance
Size
Virtual Sensor
sig0
2293
vs0
mySig
3422
N/A
sensor#
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more

more
論理ファイルの内容を表示するには、EXEC モードで more コマンドを使用します。

more [current-config | backup config]

構文の説明

current-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、
Cisco IOS 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

backup-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI
コマンドです。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

IPS では、論理ファイルのみを表示できます。パスワードなどの非表示フィールドは、管理者の場合に
のみ表示されます。
このコマンドの Cisco IOS 12.0 バージョンでは、デバイス内のさまざまなパーティションに格納され
たファイルの内容を表示できます。

次の例は、more コマンドの出力を示します。

例

sensor# more current-config
! -----------------------------! Current configuration last modified Mon May 20 10:05:26 2013
! -----------------------------! Version 7.2(1)
! Host:
!
Realm Keys
key1.0
! Signature Definition:
!
Signature Update
S697.0
2013-02-15
! -----------------------------service interface
physical-interfaces GigabitEthernet0/0
admin-state enabled
subinterface-type inline-vlan-pair
subinterface 1
vlan1 901
vlan2 902
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exit
subinterface 2
vlan1 903
vlan2 904
exit
subinterface 3
vlan1 905
vlan2 906
exit
subinterface 4
vlan1 907
vlan2 908
exit
exit
exit
exit
! -----------------------------service authentication
exit
! -----------------------------service event-action-rules rules0
exit
! -----------------------------service host
network-settings
host-ip 10.106.133.159/23,10.106.132.1
host-name q4360-159
telnet-option enabled
access-list 0.0.0.0/0
dns-primary-server disabled
exit
exit
! -----------------------------service logger
exit
! -----------------------------service network-access
exit
! -----------------------------service notification
exit
! -----------------------------service signature-definition sig0
signatures 1000 0
engine atomic-ip
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service signature-definition sig1
signatures 3401 0
engine string-tcp
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
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signatures 3401 1
engine string-tcp
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
signatures 5161 0
engine service-http
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service ssh-known-hosts
exit
! -----------------------------service trusted-certificates
exit
! -----------------------------service web-server
exit
! -----------------------------service anomaly-detection ad0
exit
! -----------------------------service external-product-interface
exit
! -----------------------------service health-monitor
exit
! -----------------------------service global-correlation
exit
! -----------------------------service aaa
exit
! -----------------------------service analysis-engine
virtual-sensor vs0
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs1
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs2
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs3
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
exit
sensor#

subinterface-number 1

subinterface-number 2

subinterface-number 3

subinterface-number 4
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more

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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more begin
more コマンドの出力を検索するには、EXEC モードで more begin コマンドを使用します。このコマ
ンドは、指定された正規表現を含む最初の行で more のフィルタリングされていない出力を開始しま
す。

more [current-config | backup-config] | begin regular-expression

構文の説明

current-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、
Cisco IOS 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

backup-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI コ
マンドです。

|
regular expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

more コマンドの出力で検出される正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)

このコマンドが導入されました。

more コマンドの begin 拡張が導入されました。

使用上のガイドライン

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。

例

次の例は、more コマンドの出力を検索して、正規表現「ip」以降を表示する方法を示します。
sensor# more current-config | begin ip
host-ip 192.168.1.2/24,192.168.1.1
host-name sensor
access-list 0.0.0.0/0
login-banner-text This message will be displayed on user login.
exit
time-zone-settings
offset -360
standard-time-zone-name CST
exit
exit
! -----------------------------service interface
exit
! -----------------------------service logger
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more begin

exit
! -----------------------------service network-access
user-profiles mona
enable-password foobar
exit
exit
! -----------------------------service notification
--MORE--

関連コマンド

コマンド

説明

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。

show begin

特定の show コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインス
タンスからの出力を表示します。

show exclude

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

show include

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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more exclude
more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排除します。EXEC モードで
more exclude コマンドを使用します。
more [current-config | backup-config]| exclude regular-expression

構文の説明

current-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、
Cisco IOS 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

backup-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI コ
マンドです。

|
regular expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

more コマンドの出力で検出される正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)

このコマンドが導入されました。

more コマンドに exclude 拡張が追加されました。

使用上のガイドライン

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。

例

次の例は、more コマンドの出力を検索して、正規表現「ip」を排除して表示する方法を示します。
sensor# more current-config | exclude ip
! -----------------------------! Current configuration last modified Mon May 20 10:05:26 2013
! -----------------------------! Version 7.2(1)
! Host:
!
Realm Keys
key1.0
! Signature Definition:
!
Signature Update
S697.0
2013-02-15
! -----------------------------service interface
physical-interfaces GigabitEthernet0/0
admin-state enabled
subinterface-type inline-vlan-pair
subinterface 1
vlan1 901
vlan2 902
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exit
subinterface 2
vlan1 903
vlan2 904
exit
subinterface 3
vlan1 905
vlan2 906
exit
subinterface 4
vlan1 907
vlan2 908
exit
exit
exit
exit
! -----------------------------service authentication
exit
! -----------------------------service event-action-rules rules0
exit
! -----------------------------service host
network-settings
host-name q4360-159
telnet-option enabled
access-list 0.0.0.0/0
dns-primary-server disabled
exit
exit
! -----------------------------service logger
exit
! -----------------------------service network-access
exit
! -----------------------------service notification
exit
! -----------------------------service signature-definition sig0
signatures 1000 0
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service signature-definition sig1
signatures 3401 0
engine string-tcp
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
signatures 3401 1
engine string-tcp
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event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
signatures 5161 0
engine service-http
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service ssh-known-hosts
exit
! -----------------------------service trusted-certificates
exit
! -----------------------------service web-server
exit
! -----------------------------service anomaly-detection ad0
exit
! -----------------------------service external-product-interface
exit
! -----------------------------service health-monitor
exit
! -----------------------------service global-correlation
exit
! -----------------------------service aaa
exit
! -----------------------------service analysis-engine
virtual-sensor vs0
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs1
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs2
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs3
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
exit
sensor#

subinterface-number 1

subinterface-number 2

subinterface-number 3

subinterface-number 4
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more exclude

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。

show begin

特定の show コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインス
タンスからの出力を表示します。

show exclude

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

show include

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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more include
more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみを表示します。EXEC モード
で more include コマンドを使用します。
more [current-config | backup-config]| include regular-expression

構文の説明

current-config

現在実行中のコンフィギュレーション。このコンフィギュレーションは、
Cisco IOS 12.0 の場合と異なり、コマンドが入力されると固定になります。
ファイル形式は CLI コマンドです。

backup-config

コンフィギュレーション バックアップの保管場所。ファイル形式は CLI コ
マンドです。

|
regular expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

more コマンドの出力で検出される正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)

このコマンドが導入されました。

more コマンドに include 拡張が追加されました。

使用上のガイドライン

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。

例

次の例は、more コマンドの出力を検索して、正規表現「ip」を含む行のみを表示する方法を示します。
sensor# more current-config | include ip
host-ip 192.168.1.2/24,192.168.1.1
sensor#
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more include

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

show begin

特定の show コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインス
タンスからの出力を表示します。

show exclude

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

show include

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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packet

packet
インターフェイス上のライブ トラフィックを表示またはキャプチャするには、EXEC モードで packet
コマンドを使用します。display オプションを使用すると、ライブ トラフィックまたは以前にキャプ
チャしたファイル出力を画面に直接ダンプできます。capture オプションを使用すると、libpcap の出
力をローカル ファイルにキャプチャできます。ローカル ファイルの保管場所は 1 か所だけなので、後
続のキャプチャ要求によって既存のファイルは上書きされます。copy コマンドと packet-file キーワー
ドを使用して、ローカル ファイルをマシンからコピーできます。ローカル ファイルを表示するには、
display packet-file オプションを使用します。ローカル ファイルに関する情報がある場合は、info オ
プションを使用して表示できます。packet display iplog id [verbose] [expression expression] を使用
して、iplog を表示します。

packet display interface-name [snaplen length] [count count] [verbose] [expression expression]
packet display packet-file [verbose] [expression expression]
packet display iplog id [verbose] [expression expression] vlan and
packet capture interface-name [snaplen length] [count count] [expression expression]
packet display file-info

display
interface-name

構文の説明

画面にパケットを表示します。
インターフェイス名、インターフェイス タイプとその後に続くスロット /
ポート。システムに存在する有効なインターフェイス名のみを入力できま
す。

snaplen
length

（任意）スナップショットの長さを使用するように指定します。

count
count

（任意）パケットをキャプチャすることを指定します。

verbose

（任意）1 行のサマリーではなく、各パケットのプロトコル ツリーを表示
します。

expression
expression

（任意）パケットをフィルタする式を使用するかを指定します。

id
file-info
vlan and

（任意）スナップショットの長さ。デフォルトは 0 です。有効範囲は 0 ～
1600 です。
（任意）キャプチャするパケット数を指定します。指定しない場合は、最
大ファイルサイズをキャプチャすると、キャプチャは終了します。有効な
範囲は 1 ～ 10000 です。

（任意）パケット キャプチャ フィルタ式。この式は tcpdump に直接渡され
るので、tcpdump 式の構文に従う必要があります。
表示する既存の IP ログ ID。
保管されているパケット ファイルに関する情報を表示します。

VLAN ヘッダーを持つパケットを照合します。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア（display のみ）
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packet

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注）

注意

（注）

リリース

変更内容

5.0(1)

このコマンドが導入されました。

ストレージは、1 つのローカルファイルで使用可能です。このファイルのサイズは、プラットフォーム
によって異なります。可能な場合、要求したパケット カウントをキャプチャする前に最大ファイル サ
イズに達すると、メッセージが表示されます。packet capture interface-name コマンドは、同時に 1
ユーザのみが使用できます。2 番めのユーザ要求が発行されるとエラー メッセージが表示され、キャプ
チャを実行しているユーザに関する情報が示されます。インターフェイスに関わるコンフィギュレー
ションの変更を行うと、そのインターフェイスで実行中の packet コマンドが異常終了することがあり
ます。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

このコマンドを実行すると、パフォーマンスが大幅に低下します。

VLAN ヘッダーを持つパケットをモニタするときに expression オプションを使用する場合、vlan and
が式の先頭に追加されていないと、式が正常に一致しません。たとえば、packet display iplog
926299444 verbose expression icmp は、ICMP パケットを表示しません。packet display iplog
926299444 verbose expression vlan and icmp は、ICMP パケットを表示します。トランク ポートに
接続された IPS アプライアンス インターフェイスで、expression vlan and を使用することが必要にな
ることがよくあります。
ライブ表示またはファイル キャプチャを終了するには、Ctrl+C キーを押します。
式の構文については、ethereal-filter の man ページを参照してください。

file-info の表示は、次のとおりです。
Captured by: user:id, Cmd: cliCmd
Start: yyyy/mm/dd hh:mm:ss zone, End: yyyy/mm/dd hh:mm:ss zone or in-progress
ここで、

user = キャプチャを開始したユーザのユーザ名
id = ユーザの CLI ID
cliCmd = キャプチャを実行するために入力したコマンド

例

次の例は、FastEthernet 0/0 で発生するライブ トラフィックを示します。
sensor# packet display fastethernet0/0
Warning This command will cause significant performance degradation.
Executing command: tethereal –i fastethernet0/0
0.000000 10.1.1.1 -> 64.101.182.20 SSH Encrypted response packet len=56
0.000262 64.101.182.20 -> 10.1.1.1 TCP 33053 > ssh [ACK] Seq=3844631470 Ack=2972370007
Win=9184 Len=0
0.029148 10.1.1.1 -> 64.101.182.20 SSH Encrypted response packet len=224
0.029450 64.101.182.20 -> 10.1.1.1 TCP 33053 > ssh [ACK] Seq=3844631470 Ack=2972370231
Win=9184 Len=0
0.030273 10.1.1.1 -> 64.101.182.20 SSH Encrypted response packet len=224
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0.030575
Win=9184
0.031361
0.031666
Win=9184
0.032466
0.032761

64.101.182.20 -> 10.1.1.1
Len=0
10.1.1.1 -> 64.101.182.20
64.101.182.20 -> 10.1.1.1
Len=0
10.1.1.1 -> 64.101.182.20
64.101.182.20 -> 10.1.1.1

TCP 33053 > ssh [ACK] Seq=3844631470 Ack=2972370455
SSH Encrypted response packet len=224
TCP 33053 > ssh [ACK] Seq=3844631470 Ack=2972370679
SSH Encrypted response packet len=224
TCP 33053 > ssh [ACK]

次の例は、保管されているキャプチャ ファイルに関する情報を示します。
sensor# packet display file-info
Captured by: jsmith:5292, Cmd: packet capture fastethernet0/0
Start: 2012/01/07 11:16:21 CST, End: 2012/01/07 11:20:35 CST

関連コマンド

コマンド

説明

iplog
iplog-status

仮想センサーで IP ロギングを開始します。
使用可能な IP ログの内容を表示します。
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password

password
ローカル センサーのパスワードを更新するには、グローバル コンフィギュレーション モードで
password コマンドを使用します。管理者は、password コマンドを使用して既存のユーザのパスワー
ドを変更することもできます。管理者は、コマンドの no 形式を使用して、ユーザ アカウントをディ
セーブルにできます。

password
Administrator syntax: password [name [newPassword]]
no password name

構文の説明

name

ユーザ名を指定します。有効なユーザ名の長さは 1 ～ 64 文字です。ユー
ザ名の先頭は、英数字にする必要があります。その他の文字には、スペー
ス以外のすべての文字を使用できます。

newPassword

このコマンドを入力すると、パスワードを要求されます。ユーザのパス
ワードを指定します。有効なパスワードの長さは 8 ～ 32 文字です。ス
ペース以外のすべての文字を使用できます。

デフォルト

cisco アカウントのデフォルトのパスワードは cisco 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

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（現行ユーザのパスワードのみ）、ビューア（現行ユーザのパスワードのみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

password コマンドを使用すると、現行ユーザのログイン パスワードを更新できます。管理者は、この
コマンドを使用して既存のユーザのパスワードを変更できます。この場合、管理者に現行パスワードの
プロンプトは表示されません。
最後の管理者アカウントをディセーブルにしようとすると、エラーが発生します。password コマンド
を使用して、ディセーブルにしたユーザ アカウントを再びイネーブルにし、ユーザ パスワードをリ
セットします。
パスワードは IPS で保護されます。

（注）

Cisco IOS 12.0 の password コマンドでは、パスワード行にクリアテキストで新規パスワードを入力で
きます。
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例

次の例は、現行ユーザのパスワードの変更方法を示します。
sensor(config)# password
Enter Old Login Password: **********
Enter New Login Password: ******
Re-enter New Login Password: ******
sensor(config)#

次の例は、ユーザ tester のパスワードを変更します。このコマンドは、管理者のみが実行できます。
sensor(config)# password tester
Enter New Login Password: ******
Re-enter New Login Password: ******
sensor(config)#

関連コマンド

コマンド

説明

username

ローカル センサーのユーザを作成します。
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ping
基本的なネットワーク接続を診断するには、EXEC モードで ping コマンドを使用します。

ping address [count]

構文の説明

address
count

PING を実行するシステムの IP アドレス。
送信するエコー要求の数。値を指定しない場合、4 つの要求が送信されま
す。有効な範囲は 1 ～ 10000 です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

使用上のガイドライン

このコマンドは、オペレーティング システムで用意されている ping コマンドを使用して実装されま
す。コマンドからの出力は、オペレーティング システムにより若干異なります。

例

次の例は、Solaris システムでの ping コマンドの出力を示します。
sensor# ping 10.1.1.1
PING 10.1.1.1: 32 data bytes
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0.
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1.
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2.
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3.

time=0.
time=0.
time=0.
time=0.

ms
ms
ms
ms

----10.1.1.1 PING Statistics---4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/0/0
sensor#

次の例は、Linux システムでの ping コマンドの出力を示します。
sensor# ping 10.1.1.1 2
PING 10.1.1.1 from 10.1.1.2 : 32(60) bytes of data.
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.2 ms
40 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.2 ms
--- 10.1.1.1 ping statistics --2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/0.2/0.2 ms
sensor#
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次の例は、到達不能アドレスに対する出力を示します。
sensor# ping 172.21.172.1
PING 172.21.172.1 (172.21.172.1) from 10.89.175.50 : 56(84) bytes of data.
—-172.21.172.1 ping statistics—5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
sensor#
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privilege
既存のユーザの権限レベルを変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードで privilege コ
マンドを使用します。username コマンドでユーザを作成するときに、権限を指定することもできま
す。

privilege user name [administrator | operator | viewer]

構文の説明

name

ユーザ名を指定します。有効なユーザ名の長さは 1 ～ 64 文字です。ユー
ザ名の先頭は、英数字にする必要があります。その他の文字には、スペー
ス以外のすべての文字を使用できます。

administrator
operator
viewer

管理者権限を指定します。
オペレータ権限を指定します。
ビューア権限を指定します。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

このコマンドを使用すると、ユーザの権限を変更できます。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、ユーザ「tester」の権限をオペレータに変更します。
sensor(config)# privilege user tester operator
Warning: The privilege change does not apply to current CLI sessions. It will be applied
to subsequent logins.
sensor(config)#

関連コマンド

コマンド

説明

username

ローカル センサーのユーザを作成します。
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recover
回復パーティションに保存されているアプリケーション イメージでアプリケーション パーティション
のイメージを再作成するには、EXEC モードで recover コマンドを使用します。センサーは複数回リ
ブートされて、ほとんどのコンフィギュレーション（ネットワーク、アクセス リスト、時間のパラ
メータ以外）がデフォルトの設定にリセットされます。
具体的には、次の設定は、recover application-partition コマンドを使用したローカル リカバリの後で
維持されます。ネットワーク設定（IP アドレス、ネットマスク、デフォルト ゲートウェイ、ホスト名、
および Telnet（イネーブル / ディセーブル）、アクセス リストのエントリ /ACL0 の設定（IP アドレスお
よびネットマスク）、および時間設定（オフセットおよび標準帯名）、残りのパラメータはデフォルト設
定にリセットされます。

recover application-partition

構文の説明

application-partition

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

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

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

アプリケーション パーティションのイメージを再作成します。

サポートされるユーザ ロール

管理者

使用上のガイドライン

回復を続行する質問への有効な応答は、yes または no です。Y または N は、有効な応答ではありません。
シャットダウンは、コマンドが実行されるとただちに開始されます。シャットダウンには多少時間がか
かるため、引き続き CLI コマンドにアクセスできますが（アクセスは拒否されません）、このアクセス
は警告なく終了する可能性があります。必要であれば、アプリケーションがシャットダウンしている
間、画面にピリオド（.）を 1 秒ごとに表示して進行を示すことができます。

（注）

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、回復パーティションに保存されているバージョン 7.2(1)E4 のイメージを使用して、アプリ
ケーション パーティションのイメージを再作成します。

例

sensor(config)# recover application-partition
Warning: Executing this command will stop all applications and re-image the node to
version 7.2(1)E4. All configuration changes except for network settings will be reset to
default.
Continue with recovery? []:yes
Request Succeeded
sensor(config)#
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rename ad-knowledge-base

rename ad-knowledge-base
既存の KB ファイルの名前を変更するには、EXEC モードで rename ad-knowledge-base コマンドを
使用します。

rename ad-knowledge-base virtual-sensor [current | file name] new-name

構文の説明

virtual-sensor

KB ファイルを含む仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文字を区別する
「-」および「_」です。
文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、

current
file
name

現在ロードされている KB。

new-name

既存の KB ファイル。

KB ファイル名。最大 32 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効
な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。
新しい KB のファイル名。1 ～ 32 文字の大文字小文字を区別する文字列で
す。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

current キーワードを使用すると、現在使用している KB の名前が変更されます。初期の KB ファイル
名を変更することはできません。

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありませ
ん。

次の例は、名前を 2006-Mar-16-10_00_00 から my-kb に変更します。
sensor# rename ad-knowledge-base vs0 file 2006-Mar-16-10_00_00 my-kb
sensor#
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reset

reset
センサーで実行中のアプリケーションをシャットダウンし、アプライアンスをリブートするには、
EXEC モードで reset コマンドを使用します。powerdown オプションを使用した場合は、アプライア
ンスの電源がオフ（可能な場合）、または電源をオフにできる状態になります

reset [powerdown]

構文の説明

powerdown

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

このオプションを指定すると、アプリケーションのシャットダウン後、セ
ンサーにより電源がオフになります。

サポートされるユーザ ロール

管理者

使用上のガイドライン

リセットを続行する質問への有効な応答は、yes または no です。Y または N は、有効な応答ではあり
ません。
シャットダウンは、コマンドが実行されるとただちに開始されます。シャットダウン中の CLI コマン
ドへのアクセスは拒否されませんが、開いているセッションは、シャットダウンが完了すると同時に、
警告なしに終了します。必要であれば、アプリケーションがシャットダウンしている間、画面にピリオ
ド（.）を 1 秒ごとに表示して進行を示すことができます。

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、センサーをリブートします。
sensor# reset
Warning: Executing this command will stop all applications and reboot the node.
Continue with reset? []:yes
sensor#
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service
さまざまなセンサー サービスのコンフィギュレーション メニューに入るには、グローバル コンフィ
ギュレーション モードで service コマンドを使用します。このコマンドの default 形式を使用すると、
アプリケーションのコンフィギュレーション全体が、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

service {aaa | analysis-engine | anomaly-detection | authentication | event-action-rules |
external-product-interface | global-correlation | health-monitor | host | interface | logger |
network-access | notification | signature-definitions | ssh-known-hosts | trusted-certificate
| web-server}
default service {aaa | analysis-engine | anomaly-detection | authentication | event-action-rules |
external-product-interface | global-correlation | health-monitor | host | interface | logger |
network-access | notification | signature-definitions | ssh-known-hosts | trusted-certificate
| web-server}
論理名が付けられたイベント アクション規則コンフィギュレーションのコンフィギュレーション モー
ドに入るには、グローバル コンフィギュレーション モードで service event-action-rules name コマン
ドを使用します。default キーワードを使用すると、コンフィギュレーションが工場出荷時の設定にリ
セットされます。no キーワードを使用すると、センサーからイベント アクション規則コンフィギュ
レーションが削除されます。このコマンドは、コンフィギュレーションが仮想センサーに割り当てられ
ていない場合にだけ、正常に実行されます。

service event-action-rules name
default service event-action-rules name
no service event-action-rules name
論理名が付けられたシグニチャ定義コンフィギュレーションのコンフィギュレーション モードに入る
には、グローバル コンフィギュレーション モードで service signature-definition name コマンドを使
用します。default キーワードを使用すると、コンフィギュレーションが工場出荷時の設定にリセット
されます。no キーワードを使用すると、センサーからシグニチャ定義コンフィギュレーションが削除
されます。このコマンドは、コンフィギュレーションが仮想センサーに割り当てられていない場合にだ
け、正常に実行されます。

service signature-definition name
default service signature-definition name
no service signature-definition name
論理名が付けられた異常検出コンフィギュレーションのコンフィギュレーション モードに入るには、
グローバル コンフィギュレーション モードで service anomaly-detection name コマンドを使用しま
す。default キーワードを使用すると、コンフィギュレーションが工場出荷時の設定にリセットされま
す。no キーワードを使用すると、センサーから異常検出コンフィギュレーションが削除されます。こ
のコマンドは、コンフィギュレーションが仮想センサーに割り当てられていない場合にだけ、正常に実
行されます。

service anomaly-detection name
default anomaly-detection name
no service anomaly-detection name
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aaa
analysis-engine

構文の説明

AAA のタイプを設定します。
グローバル分析エンジン パラメータを設定します。この設定によって、仮
想センサーを作成し、シグニチャ定義、イベント アクション規則、および
センシング インターフェイスを仮想センサーに割り当てることができます。

anomaly-detection
authentication
event-action-rules

異常検出のパラメータを設定します。

external-product-inter
face
global-correlation
health-monitor
host

外部製品インターフェイスのパラメータを設定します。

interface
logger
network-access

ユーザの認証に使用する方式の順序を設定します。
イベント アクション規則コンフィギュレーションのパラメータを設定しま
す。

グローバル相関のパラメータを設定します。
ヘルスおよびセキュリティのモニタリングとレポートを設定します。
システム クロック設定、アップグレード、および IP アクセス リストを設定
します。
センサーのインターフェイスを設定します。
デバッグ レベルを設定します。

ARC に関連するパラメータを設定します。
（注）

notification
signature-definition
ssh-known-hosts
trusted-certificate
web-server
name

Network Access Controller は Attack Response Controller （ARC）
と呼ばれるようになりました。サービスの名前は新しくなりました
が、Cisco IPS 6.2 以降の CLI には変更が反映されていません。CLI
を使用すると、引き続き network-access および nac が表示されま
す。

通知アプリケーションを設定します。
シグニチャ定義コンフィギュレーションのパラメータを設定します。
システムの既知のホスト キーを設定します。
信頼できる認証機関の X.509 証明書のリストを設定します。

Web サーバ ポートなど、Web サーバに関するパラメータを設定します。
イベント アクション規則またはシグニチャ定義コンフィギュレーションの
論理名。論理名がすでに存在しなくなった場合、新しいコンフィギュレー
ション ファイルが作成されます。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（host および interface を除く）、ビューア（display のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
5.0(1)

このコマンドが導入されました。

6.0(1)

anomaly-detection、external-product-interface、および
os-identification コマンドが追加されました。

default キーワードおよび通知アプリケーションのサポートが追加されまし
た。
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service

使用上のガイドライン

注意

リリース

変更内容

7.0(1)
7.1(3)

global-correlation コマンドが追加されました。
aaa コマンドが追加されました。

このコマンドで、サービス固有のパラメータを設定できます。この構成の項目とメニューはサービスに
よって異なり、コマンドが実行されたときにサービスから取得した構成に基づいて動的に作成されま
す。

このモード、およびそのいずれかのサブモードで加えられた変更は、サービス モードを終了すると
サービスに適用されます。
コマンド モードは、サービス名でコマンド プロンプトに表示されます。たとえば、service
authentication では、次のプロンプトが表示されます。
sensor(config-aut)#

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次のコマンドは、AAA サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service aaa
sensor(config-aaa)#

次のコマンドは、分析エンジン サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service analysis-engine
sensor(config-ana)#

次のコマンドは、異常検出サービス用のコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service anomaly-detection
sensor(config-ano)#

次のコマンドでは、認証サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service authentication
sensor(config-aut)#

次のコマンドは、イベント アクション規則サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service event-action-rules rules0
sensor(config-rul)#

次のコマンドは、外部製品インターフェイス サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service external-product-interface
sensor(config-ext)#

次のコマンドは、グローバル相関サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service global-correlation
sensor(config-glo)#

次のコマンドでは、ヘルス モニタ サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service health-monitor
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sensor(config-hea)#

次のコマンドは、ホスト サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service host
sensor(config-hos)#

次のコマンドは、インターフェイス サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service interface
sensor(config-int)#

次のコマンドは、ロガー サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service logger
sensor(config-log)#

次のコマンドは、ARC サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service network-access
sensor(config-net)#

次のコマンドは、SNMP 通知サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service notification
sensor(config-not)#

次のコマンドは、シグニチャ定義サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service signature-definition sig0
sensor(config-sig)#

次のコマンドは、SSH 既知ホスト サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service ssh-known-hosts
sensor(config-ssh)#

次のコマンドは、信頼できる証明書サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service trusted-certificate
sensor(config-tru)#

次のコマンドは、Web サーバ サービスのコンフィギュレーション モードを開始します。
sensor(config)# service web-server
sensor(config-web)#
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setup

setup
基本的なセンサー コンフィギュレーションを設定するには、EXEC モードで setup コマンドを使用し
ます。

setup

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

hostname：sensor
IP interface：192.168.1.2/24,192.168.1.1
telnet-server：disabled
web-server port：443
summer time：disabled
ユーザが summer time を enabled にした場合、デフォルトは次のとおりです。

• Summertime type：Recurring
• Start Month：april
• Start Week：first
• Start Day：sunday
• Start Time：02:00:00
• End Month：october
• End Week：last
• End Day：sunday
• End Time：02:00:00
• Offset：60
システムの時間帯のデフォルトは、次のとおりです。

• Time zone：UTC
• UTC Offset：0

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(2)

アクセス リストおよび時間設定のコンフィギュレーションが追加されまし
た。

5.0(1)
5.1(1)

仮想センサー設定のコンフィギュレーションが追加されました。
インライン VLAN ペアのコンフィギュレーションが追加されました。
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使用上のガイドライン

リリース

変更内容

6.0(1)

複数の仮想センサーおよび VLAN グループのコンフィギュレーションが
追加されました。デフォルトで自動的に脅威を拒否するかどうかを尋ねる
プロンプトが追加されました。

6.1(1)

setup に自動モードを追加し、6.1(1) に必要な setup コマンドを変更しま
した。

7.0
7.2(1)

グローバル相関が追加されました。

SSHv1 フォールバックが追加されました。

コンソール ケーブルを使用してセンサーに接続すると、センサーが自動的に setup コマンドを呼び出
します。この時点では、センサーの基本的なネットワーク設定はまだ行われていません。次の条件下で
は、センサーは自動セットアップの呼び出しを行いません。

• 初期化がすでに正常に完了している場合。
• センサーの回復またはダウングレードを行った場合。
• 自動セットアップを使用してセンサーを正常に設定した後、ホスト コンフィギュレーションをデ
フォルトにした場合。

setup コマンドを入力すると、システムのコンソール画面に [System Configuration Dialog] と呼ばれる
対話形式のダイアログが表示されます。[System Configuration Dialog] に従って設定プロセスを進めま
す。
前回設定されたデフォルト値は、各プロンプトの横のカッコ内に表示されます。
変更する項目に到達するまで [System Configuration Dialog] 全体を実行する必要があります。変更し
ない項目のデフォルト設定を使用するには、Enter を押します。
変更を中断し、[System Configuration Dialog] を最後まで実行せずに EXEC プロンプトに戻るには、
Ctrl+C キーを押します。
このファシリティは、プロンプトごとにヘルプ テキストも提示します。ヘルプ テキストにアクセスす
るには、プロンプトで疑問符（?）を入力します。
変更が完了すると、セットアップ セッション中に作成されたコンフィギュレーション ファイルが表示
されます。このコンフィギュレーションを保存するように促されます。yes を入力すると、コンフィ
ギュレーションがディスクに保存されます。no を入力すると、設定は保存されずにプロセスが再開さ
れます。このプロンプトにはデフォルトがありません。yes または no を入力する必要があります。
設定可能なパラメータの有効な値の範囲は、次のとおりです。

IP Address/Netmask/Gateway: X.X.X.X/nn,Y.Y.Y.Y。ここでは、
X.X.X.X は、ピリオドで区切られた 4 オクテットで記述される 32 ビット アドレスのセンサーの IP アド
レスです。X は 0 ～ 255 です。
nn はネットマスクのビット数を指定します。
Y.Y.Y.Y は、ピリオドで区切られた 4 オクテットで記述される 32 ビット アドレスのデフォルト ゲート
ウェイです。Y は 0 ～ 255 です。
Host Name：最大 256 文字の大文字小文字を区別する文字列。数字、「_」、および「-」は有効ですが、
スペースは使用できません。
システムが NTP を使用しない場合にのみ、setup モードでクロック設定を入力します。NTP コマンド
は、別に用意されています。
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サマータイムは、[recurring] モードまたは [date] モードのいずれかで設定できます。recurring モード
を選択した場合、開始日と終了日は、週、曜日、月、時間に基づいて入力します。date モードを選択
した場合、開始日と終了日は、月、日、年、時間に基づいて入力します。disable を選択すると、夏時
間がオフになります。
表 2-1 に、クロック設定パラメータを示します。
表 2-1

クロック設定パラメータ

DST zone

サマータイムが有効なときに表示される時間帯の名前。

week

週（1 ～ 5 または last）。

day

曜日（Sunday、Monday など）。

date

日（1 ～ 31）。

month

月（1 月、2 月など）。

year

年、省略なし（2001 ～ 2035）。

hh:mm

開始 / 終了 DST（24 時形式）の時間と分。

offset

（任意）サマータイム中に加算する時間（分）。デフォルト値は 60 です。

timezone

標準時が適用されているときに表示されるタイム ゾーンの名前。

hours

UTC からの時間差。

hh:mm:ss

現在の時間（24 時間形式）、分、および秒。

デフォルトの仮想センサー vs0 の編集もできます。仮想センサーに、混合 / インラインのペアとインラ
イン VLAN のペア（または、どちらか一方）を割り当て、割り当てたインターフェイスをイネーブル
にできます。セットアップが完了すると、仮想センサーはトラフィックをモニタするように設定されま
す。
セットアップ時に、deny-packet-inline アクションに関連付けられた上書き規則を有効または無効にす
ることができます。仮想センサーに割り当てられているイベント アクション規則コンフィギュレー
ションのすべてのインスタンスを変更できます。仮想センサーに割り当てられていないイベント アク
ション規則コンフィギュレーションのインスタンスは変更されません。

例

次の例は、setup コマンドと System Configuration プログラムを示します。
sensor# setup

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
User ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
Current time: Mon Dec 3 07:15:11 2011
Setup Configuration last modified: Tue Nov 27 18:40:12 2009
Enter host name[sensor]:
Enter IP interface[172.21.172.25/8,172.21.172.1]:
Enter telnet-server status[enabled]:
Enter web-server port[8080]: 80
Modify current access list? [no]: yes
Current access list entries:
[1] 10.0.0.0/24
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[2] 172.0.0.0/24
Delete: 1
Delete:
Permit: ?
% Please enter a valid IP address and netmask in the form x.x.x.x/nn. For
example:192.168.1.0/24
Permit: 173.0.0.0/24
Permit:
Use DNS server for global collaboration?[yes]:
DNS server IP address[10.10.10.10]:
Use HTTP proxy server for global collaboration?[yes]:
HTTP proxy server IP address[128.107.241.169]:
HTTP proxy server Port number[8080]:
Modify system clock settings? [no]: yes
Modify summer time settings?[no]: yes
Use USA SummerTime Defaults?[yes]: yes
DST Zone[]: CDT
Offset[60]:
Modify system timezone? [no]: yes
Timezone[UTC]: CST
GMT Offset[-360]
Use NTP? [yes]:yes
NTP Server IP Address[]: 10.89.147.12
Use NTP Authentication?[no]: yes
NTP Key ID[]: 1
NTP Key Value[]: cisco
Network Participation level?[off]: partial
If you agree to participate in the SensorBase Network, Cisco will collect aggregated
statistics about traffic sent to your IPS. This includes summary data on the Cisco IPS
network traffic properties and how this traffic was handled by the Cisco appliances. We do
not collect the data content of traffic or other sensitive business or personal
information. All data is aggregated and sent via secure HTTP to the Cisco SensorBase
Network servers in periodic intervals. All data shared with Cisco will be anonymous and
treated as strictly confidential.
The table below describes how the data will be used by Cisco.
Participation Level = Partial:
* Type of Data: Protocol Attributes (e.g. TCP max nsegment size and options string)
Purpose: Track potential threats and understand threat exposure
* Type of Data: Attack Type (e.g. Signature Fired and Risk Rating)
Purpose: Used to understand current attacks and attack severity
* Type of Data: Connecting IP Address and port
Purpose: Identifies attack source
* Type of Data: Summary IPS performance (CPU utilization memory usage, inline vs.
promiscuous, etc)
Purpose: Tracks product efficacy
Participation Level = Full:
* Type of Data: Victim IP Address and port
Purpose: Detect threat behavioral patterns
Do you agree to participate in the SensorBase network[no]?yes
The following configuration was entered.
service host
network-settings
host-ip 172.21.172.25/8,172.21.172.1
host-name sensor
telnet-option disabled
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sshv1-fallback disabled
access-list 172.0.0.0/24
access-list 173.0.0.0/24
ftp-timeout 300
login-banner-text
exit
dns-primary-server enabled
address 10.10.10.10
exit
dns-secondary-server disabled
dns-tertiary-server disabled
http-proxy proxy-server
address 128.107.241.169
port 8080
exit
exit
time-zone-settings
offset -360
standard-time-zone-name CST
exit
summertime-option recurring
offset 60
summertime-zone-name CDT
start-summertime
month april
week-of-month first
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
end-summertime
month october
week-of-month last
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
exit
ntp-option enabled
ntp-option enabled-ntp-unauthenticated
ntp-server 10.89.147.12
exit
exit
service global-correlation
network-participation partial
exit
[0]
[1]
[2]
[3]

Go to the command prompt without saving this config.
Return to the setup without saving this config.
Save this configuration and exit setup.
Continue to Advanced setup.

Enter your selection[3]:
Enter telnet-server status[disabled]: enabled
Enter web-server port[443]:
Modify interface/virtual sensor configuration?[no]: yes
Current interface configuration
Command control GigabitEthernet0/1
Unassigned:
Promiscuous:
GigabitEthernet2/1
GigabitEthernet4/0
GigabitEthernet4/1
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Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
Virtual Sensor: vs0
Anomaly Detection: ad0
Event Action Rules: rules0
Signature Definitions: sig0
Promiscuous:
GigabitEthernet0/0
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
Virtual Sensor: myVs
Anomaly Detection: myAd
Event Action Rules: myEvr
Signature Definition: mySigs
Promiscuous:
GigabitEthernet2/0
Promiscuous Vlan Groups:
GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
foo:8 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 300-399)
[1] Edit Interface Configuration
[2] Edit Virtual Sensor Configuration
[3] Display configuration
Option: 1

次のプロンプトでは、インターフェイスを作成または削除できます。[Edit Virtual Sensor
Configuration] セクションで、インターフェイスを仮想センサーに割り当てることができます。混合
モードでモニタされているインターフェイスが VLAN によって細分化されていない場合、追加のコン
フィギュレーションは必要ありません。仮想センサーのコンフィギュレーションに進み、仮想センサー
にインターフェイスを割り当ててください。
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 1
Inline Vlan Pairs:
[1] GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
[2] GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
[3] GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
Promiscuous Vlan Groups:
[4] GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
[5] foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
[6] foo:8 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 300-399)
Remove Interface: 6
Remove Interface:
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 2
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Available Interfaces
[1] GigabitEthernet1/0
[2] GigabitEthernet2/1
[3] GigabitEthernet4/0
[4] GigabitEthernet4/1
Interface to modify: 2
Inline Vlan Pairs for GigabitEthernet2/1:
None
Subinterface number: 1
Description[Created via setup by user cisco]:
Vlan1: 5
Vlan2: 6
Subinterface number:
Available Interfaces
[1] GigabitEthernet1/0
[2] GigabitEthernet2/1
[3] GigabitEthernet4/0
[4] GigabitEthernet4/1
Interface to modify:
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 3
Available Interfaces
[1] GigabitEthernet1/1
[2] GigabitEthernet4/0
[3] GigabitEthernet4/1
Interface to modify: 1
Promiscuous Vlan Groups for GigabitEthernet1/1:
GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Subinterface number: 1
Description[Created via setup by user cisco]:
Vlans: 3,8,34-69
Subinterface number:
Available Interfaces
[1] GigabitEthernet1/1
[2] GigabitEthernet4/0
[3] GigabitEthernet4/1
Interface to modify:
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 4
Available Interfaces
GigabitEthernet4/0
GigabitEthernet4/1
Pair Name: test
Description[Created via setup by user cisco]:
Interface1: GigabitEthernet4/0
Interface2: GigabitEthernet4/1
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
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[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 5
Available inline interface pairs:
[1] foo (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1)
[2] test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Interface to modify: 1
Inline Interface Pair Vlan Groups for foo:
Subinterface: 3; Vlans: 200-299
Subinterface number: 1
Description[Created via setup by user cisco]:
Vlans: 100-199
Subinterface number:
Available inline interface pairs:
[1] foo (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1)
[2] test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Interface to modify:
[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option: 6
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet1/0
GigabitEthernet1/1
GigabitEthernet2/0
GigabitEthernet2/1
GigabitEthernet3/0
GigabitEthernet3/1
GigabitEthernet4/0
GigabitEthernet4/1

default-vlan[0]:
default-vlan[0]:
default-vlan[0]:
default-vlan[0]:
default-vlan[0]:
default-vlan[0]: 100
default-vlan[0]: 100
default-vlan[0]:
default-vlan[0]:

[1] Remove interface configurations.
[2] Add/Modify Inline Vlan Pairs.
[3] Add/Modify Promiscuous Vlan Groups.
[4] Add/Modify Inline Interface Pairs.
[5] Add/Modify Inline Interface Pair Vlan Groups.
[6] Modify interface default-vlan.
Option:
[1] Edit Interface Configuration
[2] Edit Virtual Sensor Configuration
[3] Display configuration
Option: 3
Current interface configuration
Command control GigabitEthernet0/1
Unassigned:
Promiscuous:
GigabitEthernet2/1
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
Promiscuous Vlan Groups:
GigabitEthernet1/1:1 (Vlans: 3,8,34-39)
Inline Interface Pairs:
test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
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foo:1 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 100-199)
Virtual Sensor: vs0
Anomaly Detection: ad0
Event Action Rules: rules0
Signature Definitions: sig0
Promiscuous:
GigabitEthernet0/0
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
Virtual Sensor: myVs
Anomaly Detection: myAd
Event Action Rules: myEvr
Signature Definition: mySigs
Promiscuous:
GigabitEthernet2/0
Promiscuous Vlan Groups:
GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
[1] Edit Interface Configuration
[2] Edit Virtual Sensor Configuration
[3] Display configuration
Option: 2
[1] Remove
[2] Modify
[3] Modify
[4] Create
Option: 1

virtual sensor.
“vs0” virtual sensor configuration.
“myVs” virtual sensor configuration.
new virtual sensor.

Virtual sensors
[1] vs0
[2] myVs
Remove: 2
Remove:
[1] Remove virtual sensor.
[2] Modify "vs0” virtual sensor configuration.
[3] Create new virtual sensor.
Option: 2
Virtual Sensor: vs0
Anomaly Detection: ad0
Event Action Rules: rules0
Signature Definitions: sig0
Promiscuous:
GigabitEthernet0/0
Inline Vlan Pairs:
[1] GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
[2] GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
Remove Interface: 2
Remove Interface:
Unassigned:
Promiscuous:
[1] GigabitEthernet2/1
[2] GigabitEthernet2/0
Inline Vlan Pairs:
[3] GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
[4] GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
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Promiscuous Vlan Groups:
[5] GigabitEthernet1/1:1 (Vlans: 3,8,34-39)
[6] GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pairs:
[7] test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
[8] foo:1 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 100-199)
[9] foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
Add Interface: 4
Add Interface:
Current interface configuration
Command control GigabitEthernet0/1
Unassigned:
Promiscuous:
GigabitEthernet2/0
GigabitEthernet2/1
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
Promiscuous Vlan Groups:
GigabitEthernet1/1:1 (Vlans: 3,8,34-39)
GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pairs:
test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
foo:1 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 100-199)
foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
Virtual Sensor: vs0
Anomaly Detection: ad0
Event Action Rules: rules0
Signature Definitions: sig0
Promiscuous:
GigabitEthernet0/0
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
[1] Remove virtual sensor.
[2] Modify “myVs” virtual sensor configuration.
[3] Create new virtual sensor.
Option: 3
Name: newVs
Description[Created via setup by user cisco]:
Anomaly Detection Configuration:
[1] ad0
[2] myAd
[3] Create a new anomaly detection configuration
Option[3]: 2
Signature Definition Configuration:
[1] sig0
[2] mySigs
[3] Create new signature definition configuration
Option[3]: 2
Event Action Rules Configuration:
[1] rules0
[2] myEvr
[3] newRules
[4] Create new event action rules configuration
Option[4]: 2
Unassigned:
Promiscuous:
[1] GigabitEthernet2/0
[2] GigabitEthernet2/1
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Inline Vlan Pairs:
[3] GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
Promiscuous Vlan Groups:
[4] GigabitEthernet1/1:1 (Vlans: 3,8,34-39)
[5] GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pairs:
[6] test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
[7] foo:1 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 100-199)
[8] foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
Add Interface: 1
Add Interface: 2
Add Interface:
Current interface configuration
Command control GigabitEthernet0/1
Unassigned:
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
Promiscuous Vlan Groups:
GigabitEthernet1/1:1 (Vlans: 3,8,34-39)
GigabitEthernet1/1:3 (Vlans: 5-7,9)
Inline Interface Pairs:
test (GigabitEthernet4/0, GigabitEthernet4/1)
Inline Interface Pair Vlan Groups:
foo:1 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 100-199)
foo:3 (GigabitEthernet3/0, GigabitEthernet3/1 Vlans: 200-299)
Virtual Sensor: vs0
Anomaly Detection: ad0
Event Action Rules: rules0
Signature Definitions: sig0
Promiscuous:
GigabitEthernet0/0
Inline Vlan Pairs:
GigabitEthernet1/0:1 (Vlans: 2, 3)
GigabitEthernet1/0:2 (Vlans: 344, 23)
GigabitEthernet1/0:10 (Vlans: 20, 10)
Virtual Sensor: newVs
Anomaly Detection: myAd
Event Action Rules: newRules
Signature Definition: mySigs
Promiscuous:
GigabitEthernet2/0
GigabitEthernet2/1
[1] Remove
[2] Modify
[3] Modify
[4] Create
Option:

virtual sensor.
“vs0” virtual sensor configuration.
“newVs” virtual sensor configuration.
new virtual sensor.

[1] Edit Interface Configuration
[2] Edit Virtual Sensor Configuration
[3] Display configuration
Option:
Modify default threat prevention settings? [no] yes
Virtual sensor vs0 is NOT configured to prevent a modified range of threats in inline
mode. (Risk Rating 75-100)
Virtual sensor newVs is configured to prevent high risk threats in inline mode. (Risk
Rating 90-100)
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Do you want to enable automatic threat prevention on all virtual sensors? [no]

（注）

上記の質問への応答に yes を選択すると、その次の質問は表示されません。

（注）

すべての仮想センサーが有効である場合、無効にするかどうかの質問だけが表示されます。

（注）

すべての仮想センサーが無効である場合、有効にするかどうかの質問だけが表示されます。
Do you want to disable automatic threat prevention on all virtual sensors? [no] yes
The Event Action "overrides" rule for action "deny-packet-inline" has been Disabled on
all virtual sensors.
The following configuration was entered.
service host
network-settings
host-ip 172.21.172.25/8,172.21.172.1
host-name sensor
telnet-option disabled
sshv1-fallback disabled
access-list 172.0.0.0/24
access-list 173.0.0.0/24
ftp-timeout 300
login-banner-text
exit
time-zone-settings
offset -360
standard-time-zone-name CST
exit
summertime-option recurring
offset 60
summertime-zone-name CDT
start-summertime
month april
week-of-month first
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
end-summertime
month october
week-of-month last
day-of-week sunday
time-of-day 02:00:00
exit
exit
ntp-option enabled
ntp-option enabled-ntp-unauthenticated
ntp-server 10.89.147.12
exit
exit
service web-server
port 80
exit
service event-action-rules rules0
overrides deny-packet-inline
override-item-status Disabled
risk-rating-range 75-100
exit
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exit
service event-action-rules myEvr
overrides deny-packet-inline
override-item-status Disabled
risk-rating-range 90-100
exit
exit
service event-action-rules newRules
overrides deny-packet-inline
override-item-status Disabled
risk-rating-range 90-100
exit
exit
service interface
service event-action-rules rules0
overrides deny-packet-inline
risk-rating-range 85-100
exit
exit
service event-action-rules newRules
overrides deny-packet-inline
risk-rating-range 85-100
exit
exit
service interface
physical-interfaces GigabitEthernet0/0
admin-state enabled
exit
physical-interfaces GigabitEthernet1/0
admin-state enabled
subinterface-type inline-vlan-pair
subinterface 1
description Created via setup by user cisco
vlan1 2
vlan2 3
exit
subinterface 2
description Created via setup by user cisco
vlan1 344
vlan2 23
exit
subinterface 10
description Created via setup by user cisco
vlan1 20
vlan2 10
exit
exit
exit
physical-interfaces GigabitEthernet1/1
subinterface-type vlan-group
subinterface 3
description Created via setup by user cisco
vlans 5-7,9
exit
subinterface 1
description Created via setup by user cisco
vlans 3,8,34-39
exit
exit
exit
physical-interfaces GigabitEthernet2/0
admin-state enabled
exit
physical-interfaces GigabitEthernet2/1
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admin-state enabled
exit
physical-interfaces GigabitEthernet3/0
default-vlan 100
exit
physical-interfaces GigabitEthernet3/1
default-vlan 100
exit
inline-interface foo
description Create via setup by user cisco
interface1 GigabitEthernet3/0
interface2 GigabitEthernet3/1
subinterface-type vlan-group
subinterface 3
vlans 200-299
exit
subinterface 1
vlans 100-199
exit
exit
exit
inline-interface test
description Created via setup by user cisco
interface1 GigabitEthernet4/0
interface2 GigabitEthernet4/1
exit
service analysis-engine
virtual-sensor vs0
physical-interface GigabitEthernet1/0 subinterface-number 2
physical-interface GigabitEthernet1/0 subinterface-number 10
exit
virtual-sensor newVs
anomaly-detection myAd
event-action-rulse newRules
signature-definition mySigs
physical-interface GigabitEthernet2/0
physical-interface GigabitEthermet2/1
exit
exit
[0] Go to the command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration and exit.
Enter your selection [2]:
Configuration Saved.
sensor#
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show ad-knowledge-base diff

show ad-knowledge-base diff
2 つの KB の違いを表示するには、EXEC モードで show ad-knowledge-base diff コマンドを使用しま
す。

show ad-knowledge-base virtual-sensor diff [current | initial | file name1][current | initial | file
name2] diff-percentage

構文の説明

virtual-sensor

比較する KB ファイルが含まれる仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文
字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」およ
び「_」です。

current
initial
file
name1

現在ロードされている KB。
初期の KB。
既存の KB ファイル。
比較する 1 つ目の既存 KB ファイルの名前。最大 32 文字の大文字小文字
を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および
「_」です。

name2

比較する 2 つ目の既存 KB ファイルの名前。最大 32 文字の大文字小文字
を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および
「_」です。

diff-percentage

（任意）しきい値が指定された割合よりも異なるサービスを表示します。
有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルトは 10% です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。
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show ad-knowledge-base diff

次の例は、2011-Mar-16-10_00_00 と仮想センサー vs0 に現在ロードされている KB を比較します。

例

sensor# show ad-knowledge-base vs0 diff current file 2011-Mar-16-10_00_00
2011-Mar-17-10_00_00 Only Services/Protocols
External Zone
TCP Services
Service = 30
Service = 20
UDP Services
None
Other Protocols
Protocol = 1
Illegal Zone
None
Internal Zone
None
2006-Mar-16-10_00_00 Only Services/Protocols
External Zone
None
Illegal Zone
None
Internal Zone
None
Thresholds differ more than 10%
External Zone
None
Illegal Zone
TCP Services
Service = 31
Service = 22
UDP Services
None
Other Protocols
Protocol = 3
Internal Zone
None
sensor#
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show ad-knowledge-base files
仮想センサーで使用できる異常検出 KB ファイルを表示するには、EXEC モードで show
ad-knowledge-base files コマンド使用します。

show ad-knowledge-base virtual-sensor files

構文の説明

virtual-sensor

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（任意）KB ファイルが含まれる仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文
字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」およ
び「_」です。

ファイル名の前にある * は、その KB ファイルが現在ロードされていることを示します。現行 KB は必
ず存在します（インストール後は初期の KB です）。異常検出で現在ロードされている KB、または異
常検出が現在アクティブになっていない場合はロードされている KB が示されます。
仮想センサーを指定しない場合、すべての仮想センサーですべての KB ファイルが取得されます。
初期の KB は、しきい値が工場出荷時の設定になっている KB です。

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、すべての仮想センサーで使用できる KB ファイルを示します。2011-Mar-16-10_00_00 ファ
イルは、仮想センサー vs0 にロードされた現行 KB ファイルです。
sensor# show ad-knowledge-base files
Virtual Sensor vs0
Filename
Size
Created
initial
84
04:27:07
*
2011-Jan-29-10_00_01
84
04:27:07
2011-Mar-17-10_00_00
84
10:00:00
2011-Mar-18-10_00_00
84
10:00:00
sensor#

CDT
CDT
CDT
CDT

Wed
Wed
Fri
Sat

Jan
Jan
Mar
Mar

28
29
17
18

2011
2011
2011
2011
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show ad-knowledge-base thresholds
KB のしきい値を表示するには、EXEC モードで show ad-knowledge-base thresholds コマンドを使用
します。
show ad-knowledge-base virtual-sensor thresholds {current | initial | file name} [zone {external
| illegal | internal}] {[protocol {tcp | udp}] [dst-port port] | [protocol other] [number
protocol-number]}

構文の説明

virtual-sensor

比較する KB ファイルが含まれる仮想センサー。1 ～ 64 文字の大文字小文
字を区別する文字列です。有効な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」およ
び「_」です。

current
initial
file
name

現在ロードされている KB。

zone
external
illegal
internal
protocol
tcp
udp
dst-port

初期の KB。
既存の KB ファイル。

KB ファイル名。最大 32 文字の大文字小文字を区別する文字列です。有効
な文字は A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、「-」および「_」です。
（任意）指定されたゾーンのしきい値だけを表示します。デフォルトでは、
すべてのゾーンに関する情報が表示されます。
外部ゾーンを表示します。
無許可ゾーンを表示します。
内部ゾーンを表示します。
（任意）指定したプロトコルのしきい値だけを表示します。デフォルトで
は、すべてのプロトコルに関する情報が表示されます。

TCP プロトコルを表示します。
UDP プロトコルを表示します。
（任意）指定されたポートのしきい値だけを表示します。デフォルトでは、
すべての TCP ポートまたは UDP ポートに関する情報が表示されます。

port

（任意）指定されたポートのしきい値だけを表示します。デフォルトでは、
すべての TCP ポートまたは UDP ポートに関する情報が表示されます。有
効な値は 0 ～ 65535 です。

protocol
other
number

（任意）他のプロトコルのしきい値だけを表示します。

protocol-number

TCP または UDP 以外のプロトコルを表示します。
（任意）他の特定のプロトコル番号のしきい値だけを表示します。デフォ
ルトでは、他のすべてのプロトコルに関する情報が表示されます。
プロトコル番号。有効な値は 0 ～ 255 です。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア
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show ad-knowledge-base thresholds

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

表示されたしきい値は、KB に含まれるしきい値です。上書きされるユーザ コンフィギュレーションが
ある場合のしきい値は、知識ベースのしきい値とユーザ コンフィギュレーションの両方が表示されま
す。

例

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、KB 2011-Mar-16-10_00_00 の無許可ゾーンに含まれるしきい値を示します。
sensor# show ad-knowledge-base vs0 thresholds file
2011-Mar-16-10_00_00
Illegal Zone
TCP Port 20
Scanner Threshold
>> User Configuration = 100
>> Knowledge Base = 20
Threshold Histogram
Destination IP
5
>> User Configuration: source IP 100
>> Knowledge Base: source IP
10
TCP Port 30
Scanner Threshold
Knowledge Base = 110
Threshold Histogram
Destination IP
5
10
Knowledge Base: source IP
10
1
TCP Port any
Scanner Threshold
Knowledge Base = 9
Threshold Histogram
Destination IP
5
10
Knowledge Base: source IP
2
1
UDP Port any
Scanner Threshold
Knowledge Base = 19
Threshold Histogram
Destination IP
5
10
Knowledge Base: source IP
12
10
Other Protocol any
Scanner Threshold
Knowledge Base = 1
Threshold Histogram
Destination IP
5
10
Knowledge Base: source IP
1
1
Other Protocol 1
Scanner Threshold
Knowledge Base = 10
Threshold Histogram
Destination IP
5
10
Knowledge Base: source IP
10
10
sensor#

2011-Mar-16-10_00_00 zone illegal

10
1
1

100
0
0

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0
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show ad-knowledge-base thresholds

次の例は、現行 KB の無許可ゾーンに含まれ、プロトコルが TCP で宛先ポートが 20 である場合のしき
い値を示します。
sensor# show ad-knowledge-base vs0 thresholds
20
2011-Mar-16-10_00_00
Illegal Zone
TCP Port 20
Scanner Threshold
>> User Configuration = 100
>> Knowledge Base = 50
Threshold Histogram
Destination IP
>> User Configuration: source IP
>> Knowledge Base: source IP
sensor#

current zone illegal protocol tcp dst-port

5
100
10

10
1
1

100
0
0

次の例は、現行 KB の無許可ゾーンに含まれ、プロトコルがその他で宛先ポート番号が 1 である場合の
しきい値を示します。
sensor# show ad-knowledge-base vs0 thresholds
2011-Mar-16-10_00_00
Illegal Zone
Other Protocol 1
Scanner Threshold
>> User Configuration = 79
>> Knowledge Base = 50
Threshold Histogram
Destination IP
>> User Configuration: source IP
>> Knowledge Base: source IP
sensor#

current zone illegal protocol other number 1

5
100
12

10
5
1

100
0
0
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show begin

show begin
show コマンドの出力を検索するには、EXEC モードで show begin コマンドを使用します。このコマ
ンドは、指定された正規表現を含む最初の行で show コマンドの出力を開始します。
show [configuration | events | settings | tech-support] | begin regular-expression

構文の説明

|
regular-expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

show コマンド出力に存在する任意の正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)
5.1(1)

このコマンドが導入されました。

show コマンドの begin 拡張が追加されました。
tech-support オプションが追加されました。

使用上のガイドライン

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。

例

次の例は、正規表現「ip」から始まる出力を示します。
sensor# show configuration | begin ip
host-ip 172.21.172.25/8,172.21.172.1
host-name sensor
access-list 0.0.0.0/0
login-banner-text This message will be displayed on user login.
exit
time-zone-settings
offset -360
standard-time-zone-name CST
exit
exit
! -----------------------------service interface
exit
! -----------------------------service logger
exit
! -----------------------------service network-access
user-profiles mona
enable-password foobar
exit
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show begin

exit
! -----------------------------service notification
--MORE--

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。

show exclude

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

show include

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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show clock

show clock
システム クロックを表示するには、EXEC モードで show clock コマンドを使用します。

show clock [detail]

構文の説明

detail

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

システム クロックは、時刻が信頼できる（正確であると信じられる）かどうかを示す「信頼性」フラ
グを保持しています。システム クロックがタイミング ソースによって設定されている場合は、フラグ
を設定します。表 2-2 に、保証フラグを示します。
表 2-2

保証フラグ

記号

説明

*

時刻は信頼できません。

（空白）

.

例

（任意）クロック ソース（NTP またはシステム）および現行のサマータイ
ム設定（設定されている場合）を示します。

時刻は信頼できます。
時刻は信頼できますが、NTP と同期していません。

次の例は、設定され、同期化された NTP を示します。
sensor# show clock detail
12:30:02 CST Tues Dec 19 2011
Time source is NTP
Summer time starts 03:00:00 CDT Sun Apr 7 2011
Summer time ends 01:00:00 CST Sun Oct 27 2011
sensor#

次の例は、時刻源が設定されていないことを示します。
sensor# show clock
*12:30:02 EST Tues Dec 19 2011
sensor#

次の例は、時刻源が設定されていないことを示します。
sensor# show clock detail
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show clock

*12:30:02 CST Tues Dec 19 2011
No time source
Summer time starts 02:00:00 CST Sun Apr 7 2011
Summer time ends 02:00:00 CDT Sun Oct 27 2011
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show configuration

show configuration
more コマンドの more current-config コマンドを参照してください。

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(2)

このコマンドが追加されました。
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show events

show events
ローカル イベント ログの内容を表示するには、EXEC モードで show events コマンドを使用します。

show events [{alert [informational] [low] [medium] [high] [include-traits traits] [exclude-traits
traits] [min-threat-rating min-rr] [max-threat-rating max-rr | error [warning] [error] [fatal]
| NAC | status}] [hh:mm:ss [month day [year]] | past hh:mm:ss]

構文の説明

alert

アラートを表示します。侵入攻撃が行われている、または試みられた可能
性のある動作を通知します。アラート イベントは、IPS シグニチャがネッ
トワーク アクティビティでトリガーされると、常に分析エンジンによって
生成されます。レベル（情報、低、中、高）が選択されていない場合、す
べてのアラート イベントが表示されます。

informational
low
medium
high
include-traits
exclude-traits
traits
min-threat-rating
min-rr

情報アラートを指定します。

max-threat-rating

この値以下の脅威レーティングを持つイベントを表示します。有効な範囲
は 0 ～ 100 です。デフォルト値は 100 です。

max-rr
error

最大の脅威レーティングを表示するように指定します。

warning
error
fatal
NAC

警告レベルのエラーを指定します。

低レベルのアラートを指定します。
中レベルのアラートを指定します。
高レベルのアラートを指定します。
指定された traits のあるアラートを表示します。
指定された traits のあるアラートを表示しません。

10 進数（0 ～ 15）での特性ビット位置。
最小の脅威レーティングを表示するように指定します。
この値以上の脅威レーティングを持つイベントを表示します。有効な範囲
は 0 ～ 100 です。デフォルトは 0 です。

エラー イベントを表示します。エラー イベントは、エラー状態が検出され
たときに、サービスによって生成されます。レベル（警告、エラー、また
は重大）が選択されていない場合、すべてのエラー イベントが表示されま
す。
エラーレベルのエラーを指定します。
重大レベルのエラーを指定します。

ARC 要求（ブロック要求）を表示します。
（注）

status
hh:mm:ss
day
month
year
past

Network Access Controller は Attack Response Controller （ARC）
と呼ばれるようになりました。サービスの名前は新しくなりました
が、Cisco IPS 6.2 以降の CLI には変更が反映されていません。CLI
を使用すると、引き続き network-access および nac が表示されま
す。

ステータス イベントを表示します。
時（24 時形式）、分、および秒形式の開始時間。
月の開始日（日）。
開始月（月の名前）。
開始年（省略なし）。
今までに開始したイベントを表示します。hh: mm: ss に表示を開始する過
去の時間を指定します。
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show events

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表を参照してください。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)
4.1(1)

このコマンドが導入されました。
複数のエラー イベント レベルを同時に選択できる機能が追加されました。

include-traits、exclude-traits、および past オプションが追加されまし
た。

6.0(2)

min-threat-rating および max-threat-rating オプションが追加されまし
た。

使用上のガイドライン

show events コマンドは、要求された開始時刻から、要求されたイベントの種類を表示します。開始時
刻を入力しないと、現在の時刻に始まる、選択されたタイプのイベントが表示されます。イベントの種
類が入力されない場合、すべてのイベントが表示されます。イベントは、ライブ フィードとして表示
されます。Ctrl+C を押すと、ライブ フィードをキャンセルできます。
show events コマンドで正規表現 | include shunInfo を使用すると、イベントのソース アドレスなどの
ブロッキング情報を表示できます。

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、2011 年 7 月 25 日 午前 10 時に開始したブロック要求を示します。
sensor# show events NAC 10:00:00 Jul 25 2011

次の例は、現行時間に開始するエラーおよび重大エラー メッセージを示します。
sensor# show events error fatal error

次の例は、2011 年 7 月 25 日 午前 10 時に開始したすべてのイベントを示します。
sensor# show events 10:00:00 Jul 25 2011

次の例は、過去 30 秒に開始したすべてのイベントを示します。
sensor# show events past 00:00:30

次の出力は、XML コンテンツから取得されます。
evAlert: eventId=1025376040313262350 severity=high
originator:
deviceName: sensor1
appName: sensorApp
time: 2011/07/30 18:24:18 2011/07/30 12:24:18 CST
signature: sigId=4500 subSigId=0 version=1.0 IOS Embedded SNMP Community Names
participants:
attack:
attacker: proxy=false
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show events

addr: 132.206.27.3
port: 61476
victim:
addr: 132.202.9.254
port: 161
protocol: udp
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show exclude

show exclude
show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排除するには、EXEC モードで
show exclude コマンドを使用します。
show [configuration | events | settings | tech-support] | exclude regular-expression

構文の説明

|
regular-expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

show コマンド出力で検出される任意の正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)
5.1(1)

このコマンドが導入されました。

show コマンドの exclude 拡張が追加されました。
tech-support オプションが追加されました。

使用上のガイドライン

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。

例

次の例は、正規表現「ip」を排除した出力を示します。
sensor# show configuration | exclude ip
! -----------------------------! Current configuration last modified Mon May 20 10:05:26 2013
! -----------------------------! Version 7.2(1)
! Host:
!
Realm Keys
key1.0
! Signature Definition:
!
Signature Update
S697.0
2013-02-15
! -----------------------------service interface
physical-interfaces GigabitEthernet0/0
admin-state enabled
subinterface-type inline-vlan-pair
subinterface 1
vlan1 901
vlan2 902
exit
subinterface 2
vlan1 903
vlan2 904
exit
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show exclude

subinterface 3
vlan1 905
vlan2 906
exit
subinterface 4
vlan1 907
vlan2 908
exit
exit
exit
exit
! -----------------------------service authentication
exit
! -----------------------------service event-action-rules rules0
exit
! -----------------------------service host
network-settings
host-name q4360-159
telnet-option enabled
access-list 0.0.0.0/0
dns-primary-server disabled
exit
exit
! -----------------------------service logger
exit
! -----------------------------service network-access
exit
! -----------------------------service notification
exit
! -----------------------------service signature-definition sig0
signatures 1000 0
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service signature-definition sig1
signatures 3401 0
engine string-tcp
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
signatures 3401 1
engine string-tcp
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
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show exclude

exit
exit
signatures 5161 0
engine service-http
event-action produce-alert
exit
status
enabled true
retired false
exit
exit
exit
! -----------------------------service ssh-known-hosts
exit
! -----------------------------service trusted-certificates
exit
! -----------------------------service web-server
exit
! -----------------------------service anomaly-detection ad0
exit
! -----------------------------service external-product-interface
exit
! -----------------------------service health-monitor
exit
! -----------------------------service global-correlation
exit
! -----------------------------service aaa
exit
! -----------------------------service analysis-engine
virtual-sensor vs0
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs1
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs2
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
virtual-sensor vs3
signature-definition sig1
physical-interface GigabitEthernet0/0
exit
exit
sensor#

subinterface-number 1

subinterface-number 2

subinterface-number 3

subinterface-number 4
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show exclude

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。

show begin

特定の show コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインス
タンスからの出力を表示します。

show include

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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show health

show health
IPS のヘルスおよびセキュリティ ステータスを表示するには、EXEC モードで show health コマンド
を使用します。

show health

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.1(1)
7.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

グローバル相関とネットワーク参加が追加されました。

このコマンドを使用して、IPS によって追跡されたヘルス メトリックのヘルス ステータス、および設
定された各仮想センサーのセキュリティ ステータスを表示します。センサーがアップ状態になると、
IPS が完全に初期化されるまで、一部のヘルス メトリックのステータスが赤になるのは正常な動作で
す。また、初期化が完了するまでセキュリティ ステータスは表示されません。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、IPS ヘルスのステータスを示します。
sensor# show health
Overall Health Status
Health Status for Failed Applications
Health Status for Signature Updates
Health Status for License Key Expiration
Health Status for Running in Bypass Mode
Health Status for Interfaces Being Down
Health Status for the Inspection Load
Health Status for the Time Since Last Event Retrieval
Health Status for the Number of Missed Packets
Health Status for the Memory Usage
Health Status for Global Correlation
Health Status for Network Participation
Security Status for Virtual Sensor vs0
sensor#

Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Not Enabled
Green
Not Enabled
Green
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show history

show history
現行のメニューで入力したコマンドのリストを表示するには、すべてのモードで show history コマン
ドを使用します。

show history

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

すべてのモード

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

show history コマンドでは、現行メニューで入力したコマンドの記録が表示されます。履歴バッファ
に記録されるコマンド数は 50 です。

例

次の例は、show history コマンドで表示されるコマンドの記録を示します。
sensor# show history
show users
show events
sensor#
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show include

show include
show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみを表示するには、EXEC モー
ドで show include コマンドを使用します。
show [configuration | events | settings | tech-support] | include regular-expression

構文の説明

|
regular-expression

縦棒は、出力処理指定が続くことを意味します。

show コマンド出力に存在する任意の正規表現。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ（current-config のみ）、ビューア（current-config のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)
5.1(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

show コマンドの include 拡張が追加されました。
tech-support オプションが追加されました。

regular-expression 引数は、大文字と小文字が区別され、複雑な一致要件を指定することが可能です。
show settings コマンドの出力では、照合要求のヘッダー情報も表示され、照合コンテキストを判別で
きます。

例

次の例は、正規表現「ip」を含む行のみの出力を示します。
sensor# show configuration | include ip
host-ip 172.21.172.25/8,172.21.172.1
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

more begin

more コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインスタンス
からの出力を表示します。

more exclude

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。

more include

more コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行のみ
を表示します。
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show include

コマンド

説明

show begin

特定の show コマンドの出力を検索し、指定された文字列の最初のインス
タンスからの出力を表示します。

show exclude

show コマンドの出力をフィルタ処理して、特定の正規表現を含む行を排
除します。
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show inspection-load

show inspection-load
現在の時刻のタイムスタンプと最新の検査負荷割合を表示するには、show inspection-load コマンドを
使用します。history キーワードを使用して、検査負荷割合の履歴値の 3 つのヒストグラムを表示しま
す。

show inspection-load [history]

構文の説明

history

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.1(3)

show コマンドの inspection-load 拡張が追加されました。

（任意）検査負荷割合の履歴値のタイムスタンプと 3 つのヒストグラムを
表示します。

使用上のガイドライン

show inspection-load コマンドを実行すると、現在の時刻のタイムスタンプと最新の検査負荷割合が表
示されます。show inspection-load history コマンドを実行すると、検査負荷割合の履歴値のタイムス
タンプと 3 つのヒストグラムが表示されます。最初のヒストグラムは、直前の 6 分間の負荷を 10 秒間
隔で表示します。2 番目のヒストグラムは直前の 60 分間の分単位の最大負荷レベルと平均負荷を表示
します。3 番目のヒストグラムは、直前の 72 時間の時間単位の平均および最大負荷レベルを表示しま
す。

例

次の例は、タイムスタンプ、最後の検査負荷割合、および 3 つのヒストグラムを示します。
sensor# show inspection-load
sensor 08:18:13 PM Friday Jan 15 2011 UTC
Inspection Load Percentage = 1

sensor# show inspection-load history
sensor 08:18:13 PM Friday Jan 15 2011 UTC
Inspection Load Percentage = 65

100
90
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show inspection-load

80
70 * *
60 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** *
50 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** *
40 * *** ********************* * * * * ** * * * * * ***********
30 ********************************* ************ *************
20 ************************************************************
10 ************************************************************
0.........1.........2.........3.........4.........5.........6

Inspection Load Percentage (last 6 minutes at 10 second intervals)

100
90
80
70
60 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** *
50 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** *
40 * *** *********####******** * * * * ** * * * * * ***********
30 ####**###*###*######**##****#*#*# *********#*# #*##****#####
20 ############################################################
10 ############################################################
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

Inspection Load Percentage (last 60 minutes) *=maximum #=average

100
90
80
70
60 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** * * * *** *
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show inspection-load

50 * * *** * ****** ** * * * * * * ** ** * * * *** *
40 * *** ********************* * * * * ** * * * * * *********** * * ***
30 ******###**#**######**##****#*#*# *********#*# #*##****##**# #*#*###
20 #####################################################################
10 #####################################################################
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

Inspection Load Percentage (last 72 hours) *=maximum #=average
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show interfaces
すべてのシステム インターフェイスの統計情報を表示するには、EXEC モードで show interfaces コマ
ンドを使用します。このコマンドは、show interfaces management、show interfaces fastethernet、
および show interface gigabitethernet を表示します。

show interfaces [clear] [brief]
show interfaces {FastEthernet | GigabitEthernet | Management | PortChannel} [slot/port]

clear
brief

構文の説明

FastEthernet
GigabitEthernet
Management

（任意）診断をクリアします。
（任意）各インターフェイスのユーザビリティ ステータスの概要を表示し
ます。

FastEthernet インターフェイスの統計情報を表示します。
GigabitEthernet インターフェイスの統計情報を表示します。
Management インターフェイスの統計情報を表示します。
（注）

PortChannel
slot/port

このキーワードは、Management とマークされた外部ポートを持
つプラットフォームでのみサポートされます。その他のプラット
フォームの管理インターフェイスは、インターフェイスの種類
（通常、FastEthernet）に基づいて、show interfaces の出力で表示
されます。

PortChannel インターフェイスの統計情報を表示します。
スロット情報およびポート情報については、該当するハードウェア マニュ
アルを参照してください。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0(1)

show interfaces group、show interfaces sensing、および show
interfaces command-control コマンドが削除されました。show
interfaces FastEthernet、show interfaces GigabitEthernet、および
show interfaces Management コマンドが追加されました。
キーワード brief が追加されました。
Portchannel コマンドが追加されました。

6.0(1)
7.1(1)

使用上のガイドライン

このコマンドは、コマンド制御およびセンシング インターフェイスに関する統計情報を表示します。
clear オプションで統計情報をクリアしてリセットすることもできます。
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show interfaces

インターフェイスの種類を指定してこのコマンドを使用すると、その種類のすべてのインターフェイス
に関する統計情報が表示されます。スロット番号やポート番号を追加すると、その特定のインターフェ
イスに関する統計情報が表示されます。
エントリの横にある * は、そのインターフェイスがコマンドおよび制御インターフェイスであることを
示します。

（注）

例

IPS 4510 および IPS 4520 の show interface コマンドの出力には、サイズ不足パケット総数または送信
FIFO オーバーラン総数が含まれません。

次の例は、インターフェイス統計情報を示します。
sensor# show interfaces
Interface Statistics
Total Packets Received = 0
Total Bytes Received = 0
Missed Packet Percentage = 0
Current Bypass Mode = Auto_off
MAC statistics from interface GigabitEthernet0/0
Media Type = TX
Missed Packet Percentage = 0
Inline Mode = Unpaired
Pair Status = N/A
Link Status = Down
Link Speed = N/A
Link Duplex = N/A
Total Packets Received = 0
Total Bytes Received = 0
Total Multicast Packets Received = 0
Total Broadcast Packets Received = 0
Total Jumbo Packets Received = 0
Total Undersize Packets Received = 0
Total Receive Errors = 0
Total Receive FIFO Overruns = 0
Total Packets Transmitted = 0
Total Bytes Transmitted = 0
Total Multicast Packets Transmitted = 0
--MORE--

次の例は、インターフェイス統計情報の概要出力を示します。
sensor# show interfaces brief
CC
Interface
Sensing State
GigabitEthernet0/0
Enabled
*
GigabitEthernet0/1
Enabled
GigabitEthernet2/1
Disabled
sensor#

Link
Up
Up
Up

Inline Mode
Unpaired
Unpaired
Subdivided

Pair Status
N/A
N/A
N/A
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show interfaces-history
すべてのシステム インターフェイスの履歴統計情報を表示するには、EXEC モードで show
interfaces-history コマンドを使用します。各インターフェイスの履歴情報は、60 秒単位で 3 日間保持
されます。show interfaces-history {FastEthernet | GigabitEthernet | Management | PortChannel}
[traffic-by-hour | traffic-by-minute] コマンドを使用して、特定のインターフェイスの統計情報を表示
します。

show interfaces-history [traffic-by-hour | traffic-by-minute] past HH:MM
show interfaces-history {FastEthernet | GigabitEthernet | Management | PortChannel}
[traffic-by-hour | traffic-by-minute] past HH:MM

構文の説明

traffic-by-hour
traffic-by-minute
past
HH:MM

時間単位でインターフェイス トラフィック履歴を表示します。

FastEthernet
GigabitEthernet
Management

FastEthernet インターフェイスの統計情報を表示します。
GigabitEthernet インターフェイスの統計情報を表示します。
Management インターフェイスの統計情報を表示します。

分単位でインターフェイス トラフィック履歴を表示します。
履歴インターフェイス トラフィック情報を表示します。
過去に遡って、トラフィックの表示を開始する時間を指定します。HH に
指定できる範囲は 0 ～ 72 です。MM に指定できる範囲は 0 ～ 59 です。最
小値は 00:01 で、最大値は 72:00 です。

（注）

PortChannel

このキーワードは、Management とマークされた外部ポートを持
つプラットフォームでのみサポートされます。その他のプラット
フォームの管理インターフェイスは、インターフェイスの種類
（通常、FastEthernet）に基づいて、show interfaces の出力で表示
されます。

PortChannel インターフェイスの統計情報を表示します。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

各レコードの形式は次のとおりです。

• Total packets received
• Total bytes received
• FIFO overruns
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• Receive errors
• Received Mbps
• Missed packet percentage
• Average load
• Peak load

（注）

履歴インターフェイス機能をサポートするために、ヘルス モニタリングをイネーブルにしておく必要
があります。

（注）

過去 72 時間の各インターフェイスの履歴データは、show tech-support コマンドにも含まれています。

（注）

IPS 4510 および IPS 4520 の show interface コマンドの出力には、サイズ不足パケット総数または送信
FIFO オーバーラン総数が含まれません。

例

次の例は、履歴インターフェイス統計情報を示します。
sensor# show interfaces-history traffic-by-hour past 02:15
GigabitEthernet0/0
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
11:30:31 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
10:27:32 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
GigabitEthernet0/1
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
11:30:31 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
10:27:32 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
GigabitEthernet0/2
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
11:30:31 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
10:27:32 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
GigabitEthernet0/3
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
11:30:31 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
10:27:32 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
Management0/0
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
11:30:31 UTC Tue Mar 05 2013
31071600
3240924703
0
0
0
0
10:27:32 UTC Tue Mar 05 2013
30859941
3216904786
0
0
0
0

Mbps

MPP

0

0

0

0

Mbps

MPP

0

0

0

0

Mbps

MPP

0

0

0

0

Mbps

MPP

0

0

0

0

Mbps

MPP

0

0

0

0
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Mbps

MPP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

show interfaces-history

--MORE-sensor# show interfaces-history traffic-by-minute past 00:45
GigabitEthernet0/0
Time
Packets Received
Bytes Received
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
12:27:49 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:26:45 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:25:48 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:24:42 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:23:37 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:22:30 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:21:31 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:20:29 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:19:25 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:18:18 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:17:12 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:16:07 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:15:00 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:13:54 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:12:49 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:11:43 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:10:36 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:09:30 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:08:24 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:07:25 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:06:23 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
12:05:25 UTC Tue Mar 05 2013
0
0
0
0
0
0
Multicast Packets Transmitted = 0
sensor#

次の例は、特定のインターフェイスの履歴インターフェイス統計情報を示します。
sensor# show interfaces-history GigabitEthernet0/0 traffic-by-minute past 00:05
GigabitEthernet0/0
Time
Packets Received
Bytes Received
Mbps
MPP
FIFO Overruns
Receive Errors
Avg Load
Peak Load
13:34:38 UTC Thu Mar 07 2013
0
0
0
00
0
0
0
13:33:35 UTC Thu Mar 07 2013
0
0
0
00
0
0
0
13:32:32 UTC Thu Mar 07 2013
0
0
0
00
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show interfaces-history

0
0
0
13:31:27 UTC Thu Mar 07 2013
0
0
0
13:30:25 UTC Thu Mar 07 2013
0
0
0
sensor#

0

0

0

00

0

0

0

00
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show inventory

show inventory
PEP 情報を表示するには、EXEC モードで show inventory コマンドを使用します。このコマンドは、
センサーの PID、VID および SN で構成された UDI 情報を表示します。FRUable 部分（たとえば、
SFP/SFP+ モジュール、Regex アクセラレータ カード、および電源）も表示されます。
show inventory

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

5.0(1)
7.1(5)

このコマンドが導入されました。

7.2(1)

このコマンドは、IPS 4300 シリーズ センサーの電源を表示するように変
更されました。

このコマンドは、SFP/SFP+ モジュールおよび Regex アクセラレータ カー
ドを表示するように変更されました。

使用上のガイドライン

これは、Cisco PEP ポリシーで必要となる show inventory Cisco IOS コマンドと同じです。show
inventory の出力は、ハードウェアによって異なります。

例

次の例は、show inventory コマンドの出力例を示します。
sensor# show inventory
Name: "Chassis", DESCR: "IPS 4360 with SW, 8 GE data + 1 GE mgmt"
PID: IPS-4360
, VID: V00, SN: FCH1504V04T
Name: "RegexAccelerator/0", DESCR: "LCPX8640 (humphrey)"
PID: PREAKNESS 2G
, VID: 335, SN: LXXXXXYYYY
sensor#
sensor# show inventory
NAME: "Chassis", DESCR: "Chasis-4240"
PID: 4240-515E , VID: V04, SN: 639156
NAME: "slot 0", DESCR: "4 port I/O card"
PID: 4240-4IOE , VID: V04, SN: 4356785466
sensor#
sensor# show inventory
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show inventory

Name: "Module", DESCR: "IPS 4510- 6 Gig E, 4 10 Gig E SFP+"
PID: IPS-4510-INC-K9
, VID: V01, SN: JAF1546CECE
Name: "Chassis", DESCR: "ASA 5585-X"
PID: ASA5585
, VID: V02, SN: JMX1552705F
Name: "power supply 0", DESCR: "ASA 5585-X AC Power Supply"
PID: ASA5585-PWR-AC
, VID: V03, SN: POG1540001Z
Name: "power supply 1", DESCR: "ASA 5585-X AC Power Supply"
PID: ASA5585-PWR-AC
, VID: V03, SN: POG1540000B
Name: "RegexAccelerator/0", DESCR: "LCPX5110 (LCPX5110)"
PID: LCPX5110
, VID: 335, SN: SL14200223
Name: "TenGigabitEthernet0/0", DESCR: "10G Based-SR"
PID: SFP-10G-SR
, VID: V03, SN: AGD152740KZ
Name: "TenGigabitEthernet0/1", DESCR: "10G Based-SR"
PID: SFP-10G-SR
, VID: V03, SN: AGD15264272
Name: "TenGigabitEthernet0/2", DESCR: "1000Based-SX"
PID: FTLF8519P2BCL-CS , VID: 000, SN: FNS110210C1
sensor# show inventory
Name: "Chassis", DESCR: "IPS 4360 with SW, 8 GE Data + 1 GE Mgmt"
PID: IPS-4360
, VID: V01 , SN: FGL162740J6
Name: "RegexAccelerator/0", DESCR: "LCPX8640 (humphrey)"
PID: FCH162077NK
, VID: 33554537, SN: LXXXXXYYYY
Name: "power supply 1", DESCR: "IPS4360 AC Power Supply "
PID: IPS-4360-PWR-AC
, VID: 0700A, SN: 25Y1Y8
Name: "power supply 2", DESCR: "IPS4360 AC Power Supply "
PID: IPS-4360-PWR-AC
, VID: 0700A, SN: 25Y1Y9
sensor# show inventory
Name: "power supply 1", DESCR: "IPS-4345-K9 AC Power Supply "
PID: IPS-4345-PWR-AC
, VID: A1, SN: 000783
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show os-identification

show os-identification
センサーが受動分析によって学習した IP アドレスと関連付けられた OS ID を表示するには、EXEC
モードで how os-identification コマンドを使用します。

show os-identification [name] learned [ip-address]

name

構文の説明

learned
ip-address

（任意）センサーで設定する仮想センサーの名前。表示操作は、特定され
た仮想センサーに関連付けられた学習済みアドレスに制限されます。
学習された IP アドレスを指定します。
（任意）クエリ対象の IP アドレス。センサーは、指定された IP アドレスに
マッピングされた OS ID をレポートします。

デフォルト

このコマンドにデフォルトまたは値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

6.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

IP アドレスと仮想センサーはオプションです。IP アドレスを指定すると、指定した IP アドレスの OS
ID だけが表示されます。IP アドレスを指定しないと、ラーニングした OS ID がすべて表示されます。
仮想センサーを指定すると、指定した仮想センサーの OS ID だけが表示されます。仮想センサーを指
定しないと、すべての仮想センサーの学習した OS ID が表示されます。仮想センサーを指定せずに IP
アドレスを指定した場合、要求された IP アドレスが含まれるすべての仮想センサーが出力に表示され
ます。

例

次の例は、特定の IP アドレスの OS ID を表示します。
sensor# show os-identification learned 10.1.1.12
Virtual Sensor vs0:
10.1.1.12 windows

次の例は、すべての仮想センサーの OS ID を表示します。
sensor# show os-identification learned
Virtual Sensor vs0:
10.1.1.12 windows
Virtual Sensor vs1:
10.1.0.1
unix
10.1.0.2
windows
10.1.0.3
windows
sensor#
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show os-identification

関連コマンド

コマンド

説明

show statistics
os-identification
clear os-identification

OS ID に関する統計情報を表示します。
センサーが受動分析によって学習した IP アドレスとの OS ID アソシエー
ションを削除します。
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show privilege

show privilege
現在の特権レベルを表示するには、EXEC モードで show privilege コマンドを使用します。

show privilege

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、現行の特権レベルを表示します。特権レベルは、管理者だけが変更できま
す。詳細については、username コマンドを参照してください。

例

次の例は、ユーザの特権を示します。
sensor# show privilege
Current privilege level is viewer
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

username

ローカル センサーのユーザを作成します。
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show settings

show settings
現行のサブモードに含まれるコンフィギュレーションの内容を表示するには、service コマンド モード
で show settings コマンドを使用します。

show settings [terse]

構文の説明

terse

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

すべて service コマンド モード。

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア（最上位コマンド ツリーの表示のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)

このコマンドが導入されました。

出力を簡潔に表示します。

terse キーワードが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

例

次の例は、ARC コンフィギュレーション モードでの show settings コマンドの出力を示します。

（注）

Network Access Controller は Attack Response Controller（ARC）と呼ばれるようになりました。サー
ビスの名前は新しくなりましたが、Cisco IPS 6.2 以降の CLI には変更が反映されていません。CLI を
使用すると、引き続き network-access および nac が表示されます。
sensor# configure terminal
sensor(config)# service network-access
sensor(config-net)# show settings
general
----------------------------------------------log-all-block-events-and-errors: true <defaulted>
enable-nvram-write: false <defaulted>
enable-acl-logging: false <defaulted>
allow-sensor-block: true default: false
block-enable: true <defaulted>
block-max-entries: 250 <defaulted>
max-interfaces: 250 <defaulted>
master-blocking-sensors (min: 0, max: 100, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------never-block-hosts (min: 0, max: 250, current: 0)
---------------------------------------------------------------------------------------------
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show settings

never-block-networks (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------block-hosts (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------block-networks (min: 0, max: 250, current: 0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------user-profiles (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------cat6k-devices (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------router-devices (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------firewall-devices (min: 0, max: 250, current: 0)
--------------------------------------------------------------------------------------------sensor(config-net)#

次の例は、シグニチャ定義サブモードでの show settings terse の出力を示します。
sensor# configure terminal
sensor(config)# service signature-definition sig0
sensor(config-sig)#
show settings terse
variables (min: 0, max: 256, current: 2)
----------------------------------------------<protected entry>
variable-name: WEBPORTS
variable-name: user2
----------------------------------------------application-policy
----------------------------------------------http-policy
----------------------------------------------http-enable: false <defaulted>
max-outstanding-http-requests-per-connection: 10 <defaulted>
aic-web-ports: 80-80,3128-3128,8000-8000,8010-8010,8080-8080,8888-8888,
24326-24326 <defaulted>
----------------------------------------------ftp-enable: true default: false
----------------------------------------------fragment-reassembly
----------------------------------------------ip-reassemble-mode: nt <defaulted>
----------------------------------------------stream-reassembly
----------------------------------------------tcp-3-way-handshake-required: true <defaulted>
tcp-reassembly-mode: strict <defaulted>
--MORE--
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show settings

次の例は、フィルタ処理された show settings の出力を示します。このコマンドは、HTTP が含まれる
行のみを出力します。
sensor# configure terminal
sensor(config)# service signature-definition sig0
sensor(config-sig)# show settings | include HTTP
Searching:
sig-string-info: Bagle.Q HTTP propagation (jpeg) <defaulted>
sig-string-info: Bagle.Q HTTP propagation (php) <defaulted>
sig-string-info: GET ftp://@@@:@@@/pub HTTP/1.0 <defaulted>
sig-name: IMail HTTP Get Buffer Overflow <defaulted>
sig-string-info: GET shellcode HTTP/1.0 <defaulted>
sig-string-info: ..%c0%af..*HTTP <defaulted>
sig-string-info: ..%c1%9c..*HTTP <defaulted>
sig-name: IOS HTTP Unauth Command Execution <defaulted>
sig-name: Null Byte In HTTP Request <defaulted>
sig-name: HTTP tunneling <defaulted>
sig-name: HTTP tunneling <defaulted>
sig-name: HTTP tunneling <defaulted>
sig-name: HTTP tunneling <defaulted>
sig-name: HTTP CONNECT Tunnel <defaulted>
sig-string-info: CONNECT.*HTTP/ <defaulted>
sig-name: HTTP 1.1 Chunked Encoding Transfer <defaulted>
sig-string-info: INDEX / HTTP <defaulted>
sig-name: Long HTTP Request <defaulted>
sig-string-info: GET \x3c400+ chars>? HTTP/1.0 <defaulted>
sig-name: Long HTTP Request <defaulted>
sig-string-info: GET ......?\x3c400+ chars> HTTP/1.0 <defaulted>
sig-string-info: /mod_ssl:error:HTTP-request <defaulted>
sig-name: Dot Dot Slash in HTTP Arguments <defaulted>
sig-name: HTTPBench Information Disclosure <defaulted>
--MORE--
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show ssh authorized-keys
現行ユーザの公開 RSA キーを表示するには、EXEC モードで show ssh authorized-keys コマンドを使
用します。

show ssh authorized-keys [id]

構文の説明

id

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

認証キーを一意に特定する 1 ～ 256 文字の文字列。数字、「_」、および
「-」は有効ですが、スペースと「?」は使用できません。

オプションの ID を指定せずにこのコマンドを実行すると、システムで設定済みの ID のリストが表示
されます。特定の ID を指定してコマンドを実行すると、その ID に関連付けられたキーが表示されま
す。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、SSH 認証キーのリストを表示します。
sensor# show ssh authorized-keys
system1
system2
system3
system4

次の例は、system1 の SSH キーを表示します。
sensor# show ssh authorized-keys system1
1023 37
660222729556609833380897067163729433570828686860008172017802434921804214207813035920829509
101701358480525039993932112503147452768378620911189986653716089813147922086044739911341369
642870682319361928148521864094557416306138786468335115835910404940213136954353396163449793
49705016792583146548622146467421997057
sensor#
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show ssh authorized-keys

関連コマンド

コマンド

説明

ssh authorized-key

現行ユーザに公開キーを追加し、クライアントが RSA 認証を使用して
ローカル SSH サーバにログインできるようにします。
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show ssh server-key
SSH サーバのホスト キーとホストキーのフィンガープリントを表示するには、EXEC モードで show
ssh server-key を使用します。
show ssh server-key

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

SSHv2 が、このコマンドに追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

例

次の例は、show ssh server-key コマンドの出力を示します。
sensor# show ssh server-key
RSA1 Key: 2048 35 28475571458358427179564144812645251624144286738483645319755783
71108591957884830186419167068171841119953372611231664567580531300713299471020616
21266071498322349083422687195890532868364107871521332162937365418348566385716395
77782345802844389767566973918553643456413731284657407109662096335108005478999063
74981307696593485564543294225942455096655327026973116355896561828782642545582705
22428196801338183854808005938329720150491359755817287379363432762952303861462787
80876532378243175906480003325166320494885252354341504797792430668216744564637063
205422759784035755861415797549261068816265104496491170668364680270806335959
RSA1 Bubble Babble: xufav-tolyf-lelet-tutec-getup-gizes-napym-bivab-vidux
RSA Key: AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA3EZLPNXkLqTjSnAeVas2bz4yF7SnmO8uks0qAdlscuH
Sqf+gWgsXtvzMoZyaI4GAqpc5afRhs8j3Zap++1rYmPbi2jiRgUHuk79w5/sLUs8LSKg9ah6TQXcRZrR
zjdLK9Tp799dxjyvPSnMYZc+bQZh0S91aZj+7/hpNjims/A6VsGYts/e16nYtd8K2/Uwj0rfpHXCMLYr
/eABLIP/7GhGM7TnBh3WKNdWbn6CZ/yepme+b3W3XGsbM3Pjr5TlgPJ58nfzJdzXHbM9E/y6vmlYbVCB
l7elYwdoI7o6fdi6SiLHCqiLW4yA7XD0XJCsfdtEZZkd0K7SoKXnDkDk6zw==
RSA Bubble Babble: xilan-dubet-zosil-sokem-sageh-purof-lodub-sykok-dupob-nymus-m
uxix
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

ssh generate-key

センサーの SSH サーバが使用するサーバ ホスト キーを変更します。
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show ssh host-keys
センサーが接続に使用できるリモート SSH サーバの公開キーを含む既知のホスト テーブルを表示する
には、EXEC モードで show ssh host-keys を使用します。

show ssh host-keys [ipaddress]

構文の説明

ipaddress

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.1(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

ピリオドで区切られた 4 オクテットの 32 ビット アドレス。X.X.X.X、こ
こで X は 0 ～ 255。

コマンドへの Bubble Babble および MD5 の出力が追加されました。

MD5 の出力は、このコマンドから削除されました。

オプションの IP アドレス ID を指定せずにこのコマンドを実行すると、公開キーで設定済みの IP アド
レスのリストが表示されます。特定の IP アドレスを指定してコマンドを実行すると、その IP アドレス
に関連付けられたキーが表示されます。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、show ssh host-keys コマンドの出力を示します。
sensor# show ssh host-keys 10.1.2.3
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAs8qugbu5Nw2cgKtRhhdQH+/tsK3WW34nulIpXvwV19O4N8Cv1dy9
kjgyS5o55FmlMth+PJm/EnFQnxQbFoyQLgVWup7cGbAogu/Qf0p9CPun3X9fLK6crnAxNP+mnZS4Pr1q
A+exnq2Xeepv1Xg24+QRRA+OSPFuqDeUi/WXq00RQoI24WuX/fAoS+0qRcwCBlRGNhAitLVoJWfKneud
/UaBytU7Rs9w0p/jqSxDPJOScmQ5tvehy26Ij80lL2qHAWG4sKXuJy41tAI/RLZqzsrVHLZnP4qBOLf5
rfOfkVIkZ0IelaETbZAdHvXveUla+wTmOLnZ9+trattGA5HnWQ==
RSA Bubble Babble: xoteh-tozyl-nuzyr-docic-kifuf-bubem-homoh-bimil-nidyf-cyrog-b
ixex
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

ssh host-key

既知ホストのテーブルにエントリを追加します。
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show statistics
要求した統計情報を表示するには、EXEC モードで show statistics コマンドを使用します。

show statistics {analysis-engine | anomaly-detection | authentication | denied-attackers |
event-server | event-store | external-product-interface | global-correlation | host | logger |
network-access | notification | os-identification | sdee-server | transaction-server |
virtual-sensor | web-server} [clear]
show statistics anomaly-detection、denied-attackers、virtual-sensor、および os-identification コ
マンドは、センサーに含まれるすべての仮想センサーに関する統計情報を表示します。オプションの名
前を指定すると、その仮想センサーに関する統計情報が表示されます。
show statistics {anomaly-detection | denied-attackers | os-identification | virtual-sensor}
[name] [clear]

構文の説明

clear

統計情報が取得された後、統計情報をクリアします。
（注）

このオプションは、分析エンジン、異常検出、ホスト、OS
ID、またはネットワーク アクセス統計情報には使用できませ
ん。

analysis-engine
anomaly-detection
authentication
denied-attackers

分析エンジンの統計情報を表示します。

event-server
event-store
external-product-interface
global-correlation
host
logger
network-access

イベント サーバの統計情報を表示します。

異常検出の統計情報を表示します。
許可および認証の統計情報を表示します。
拒否する IP アドレスおよび各攻撃者からのパケット数のリストを表
示します。
イベント ストアの統計情報を表示します。
外部製品のインターフェイス統計情報を表示します。
グローバル相関の統計情報を表示します。
ホスト（メイン）統計情報を表示します。
ロガーの統計情報を表示します。

ARC の統計情報を表示します。
（注）

notification
os-identification
sdee-server
transaction-server
web-server
virtual-sensor
name

デフォルト

Network Access Controller は Attack Response Controller
（ARC）と呼ばれるようになりました。サービスの名前は新し
くなりましたが、Cisco IPS 6.2 以降の CLI には変更が反映さ
れていません。CLI を使用すると、引き続き network-access
および nac が表示されます。

通知の統計情報を表示します。

OS ID の統計情報を表示します。
SDEE サーバの統計情報を表示します。
トランザクションサーバの統計情報を表示します。

Web サーバの統計情報を表示します。
仮想センサーの統計情報を表示します。
仮想センサーの論理名。

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。
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show statistics

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
5.0(1)

このコマンドが導入されました。

analysis-engine、virtual-sensor、および denied-attackers が追加されま
した。

6.0(1)

anomaly-detection、external-product-interface、および
os-identification が追加されました。

7.0(1)

グローバル相関が追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

例

次の例は、認証に関する統計情報を表示します。
sensor# show statistics authentication
General
totalAuthenticationAttempts = 9
failedAuthenticationAttempts = 0
sensor#

次の例は、イベントストア統計情報を表示します。
sensor# show statistics event-store
Event store statistics
General information about the event store
The current number of open subscriptions = 1
The number of events lost by subscriptions and queries = 0
The number of queries issued = 1
The number of times the event store circular buffer has wrapped = 0
Number of events of each type currently stored
Debug events = 0
Status events = 129
Log transaction events = 0
Shun request events = 0
Error events, warning = 8
Error events, error = 13
Error events, fatal = 0
Alert events, informational = 0
Alert events, low = 0
Alert events, medium = 0
Alert events, high = 0
sensor#

次の例は、ロガー機能統計情報を表示します。
sensor# show statistics logger
The number of Log interprocessor FIFO overruns = 0
The number of syslog messages received = 27
The number of <evError> events written to the event store by severity
Fatal Severity = 0
Error Severity = 13
Warning Severity = 35
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show statistics

TOTAL = 48
The number of log messages written to the message log by severity
Fatal Severity = 0
Error Severity = 13
Warning Severity = 8
Timing Severity = 0
Debug Severity = 0
Unknown Severity = 26
TOTAL = 47
sensor#

次の例は、ARC 統計情報を表示します。
sensor# show statistics network-access
Current Configuration
LogAllBlockEventsAndSensors = true
EnableNvramWrite = false
EnableAclLogging = false
AllowSensorBlock = false
BlockMaxEntries = 250
MaxDeviceInterfaces = 250
State
BlockEnable = true
sensor#

IPS 4510 および IPS 4520 では、コマンド出力の末尾に、イーサネット コントローラで受信されたパ
ケットの合計数、高負荷の条件でイーサネット コントローラでドロップされたパケットの合計数、お
よびカスタマー トラフィック パケットおよび内部キープアライブ パケット カウントを含む送信された
パケットの合計数などのイーサネット コントローラの統計情報が表示されます。
sensor# show statistics analysis-engine
Analysis Engine Statistics
Number of seconds since service started = 431157
Processing Load Percentage
Thread
5 sec
1 min
5 min
0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
Average
1
1
1
The rate of TCP connections tracked per second = 0
The rate of packets per second = 0
The rate of bytes per second = 0
Receiver Statistics
Total number of packets processed since reset = 0
Total number of IP packets processed since reset = 0
Transmitter Statistics
Total number of packets transmitted = 133698
Total number of packets denied = 203
Total number of packets reset = 3
Fragment Reassembly Unit Statistics
Number of fragments currently in FRU = 0
Number of datagrams currently in FRU = 0
TCP Stream Reassembly Unit Statistics
TCP streams currently in the embryonic state = 0
TCP streams currently in the established state = 0
TCP streams currently in the closing state = 0
TCP streams currently in the system = 0
TCP Packets currently queued for reassembly = 0
The Signature Database Statistics.
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Total nodes active = 0
TCP nodes keyed on both IP addresses and both ports = 0
UDP nodes keyed on both IP addresses and both ports = 0
IP nodes keyed on both IP addresses = 0
Statistics for Signature Events
Number of SigEvents since reset = 0
Statistics for Actions executed on a SigEvent
Number of Alerts written to the IdsEventStore = 0
Inspection Stats
Inspector
active
call
create
delete
AtomicAdvanced
0
2312
4
4
Fixed
0
1659
1606
1606
MSRPC_TCP
0
20
4
4
MSRPC_UDP
0
1808
1575
1575
MultiString
0
145
10
10
ServiceDnsUdp
0
1841
3
3
ServiceGeneric
0
2016
14
14
ServiceHttp
0
2
2
2
ServiceNtp
0
3682
3176
3176
ServiceP2PTCP
0
21
9
9
ServiceRpcUDP
0
1841
3
3
ServiceRpcTCP
0
130
9
9
ServiceSMBAdvanced
0
139
3
3
ServiceSnmp
0
1841
3
3
ServiceTNS
0
18
14
14
String
0
225
16
16
SweepUDP
0
1808
1555
1555
SweepTCP
0
576
17
17
SweepOtherTcp
0
288
6
6
TrojanBO2K
0
261
11
11
TrojanUdp
0
1808
1555
1555

loadPct
33
1
0
0
2
0
1
51
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0

GlobalCorrelationStats
SwVersion = 7.1(4.70)E4
SigVersion = 645.0
DatabaseRecordCount = 0
DatabaseVersion = 0
RuleVersion = 0
ReputationFilterVersion = 0
AlertsWithHit = 0
AlertsWithMiss = 0
AlertsWithModifiedRiskRating = 0
AlertsWithGlobalCorrelationDenyAttacker = 0
AlertsWithGlobalCorrelationDenyPacket = 0
AlertsWithGlobalCorrelationOtherAction = 0
AlertsWithAuditRepDenies = 0
ReputationForcedAlerts = 0
EventStoreInsertTotal = 0
EventStoreInsertWithHit = 0
EventStoreInsertWithMiss = 0
EventStoreDenyFromGlobalCorrelation = 0
EventStoreDenyFromOverride = 0
EventStoreDenyFromOverlap = 0
EventStoreDenyFromOther = 0
ReputationFilterDataSize = 0
ReputationFilterPacketsInput = 0
ReputationFilterRuleMatch = 0
DenyFilterHitsNormal = 0
DenyFilterHitsGlobalCorrelation = 0
SimulatedReputationFilterPacketsInput = 0
SimulatedReputationFilterRuleMatch = 0
SimulatedDenyFilterInsert = 0
SimulatedDenyFilterPacketsInput = 0
SimulatedDenyFilterRuleMatch = 0
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TcpDeniesDueToGlobalCorrelation = 0
TcpDeniesDueToOverride = 0
TcpDeniesDueToOverlap = 0
TcpDeniesDueToOther = 0
SimulatedTcpDeniesDueToGlobalCorrelation = 0
SimulatedTcpDeniesDueToOverride = 0
SimulatedTcpDeniesDueToOverlap = 0
SimulatedTcpDeniesDueToOther = 0
LateStageDenyDueToGlobalCorrelation = 0
LateStageDenyDueToOverride = 0
LateStageDenyDueToOverlap = 0
LateStageDenyDueToOther = 0
SimulatedLateStageDenyDueToGlobalCorrelation = 0
SimulatedLateStageDenyDueToOverride = 0
SimulatedLateStageDenyDueToOverlap = 0
SimulatedLateStageDenyDueToOther = 0
AlertHistogram
RiskHistogramEarlyStage
RiskHistogramLateStage
ConfigAggressiveMode = 0
ConfigAuditMode = 0
RegexAccelerationStats
Status = Enabled
DriverVersion = 6.2.1
Devices = 1
Agents = 12
Flows = 7
Channels = 0
SubmittedJobs = 4968
CompletedJobs = 4968
SubmittedBytes = 72258005
CompletedBytes = 168
TCPFlowsWithoutLCB = 0
UDPFlowsWithoutLCB = 0
TCPMissedPacketsDueToUpdate = 0
UDPMissedPacketsDueToUpdate = 0
MemorySize = 1073741824
HostDirectMemSize = 0
MaliciousSiteDenyHitCounts
MaliciousSiteDenyHitCountsAUDIT
Ethernet Controller Statistics
Total Packets Received = 0
Total Received Packets Dropped = 0
Total Packets Transmitted = 13643"
sensor#
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show tech-support

show tech-support
現行システムの状況を表示するには、EXEC モード show tech-support コマンドを使用します。

show tech-support [page] [destination-url destination url]

構文の説明

page

（任意）出力は一度に 1 ページの情報が表示されます。Enter を押して、出
力の次の行を表示するか、スペースバーを使用して、次の情報ページを表
示します。page を使用しない場合、出力は改ページなしで表示されます。

destination-url

（任意）情報を HTML でフォーマット化し、このタグに続く宛先に送信す
ることを示すタグ。このオプションを選択した場合、出力は画面に表示さ
れません。

destination url

（任意）レポート ファイルの宛先。URL を指定すると、出力は HTML ファ
イルにフォーマット化されて、指定された宛先に送信されます。指定しな
い場合は画面に表示されます。

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表を参照してください。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
6.0(1)

このコマンドが導入されました。

password オプションを削除しました。パスワードは暗号化されて表示され
ます。

7.2(1)

使用上のガイドライン

過去 72 時間の各インターフェイスの履歴インターフェイス データを追加し
ました。varlog の内容の表示を追加しました。

Cisco IOS バージョン 12.0 では、このコマンドの宛先部分はサポートされません。
宛先 URL の正確なフォーマットはファイルにより異なります。ファイル名を選択できますが、.html
で終了する必要があります。次の有効なタイプがサポートされます。
プレフィックス

コピー元またはコピー先

ftp:

FTP ネットワーク サーバの宛先 URL。このプレフィックスの構文は、次のとお
りです。
ftp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
ftp:[//[username@]location]//absoluteDirectory]/filename

scp:

SCP ネットワーク サーバの宛先 URL。このプレフィックスの構文は、次のとお
りです。

scp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
scp:[//[username@] location]//absoluteDirectory]/filename
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show tech-support

レポートには、次のコマンドからの HTML リンク出力が含まれています。

• show interfaces
• show statistics network-access
• cidDump

varlog ファイル
/var/log/messages ファイルに最新のログがあります。varlog と呼ばれる新しいソフト リンクは
/var/log/messages ファイルをポイントする /usr/cids/idsRoot/log フォルダの下に作成されています。古
いログは varlog.1 および varlog.2 ファイルに保存されます。これらの varlog ファイルの最大サイズは
200 KB です。これらはサイズ制限を超えると、内容が切り替わります。varlog、varlog.1 および
varlog.2 の内容は、show tech-support コマンドの出力に表示されます。ログ メッセージ
（/usr/cids/idsRoot/varlog ファイル）は、センサーのリブートでのみ保持されます。古いログは、ソフ
トウェアのアップグレード中に失われます。

例

次の例は、技術サポートの出力を ~csidsuser/reports/sensor1Report.html ファイルに保存します。
パスは、csidsuser のホームアカウントを基準とします。
sensor# show tech-support destination-url
ftp://csidsuser@10.2.1.2/reports/sensor1Report.html
password:*******

次の例は、技術サポートの出力を /absolute/reports/sensor1Report.html ファイルに保存します。
sensor# show tech-support destination-url
ftp://csidsuser@10.2.1.2//absolute/reports/sensor1Report.html
password:*******
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show tls fingerprint
サーバの TLS 証明書のフィンガープリントを表示するには、EXEC モードで show tls fingerprint を使
用します。

show tls fingerprint

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

MD5 の出力は、このコマンドから削除されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

例

次の例は、show tls fingerprint コマンドの出力を示します。
sensor# show tls fingerprint
SHA1: 16:AC:EC:AC:9D:BC:84:F5:D8:E4:1A:05:C4:01:BB:65:7B:4F:FC:AA
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

tls generate-key

サーバの自己署名 X.509 証明書を再生成します。
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show tls trusted-hosts
センサーの信頼できるホストを表示するには、EXEC モードで、show tls trusted-hosts コマンドを使
用します。

show tls trusted-hosts [id]

構文の説明

id

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（注）

例

認証キーを一意に特定する 1 ～ 32 文字の文字列。数字、「_」、および「-」
は有効ですが、スペースと「?」は使用できません。

MD5 の出力は、このコマンドから削除されました。

オプションの ID を指定せずにこのコマンドを実行すると、システムで設定済みの ID のリストが表示
されます。特定の ID を指定してコマンドを実行すると、その ID に関連付けられた証明書のフィン
ガープリントが表示されます。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、show tls trusted-hosts コマンドの出力例を示します。
sensor# show tls trusted-hosts 172.21.172.1
SHA1: 16:AC:EC:AC:9D:BC:84:F5:D8:E4:1A:05:C4:01:BB:65:7B:4F:FC:AA
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

tls trusted-host

信頼できるホストをシステムに追加します。
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show users

show users
現在 CLI にログインしているユーザに関する情報を表示するには、EXEC モードで show users コマン
ドを使用します。

show users [all]

構文の説明

all

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア（自分のログインの表示のみ）

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.1(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

（任意）ログイン状況に関係なく、システムで構成されているすべての
ユーザ アカウントのリストを表示します。

ロックされたアカウントを表示するように更新されました。show users all
でのビューアの表示を制限しました。

CLI でこのコマンドを使用すると、ID、ユーザ名、および権限を表示できます。説明の横の「*」は現
行ユーザを示します。カッコ「( )」で囲まれたユーザ名は、アカウントがロックされていることを示し
ます。アカウントは、ユーザが連続して X 回、不正なパスワードを入力するとロックされます。ロッ
クされたユーザのパスワードを password コマンドでリセットすると、アカウントのロックが解除され
ます。
同時にログインできる CLI ユーザの最大数は、プラットフォームによって異なります。

（注）

例

このコマンドの出力は、Cisco IOS 12.0 コマンドの場合とは異なります。

次の例は、show users コマンドの出力を示します。
sensor# show users

*

CLI ID

User

Privilege

1234
9802
5824

notheruser
curuser
tester

viewer
operator
administrator
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次の例は、tester2 のユーザ アカウントがロックされていることを示します。
sensor# show users all

*

CLI ID

User

Privilege

1234
9802
5824

notheruser
curuser
tester
(tester2)
foobar

viewer
operator
administrator
viewer
operator

次の例は、ビューアに対する show users all の出力を示します。
sensor# show users all
CLI ID
User
*
9802
tester
5824
tester

関連コマンド

Privilege
viewer
viewer

コマンド

説明

clear line

他の CLI セッションを終了します。
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show version

show version
すべてのインストールされている OS パッケージ、シグニチャ パッケージ、およびシステムで実行し
ている IPS プロセスに関するバージョン情報を表示するには、EXEC モードで show version コマンド
を使用します。

show version

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.1(5)

このコマンドが導入されました。

4500 シリーズ センサーをサポートする出力に SwitchApp が追加されまし
た。

使用上のガイドライン

show version コマンドの出力は IPS 固有で、Cisco IOS コマンドの出力とは異なります。
シリアル番号の後ろに、次のいずれかのライセンス情報が表示されます。
No license present
Expired license:

<expiration-date>

Valid license, expires:

<expiration-date>

Valid demo license, expires:

<expiration-date>

<expiration-date> の形式は dd-mon-yyyy です（04-dec-2004 など）。
（注）

例

アップグレード履歴パッケージ名の前の * は、ダウングレードが実行された後の残りのバージョンを示
します。* のマークが付いたパッケージがない場合、ダウングレードはできません。

下の例は、show version コマンドの出力を示しています。
sensor# show version
Application Partition:
Cisco Intrusion Prevention System, Version 7.2(1)E4
Host:
Realm Keys

key1.0
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show version

Signature Definition:
Signature Update
S697.0
2013-02-15
OS Version:
2.6.29.1
Platform:
IPS4360
Serial Number:
FCH1504V0CF
No license present
Sensor up-time is 3 days.
Using 14470M out of 15943M bytes of available memory (90% usage)
system is using 32.4M out of 160.0M bytes of available disk space (20% usage)
application-data is using 87.1M out of 376.1M bytes of available disk space (24%
usage)
boot is using 61.2M out of 70.1M bytes of available disk space (92% usage)
application-log is using 494.0M out of 513.0M bytes of available disk space (96%
usage)

MainApp
Running
AnalysisEngine
Running
CollaborationApp
Running
CLI

V-2013_04_10_11_00_7_2_0_14

(Release)

2013-04-10T11:05:55-0500

V-2013_04_10_11_00_7_2_0_14

(Release)

2013-04-10T11:05:55-0500

V-2013_04_10_11_00_7_2_0_14

(Release)

2013-04-10T11:05:55-0500

V-2013_04_10_11_00_7_2_0_14

(Release)

2013-04-10T11:05:55-0500

Upgrade History:
IPS-K9-7.2-1-E4

11:17:07 UTC Thu Jan 10 2013

Recovery Partition Version 1.1 - 7.2(1)E4
Host Certificate Valid from: 17-Apr-2013 to 18-Apr-2015
sensor#

次の例は、4500 シリーズ センサーの show version コマンドの出力を示します。
ips_4510# show version
Application Partition:
Cisco Intrusion Prevention System, Version 7.1(4)E4
Host:
Realm Keys
key1.0
Signature Definition:
Signature Update
S642.0
2012-04-18
OS Version:
2.6.29.1
Platform:
IPS-4510-INC-K9
Serial Number:
JAF1523ATTF
No license present
Sensor up-time is 4 min.
Using 22593M out of 24019M bytes of available memory (94% usage)
system is using 26.2M out of 160.0M bytes of available disk space (16% usage)
application-data is using 74.7M out of 207.8M bytes of available disk space (38% usage)
boot is using 59.5M out of 70.5M bytes of available disk space (89% usage)
application-log is using 494.0M out of 513.0M bytes of available disk space (96% usage)

MainApp
Running
AnalysisEngine
Running

U-2012_MAY_22_06_10_7_1_4

(Release)

2012-05-22T06:15:18-0500

U-2012_MAY_22_06_10_7_1_4

(Release)

2012-05-22T06:15:18-0500
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show version

CollaborationApp
Running
SwitchApp
Running
CLI

U-2012_MAY_22_06_10_7_1_4

(Release)

2012-05-22T06:15:18-0500

U-2012_MAY_22_06_10_7_1_4

(Release)

2012-05-22T06:15:18-0500

U-2012_MAY_22_06_10_7_1_4

(Release)

2012-05-22T06:15:18-0500

Upgrade History:
IPS-K9-7.1-4-E4

00:09:07 UTC Wed May 23 2012

Recovery Partition Version 1.1 - 7.1(4)E4
Host Certificate Valid from: 24-Jun-2012 to 25-Jun-2014
ips_4510#
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ssh authorized-key
現行ユーザに公開キーを追加し、クライアントが RSA1 または RSA2 認証を使用してローカル SSH
サーバにログインできるようにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで ssh
authorized-key のコマンドを使用します。このコマンドを no 形式で使用すると、システムから許可さ
れたキーを削除できます。

ssh authorized-key id rsa1-pubkey id key-modulus-length public-exponent public-modulus
ssh authorized-key id rsa-pubkey pub-key
no ssh authorized-key id

id

構文の説明

rsa-pubkey
rsa1-pubkey
pub-key
key-modulus-length
public-exponent
public-modulus

認証キーを一意に特定する 1 ～ 256 文字の文字列。数字、「_」、および
「-」は有効ですが、スペースと「?」は使用できません。

RSA2（SSHv2）キーの詳細を指定します。
RSA1（SSHv1）キーの詳細を指定します。
Base64 で符号化された公開キーを指定します。
ASCII 10 進整数の範囲 [511、2048]。
ASCII 10 進整数の範囲 [3、2^32]。
ASCII 10 進整数（2^（キーモジュラス長 -1））< x <（2^（キーモジュラス
長））の x 値。

デフォルト

デフォルト値は、RSA2（SSHv2）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

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

SSHv2 がこのコマンドに追加されました。

このコマンドにより、現行ユーザの既知のホスト テーブルにエントリが追加されます。キーを変更す
るには、エントリを削除し、再作成する必要があります。
このコマンドは、IPS 固有です。

（注）

例

このコマンドは、Cisco IOS 12.0 以前にはありません。

次の例は、既知のホスト テーブルにエントリを追加する方法を示します。

SSHv1 の場合
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sensor# configure terminal
sensor(config)# ssh authorized-key mhs rsa1-pubkey 512 34 8777777777777
sensor(config)#

SSHv2 の場合
sensor# configure terminal
sensor(config)# ssh authorized-key phs rsa-pubkey AAAAAAAAAAslkfjslkfjsjfs

関連コマンド

コマンド

説明

ssh authorized-keys

現行ユーザの公開 RSA キーを表示します。
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ssh generate-key

ssh generate-key
センサーで SSH サーバが使用するサーバ ホスト キーを変更するには、EXEC モードで ssh
generate-key のコマンドを使用します。

ssh generate-key

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

（注）

例

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

SSHv2 が追加され、MD5 出力がこのコマンドから削除されました。

表示されるキーのフィンガープリントは、このセンサーと今後接続されるリモート SSH クライアント
が SSHv1 または SSHv2 を使用している場合、リモート SSH クライアントで表示されるフィンガープ
リントと一致します。

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次の例は、新しい SSH サーバ ホスト キーを生成する方法を示します。
sensor# ssh generate-key
RSA1 Bubble Babble: xucor-gidyg-comym-zipib-pilyk-vucal-pekyd-hipuc-tuven-gigyr-fixyx
RSA Bubble Babble: xucot-sapaf-sufiz-duriv-rigud-kezol-tupif-buvih-zokap-sohoz-kixox
sensor#

関連コマンド

コマンド

説明

show ssh server-key

SSH サーバのホスト キーとホストキーのフィンガープリントを表示しま
す。
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ssh host-key
既知のホスト テーブルにエントリを追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで ssh
host-key コマンドを使用します。SSHv1 または SSHv2 を使用できます。SSHv1 でモジュラス、指数、
および長さを指定しない場合、要求された IP アドレスの Bubble Babble がシステムに表示されて、
テーブルにキーを追加できます。このコマンドを no 形式で使用すると、既知のホスト テーブルからエ
ントリを削除できます。

ssh host-key ipaddress rsa1-key [key-modulus-length public-exponent public-modulus]
ssh host-key ipaddress rsa-key key
no ssh host-key ipaddress

構文の説明

ipaddress

ピリオドで区切られた 4 オクテットの 32 ビット アドレス。X.X.X.X、こ
こで X は 0 ～ 255。

rsa-key
rsa1-key
key
key-modulus-length
public-exponent
public-modulus

RSA（SSHv2）キーの詳細を指定します。
RSA1（SSHv1）キーの詳細を指定します。
Base64 で符号化された公開キーを指定します。
ASCII 10 進整数の範囲 [511、2048]。
ASCII 10 進整数の範囲 [3、2^32]。
ASCII 10 進整数（2^（キーモジュラス長 -1））< x <（2^（キーモジュラス
長））の x 値。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
7.2(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

コマンドの SSHv2 バージョンが導入されました。

ssh host-key コマンドは、既知のホスト テーブルにエントリを追加します。IP アドレスのキーを修正
するには、エントリを削除し、再作成する必要があります。
モジュラス、指数、および長さを指定しない場合、指定された IP アドレスの SSH サーバに接続して、
要求されたキーをネットワーク経由で取得します。指定したホストは、コマンドを発行するときにアク
セス可能な状態でなければなりません。

（注）

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。
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例

次の例は、10.1.2.3 の既知のホスト テーブルにエントリを追加する方法を示します。
sensor(config)# ssh host-key 10.1.2.3
RSA Key:
RSA Bubble Babble is xoteh-tozyl-nuzyr-docic-kifuf-bubem-homoh-bimil-nidyf-cyrog-bixex
RSA public key modulus length: 2048
Would you like to add this to the known hosts table for this host?[yes]: yes
sensor(config)#

次の例は、10.1.2.3 の既知のホスト テーブルにエントリを追加する方法を示します。
sensor(config)# ssh host-key 10.1.2.3
Bubble Babble is xebiz-vykyk-fekuh-rukuh-cabaz-paret-gosym-serum-korus-fypop-huxyx
Would you like to add this to the known hosts table for this host? [yes]
sensor(config)#

関連コマンド

コマンド

説明

show ssh host-key

センサーが接続できるリモート SSH サーバの公開キーを含む既知のホス
ト テーブルを表示します。
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terminal

terminal
ログイン セッションのターミナル プロパティを変更するには、EXEC モードで terminal コマンドを使
用します。

terminal [length screen-length]

構文の説明

screen-length

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表を参照してください。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

画面上の行の数を設定します。マルチ画面出力時に一時停止する行数を指
定するには、この値を使用します。値ゼロの場合は、出力が画面長を超え
ても一時停止しません。デフォルトは 24 行です。この値は、ログイン セッ
ション間で保存されません。

terminal length コマンドを使用すると、--more-- プロンプトが表示される前に、表示される行数を設
定できます。

例

次の例は、マルチ画面表示の画面間で一時停止しないように CLI を設定します。
sensor# terminal length 0
sensor#

次の例は、マルチ画面表示の各画面について 10 行表示するように CLI を設定します。
sensor# terminal length 10
sensor#
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tls generate-key
サーバの自己署名 X.509 証明書を再生成するには、EXEC モードで tls generate-key を使用します。
ホストで自己署名証明書を使用しない場合は、エラーが返されます。

tls generate-key

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

EXEC

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

例

次の例は、サーバの自己署名証明書を生成する方法を示します。
sensor(config)# tls generate-key
SHA1: 16:AC:EC:AC:9D:BC:84:F5:D8:E4:1A:05:C4:01:BB:65:7B:4F:FC:AA
sensor(config)#

関連コマンド

コマンド

説明

show tls fingerprint

サーバの TLS 証明書のフィンガープリントを表示します。
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tls trusted-host
信頼できるホストをシステムに追加するには、グローバル コンフィギュレーション モードで tls
trusted-host コマンドを使用します。信頼できるホストの証明書を削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

tls trusted-host ip-address ip-address [port port]
no tls trusted-host ip-address ip-address [port port]
no tls trusted-host id id

ip-address
port

構文の説明

追加または削除するホストの IP アドレス。
（任意）接続するホストのポート番号。デフォルトはポート 443 です。

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表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

サポートされるユーザ ロール

管理者、オペレータ

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)
4.0(2)

このコマンドが導入されました。

7.2(1)

使用上のガイドライン

オプションのポートが追加されました。ID に基づいた削除をサポートする
ために、no コマンドが追加されました。

MD5 の出力は、このコマンドから削除されました。

このコマンドを使用すると、要求されたホスト / ポートの現行のフィンガープリントを取得して、その
結果を表示できます。追加が要求されているホストから直接取得した情報に基づいて、フィンガープリ
ントを受け入れるか拒否するかを選択できます。
各証明書は、識別子フィールドと一緒に保管されます。IP アドレスおよびデフォルト ポートの ID
フィールドは ipaddress で、IP アドレスおよび指定ポートの ID フィールドは ipaddress:port です。

（注）

例

このコマンドは、IPS 固有です。バージョン 12.0 以前に、関連する IOS コマンドはありません。

次のコマンドは、IP アドレス 172.21.172.1、ポート 443 の信頼できるホストのテーブルにエントリを
追加します。
sensor(config)# tls trusted-host ip-address 172.21.172.1
Certificate SHA1 fingerprint is
36:42:C9:1B:9F:A4:A8:91:7F:DF:F0:32:04:26:E4:3A:7A:70:B9:95
Would you like to add this to the trusted certificate table for this host? [yes]
Certificate ID: 172.21.172.1 successfully added to the TLS trusted host table.
sensor(config)#
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（注）

コマンドが正常に終了すると、要求された証明書に関して保存された証明書 ID が表示されま
す。

次のコマンドは、IP アドレス 172.21.172.1、ポート 443 の信頼できるホスト エントリを削除します。
sensor(config)# no tls trusted-host ip-address 172.21.172.1
sensor(config)#

または IP アドレス 172.21.172.1、ポート 443 の信頼できるホスト エントリを削除するために、次のコ
マンドを使用できます。
sensor(config)# no tls trusted-host id 172.21.172.1
sensor(config)#

次のコマンドは、IP アドレス 10.1.1.1、ポート 8000 の信頼できるホスト テーブルを削除します。
sensor(config)# tls trusted-host ip-address 10.1.1.1 port 8000
Certificate SHA1 fingerprint is
36:42:C9:1B:9F:A4:A8:91:7F:DF:F0:32:04:26:E4:3A:7A:70:B9:95
Would you like to add this to the trusted certificate table for this host? [yes]
Certificate ID: 10.1.1.1:8000 successfully added to the TLS trusted host table.
sensor(config)#

（注）

コマンドが成功した場合、要求した証明書用に保管される証明書 ID が表示されます。
次のコマンドは、IP アドレス 10.1.1.1、ポート 8000 の信頼できるホスト エントリを削除します。
sensor(config)# no tls trusted-host ip-address 10.1.1.1 port 8000
sensor(config)#

または IP アドレス 10.1.1.1、ポート 8000 の信頼できるホスト エントリを削除するために、次のコマ
ンドを使用できます。
sensor(config)# no tls trusted-host id 10.1.1.1:8000
sensor(config)#

関連コマンド

コマンド

説明

show tls trusted-hosts

センサーの信頼できるホストを表示します。
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trace

trace
IP パケットが宛先に送信されるルートを表示するには、EXEC モードで trace コマンドを使用します。
trace address [count]

構文の説明

address
count

ルートをトレースするシステムのアドレス。
（任意）使用するホップ数。デフォルト値は 4 です。有効値の範囲は 1 ～
256 です。

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表を参照してください。

コマンド モード

EXEC

コマンドの種類

管理者、オペレータ、ビューア

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

trace コマンドには、コマンド割り込みはありません。コマンドは完了するまで実行する必要がありま
す。

例

次の例は、trace コマンドの出力を示します。
sensor# trace 10.1.1.1
traceroute to 172.21.172.24 (172.21.172.24), 30 hops max, 40 byte packets 1 171.69.162.2
(171.69.162.2) 1.25 ms 1.37 ms 1.58 ms 2 172.21.172.24 (172.21.172.24) 0.77 ms 0.66 ms
0.68 ms
sensor#
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upgrade

upgrade
サービス パック、シグニチャ アップデート、またはイメージ アップグレードを適用するには、グロー
バル コンフィギュレーション モードで upgrade コマンドを使用します。

upgrade source-url

構文の説明

source-url

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

取得するアップグレードの場所。

コマンドラインから、すべての必要なソースおよび宛先 URL 情報とユーザ名を入力できます。
upgrade コマンドの後にプレフィックス（ftp: または scp:）だけを入力した場合は、適用されるパス
ワードを含む、不足している情報についてのプロンプトが表示されます。
ディレクトリは、必要なファイルへの絶対パスで指定する必要があります。アップグレードを繰り返す
場合は、ファイル名を指定しないでください。指定した曜日の指定した時間に、繰り返しアップグレー
ドを行うようにセンサーを設定できます。または、最初のアップグレードから指定した時間が経過した
後で繰り返しアップグレードを行うように設定できます。
ソース URL の正確なフォーマットはファイルにより異なります。次の有効なタイプがサポートされま
す。
プレフィックス

コピー元またはコピー先

ftp:

FTP ネットワーク サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は、次のと
おりです。

ftp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
ftp:[//[username@]location]//absoluteDirectory]/filename
scp:

SCP ネットワーク サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は、次のと
おりです。

scp:[//[username@] location]/relativeDirectory]/filename
scp:[//[username@] location]//absoluteDirectory]/filename
http:

Web サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は、次のとおりです。
http:[//[username@]location]/directory]/filename

https:

Web サーバのソース URL。このプレフィックスの構文は次のとおりです。
[[//username@]location]/directory]/filename

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2

2-154

OL-29169-01-J

第2章

使用可能なコマンド

upgrade

（注）

例

このコマンドは、Cisco IOS 12.0 以前にはありません。

次の例は、センサーに対して、指定されたアップグレードをすぐに確認するよう指示します。ディレク
トリとパスは tester のユーザ アカウントを基準とします。
sensor(config)# upgrade scp://tester@10.1.1.1/upgrade/sp.rpm
Enter password: *****
Re-enter password: ****

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
OL-29169-01-J

2-155

第2章

使用可能なコマンド

unlock user

unlock user
一定の回数に達するまで試行に失敗した後にユーザがロックされた後でローカルおよび RADIUS アカ
ウントのロックを解除するには、グローバル コンフィギュレーション モードで unlock user username
コマンドを使用します。ユーザ アカウントのロックを解除するには、管理者である必要があります。

unlock user username

unlock user
username

構文の説明

ユーザのアカウントをロック解除します。
ユーザ名を指定します。

デフォルト

このコマンドにデフォルトの動作または値はありません。

コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.1(3)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

unlock user コマンドは、試行の失敗数が制限を超えたユーザのローカルまたは RADIUS アカウント
のロックを解除するための方法を管理者に提供します。ロックされたアカウントは、show users all 出
力内のカッコに示されます。
アカウント ロックを設定すると、ローカル認証だけでなく RADIUS 認証も影響を受けます。ローカル
なログインまたは RADIUS アカウントへのログイン失敗が指定された試行回数に達すると、アカウン
トはセンサー上でローカルにロックされます。ローカル アカウントの場合は、パスワードをリセット
するか、unlock user username コマンドを使用してアカウントのロックを解除します。RADIUS ユー
ザ アカウントの場合は、unlock user username コマンドを使用してアカウントのロックを解除する必
要があります。

例

次の例は、ユーザ jsmith のロックを解除します。
sensor# configure terminal
sensor(config)# unlock user jsmith

関連コマンド

コマンド

説明

attemptLimit

ユーザ アカウントがロックされるまでのログイン試行の回数を設定しま
す。

show users all

センサーのアカウントのあるすべてのユーザを表示します。
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username

username
ローカル センサーのユーザを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで username
コマンドを使用します。ユーザを作成するには、管理者である必要があります。センサーからユーザを
削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。この場合、ユーザは CLI と Web アクセスの両
方から削除されます。

username name [password password] [privilege privilege]
no username name

構文の説明

name

ユーザ名を指定します。有効なユーザ名の長さは 1 ～ 64 文字です。ユーザ
名の先頭は、英数字にする必要があります。その他の文字には、すべての
文字を使用できます。

password
password

ユーザのパスワードを指定します。

privilege
privilege

ユーザの権限レベルを設定します。

有効なパスワードの長さは 8 ～ 32 文字です。スペース以外のすべての文字
を使用できます。
使用できるレベルは、サービス、管理者、オペレータ、ビューアです。デ
フォルト値は、ビューアです。

デフォルト

デフォルト値については、構文の説明の表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

サポートされるユーザ ロール

管理者

コマンド履歴

リリース

変更内容

4.0(1)

このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

username コマンドは、ログインだけを目的としてユーザ名および（または）パスワードの認証を行い
ます。このコマンドを実行しているユーザは、自分自身を削除できません。
コマンドラインでパスワードを指定しなかった場合は、プロンプトが表示されます。password コマン
ドを使用して、現行ユーザまたはシステムの既存のユーザのパスワードを変更します。privilege コマ
ンドを使用して、システムの既存のユーザの特権を変更します。

例

次の例は、ビューア レベルの特権とパスワード testpassword を持つユーザ tester を追加します。
sensor(config)# username tester password testerpassword

次の例は、入力パスワードが保護されていることを示します。
sensor(config)# username tester
Enter Login Password: **************
Re-enter Login Password: **************
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username

次の例は、ユーザ「tester」の特権をオペレータに変更します。
sensor(config)# username tester privilege operator

関連コマンド

コマンド

説明

password
privilege

ローカル センサーのパスワードを更新します。
既存のユーザの特権レベルを変更します。
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CLI のエラー メッセージ
この付録では、CLI のエラー メッセージと CLI の検証エラー メッセージの一覧を示します。ここで説
明する内容は、次のとおりです。

• 「CLI のエラー メッセージ」（P.A-1）
• 「CLI 検証エラー メッセージ」（P.A-5）

CLI のエラー メッセージ
表 A-1 は、CLI エラー メッセージについて説明します。
表 A-1

CLI のエラー メッセージ

エラー メッセージ

理由

コマンド

getVirtualSensorStatistics :
Analysis Engine is busy

仮想センサーが初期化を終了してい
ないため、分析エンジンがビジー状
態です。

show statistics
virtual-sensor

getVirtualSensorStatistics :
Analysis Engine is busy
rebuilding regex tables.This
may take a while.

センサーのイメージが作成された直
後で、分析エンジンはキャッシュ
ファイルを構築中のため、ビジー状
態です。

show statistics
virtual-sensor

editConfigDeltaSignatureDefi センサーのイメージが作成された直
nition : Analysis Engine is
後で、分析エンジンはキャッシュ
busy rebuilding regex
ファイルを構築中のため、ビジー状
tables.This may take a while.

service signature-definition

態です。

Invalid command received.

.conf ファイルおよびコードが同期
していません。このフィールドでは
通常、発生しない状態です。

Invalid port number was
entered.

URI に範囲外のポート番号が入力さ copy、upgrade、
show tech-support
れました。

Invalid scheme was entered.

内部テーブルが同期していません。
このフィールドでは通常、発生しな
い状態です。

Unknown scheme was entered.

URI に無効なスキームが入力されま copy、upgrade、
show tech-support
した。

すべてのコマンド

copy、upgrade、
show tech-support
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CLI のエラー メッセージ

表 A-1

CLI のエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

理由

コマンド

The filename <file> is not a
valid upgrade file type.

プラットフォームおよびバージョン
と異なるファイルをインストールし
ようとしました。

upgrade

idsPackageMgr: digital
signature of the update was
not valid

シグニチャ アップデートまたはサー upgrade
ビス パックが破損しています。TAC
に連絡します。

Cannot create a new
event-action-rules
configuration.“rules0“ is
currently the only
configuration allowed.

サービス イベント アクション規則
に対して無効な論理インスタンス名
が入力されました。1

Cannot create a new
signature-definition
configuration.“sig0“ is
currently the only
configuration allowed.

サービス シグニチャ定義に対して無 service signature-definition
効な論理インスタンス名が入力され
ました。2

Cannot create a new
anomaly-detection
configuration.“ad0“ is
currently the only
configuration allowed.

サービス異常検出に対して無効な論
理インスタンス名が入力されまし
た。3

service anomaly-detection

User does not exist.

管理者が、システムに存在しない
ユーザ名のパスワードの変更を試み
ています。

password

Incorrect password for user
account.

ユーザが、パスワードを変更しよう
として無効なパスワードを入力しま
した。

password

Empty user list.

curUserAccountList.xml ファイルに username

service event-action-rules

はエントリが含まれません。この
フィールドでは通常、発生しない状
態です。
User already exists.

ユーザの作成が試みられましたが、
そのユーザはすでにシステムに存在
します。

username

Cannot communicate with
system processes.Please
contact your system
administrator.

1 つ以上の必須アプリケーションが

すべてのコマンド

Source and Destination are
the same.

—

Backup config was missing.

ユーザがバックアップ コンフィギュ copy
レーション ファイルのコピーまたは erase
消去を試みましたが、バックアップ
コンフィギュレーションファイルは
生成されていません。

Could not load CLI
configuration files, can not
complete request.

.conf ファイルが見つかりません。
このフィールドでは通常、発生しな
い状態です。

制御トランザクションに応答してい
ません。

copy

copy
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表 A-1

CLI のエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

理由

コマンド

Error writing to <URL>.

宛先に指定された URL への書き込
みができませんでした。

copy

Error reading from <URL>.

ソースに指定された URL からの読
み取りができませんでした。

copy

Packet-file does not exist.

ユーザがパケット ファイルのコピー copy
または消去を試みましたが、パケッ erase
ト ファイルはキャプチャされていま
せん。

No downgrade available.

ユーザが、アップグレードされてい
ないシステムのダウングレードを試
みました。

No packet-file available.

ユーザがファイル情報またはパケッ packet
ト ファイルの表示を試みましたが、
パケット ファイルは存在しません。

Log file exists but an error
occurred during read.

ユーザが、上書きされた iplog ファ
イルを表示またはコピーしました。
一部のファイル内容は表示できま
す。

packet

Another user is currently
capturing into the
packet-file.Please try again
later.

—

packet capture

Another CLI client is
currently displaying packets
from the interface.

他の CLI セッションでの表示が終了 packet display
するまで、ユーザはこのコマンドを
使用できません。複数のユーザがコ
マンド制御インターフェイスを同時
に表示することがあります。

Log does not exist.

ユーザが、存在しない iplog のコ
ピーまたは表示を試みました。

copy iplog
packet display iplog

The requested IPLOG is not
complete.Please try again
after the IPLOG status is
'completed.'

ユーザが、完了していない iplog の
コピーまたは表示を試みました。

copy iplog

Could not create pipe
/usr/cids/idsRoot/tmp/
pipe_cliPacket.<pid>.tmp

iplog ファイルを送信するためのパ

copy iplog

The log file was overwritten
while the copy was in
progress. The copied log file
may be viewable but is
incomplete.

iplog がセンサーからのコピー中に

downgrade

イプを開けませんでした。これは、
スペースまたはリソースの制限を示
します。このフィールドでは通常、
発生しない状態です。

copy iplog

上書きされました。

Could not read license file. ライセンス ファイルはコピーされま

copy license-key

したが、開くことができません。
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表 A-1

CLI のエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

理由

コマンド

Could not write the temporary
license file location used to
copy the file off the box.

一時保管場所

copy license-key

/usr/cids/idsRoot/tmp/ips.lic を開く
ことができませんでした。これは、
スペースの問題を示し、このフィー
ルドでは通常、発生しない状態で
す。

Virtual sensor name does not
exist.

ユーザが、存在しない仮想センサー
上の iplog の開始または停止を試み
ました。

iplog

You do not have permission to
terminate the requested CLI
session.

オペレータ ユーザまたはビューア
ユーザが、別のユーザに属する CLI
セッションの終了を試みました。

clear line

Invalid CLI ID specified, use
the 'show users all' command
to view the valid CLI session
IDs.

ユーザが、存在しない CLI セッショ clear line
ンのキャンセルを試みました。

The maximum allowed CLI
sessions are currently open,
please try again later.

すでに最大数の CLI セッションが開 initial login
かれているときに、オペレータ ユー
ザまたはビューア ユーザがログイン
を試みました。

The maximum allowed CLI
sessions are currently open,
would you like to terminate
one of the open sessions?

管理者ユーザがログインを試みまし initial login
たが、上限数の CLI セッションがす
でに開いています。

Can not communicate with
system processes.Please
contact your system
administrator.

CLI はセンサー上のアプリケーショ

initial login

ンに接続して起動情報を取得できま
せん。これは通常、発生しない致命
的なエラーです。サービス アカウン
トにログインして、手動でセンサー
をリブートする必要があります。

no service component
instance

The instance cannot be
removed.Instance assigned to
virtual sensor name.

ユーザが、仮想センサーに現在割り
当てられている設定インスタンスの
削除を試みました。default service
コマンドを使用して、コンフィギュ
レーションをデフォルトにリセット
してください。

Insufficient disk space to
complete request.

コンフィギュレーション ファイルの copy instance
service component instance
新しいインスタンスを作成するに
は、ディスクの空き容量が足りませ
ん。

execAutoUpdateNow : DNS or
DNS または HTTP プロキシ サーバ
HTTP proxy is required for
が設定されていないため、
Auto Updates from
Cisco.com からの自動ダウンロード
www.cisco.com but no DNS or
の試みが失敗しました。
proxy servers are
defined.Add an HTTP proxy
server or DNS server in the
'host' service configuration

autoupdatenow
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表 A-1

CLI のエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

理由

コマンド

execAutoUpdateNow : either
of cisco-server or
user-server is not enabled in
the 'host' service
configuration.Enable one of
them to download updates.

シスコのサーバまたはユーザ サーバ autoupdatenow
がサービス ホスト コンフィギュ
レーションで有効でないため、
Cisco.com からの自動ダウンロード
の試みが失敗しました。

Not a valid upgrade file.

存在しないファイルのハッシュを取
得しようとする場合。

show digest [md5 |
sha2-512] file

No such file or directory.

存在しないファイルを消去しようと
する場合。

erase upgrade-file file

1. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしていないプラットフォームでのみ発生します。
2. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしていないプラットフォームでのみ発生します。
3. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしていないプラットフォームでのみ発生します。

CLI 検証エラー メッセージ
表 A-2 は、検証エラー メッセージについて説明します。
表 A-2

検証エラー メッセージ

エラー メッセージ

理由 / 場所

Interface ‘name’ has not been subdivided.

物理インターフェイスまたはインライン イン
ターフェイス name のサブインターフェイス タイ
プはありません（サービス インターフェイス サ
ブモード）。

Interface ‘name’ subinterface ‘num’ does
not exist.

物理インターフェイス name はインライン VLAN
ペアに細分化されていますが、指定されたサブイ
ンターフェイス番号は存在しません（サービス
インターフェイス サブモード）。

Interface ‘name’ is the command-control
interface.

物理インターフェイス name は、コマンドおよび
制御インターフェイスです（サービス インター
フェイス サブモード）。

Interface ‘name’ has been subdivided.

物理インターフェイス name のサブインターフェ
イス タイプは、インライン VLAN ペアまたは
VLAN グループです。あるいは、インライン イ
ンターフェイス name のサブインターフェイス タ
イプは VLAN グループです（サービス インター
フェイス サブモード）。

Interface ‘name’ is assigned to
inline-interfaces ‘inlinename.’

物理インターフェイス name は、インライン イン
ターフェイス エントリの interface1 または
interface2 に割り当てられています（サービス イ
ンターフェイス サブモード）。
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表 A-2

検証エラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

理由 / 場所

Vlan ‘vlannum’ is assigned to subinterface
‘subnum.’

VLAN vlannum は、すでに別のサブインター
フェイス subnum エントリの vlan1 または vlan2
に割り当てられています（サービス インター
フェイス サブモード）。

Vlan range ‘vlanrange’ overlaps with vlans
assigned to subinterface ‘subnum.’

VLAN の範囲 vlanrange に、別のサブインター
フェイス subnum エントリの vlans range ですで
に使用されている値が含まれています（サービス
インターフェイス サブモード）。

Unassigned vlans already assigned to
subinterface ‘subnum.’

未割り当ての VLAN は、すでに別のサブイン
ターフェイス subnum エントリで選択されていま
す。

Inline-interface ‘inlinename’ does not
exist.

インライン インターフェイス inlinename が存在
しません（サービス インターフェイス サブモー
ド）。

The default-vlans for the selected
ユーザがインライン インターフェイスのサブイ
interfaces do not match.interface1, ‘name’ ンターフェイス タイプを VLAN グループに変更
default-vlan is ‘vlannum,’ interface2,
しようとしましたが、インライン インターフェ
‘name’ default-vlan is ‘vlannum.’

イスに割り当てられている 2 つのインターフェイ
スのデフォルト VLAN が一致しません（サービ
ス インターフェイス サブモード）。

interface1 and interface2 must be set
before the logical interface can be divided
into subinterfaces.

ユーザがインライン インターフェイスのサブイ
ンターフェイス タイプを VLAN グループに変更
しようとしましたが、interface1 および
interface2 の両方が設定されていません（サービ
ス インターフェイス サブモード）。

Interface ‘name’ has not been subdivided
into inline-vlan-pairs.

物理インターフェイス name サブインターフェイ
ス タイプがインライン VLAN ペアではありませ
ん（サービス インターフェイス サブモード）。

Interface already assigned to virtual
sensor ‘vsname.’

仮想センサー エントリの物理インターフェイス
セットに追加しようとしているインターフェイス
とオプションのサブインターフェイスは、すでに
別の仮想センサー エントリに割り当てられてい
ます。

The instance cannot be removed.Instance
assigned to virtual sensor ‘vsname.’

ユーザが、仮想センサー vsname で現在使用中の
シグニチャ定義、イベント アクション規則、ま
たは異常検出のコンフィギュレーション ファイ
ルを削除しようとしています。
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数字
3DES

トリプル DES（Data Encryption Standard ）。DES をより強力にしたバージョンで、SSH バージョン
1.5 のデフォルトの暗号化方式。センサーと SSH セッションを確立するときに使用されます。セン
サーでデバイスを管理しているときに使用できます。

802.x

LAN プロトコルを定義する一連の IEEE 標準。

A
AAA

認証、許可、アカウンティング。「トリプル A」と読みます。シスコ デバイスの主要な推奨アクセス
コントロール方法です。

ACE

Access Control Entry（アクセス コントロール エントリ）。ACL 内のエントリで、指定されたアドレ
スまたはプロトコルに関して実行するアクションを記述します。センサーは、ACE を追加または削除
してホストをブロックします。

ACK

確認応答。1 台のネットワーク デバイスからもう 1 台のネットワーク デバイスに送信される、イベン
トが発生したこと（メッセージの受信など）を確認する通知。

ACL

Access Control List（アクセス コントロール リスト）。ルータを経由するデータの流れを制御する
ACE のリストです。ルータ インターフェイスごとに、受信データ用と送信データ用の 2 つの ACL が
あります。1 つの方向で同時にアクティブにできる ACL は 1 つだけです。ACL は、番号または名前
で識別されます。ACL は、標準、強化、拡張のいずれかになります。センサーで ACL を管理するよ
うに設定できます。

ACS サーバ

Cisco Access Control Server。ネットワーク ユーザ、ネットワーク管理者、ネットワーク インフラス
トラクチャ リソースの集中管理ポイントとなる RADIUS セキュリティ サーバ。

AIC エンジン

Application Inspection および Control エンジン。Web トラフィックを詳細に分析します。HTTP セッ
ションに対してより細かな制御を実行して、HTTP プロトコルの悪用を防ぎます。インスタント メッ
セージングなど、指定されたポートを介してトンネリングを試みるアプリケーションや gotomypc な
どのトンネリング アプリケーションを管理制御できます。また、FTP トラフィックを検査し、発行さ
れるコマンドを制御できます。

API

アプリケーション プログラミング インターフェイス。アプリケーション プログラムが通信ソフト
ウェアと対話する手段。標準化された API では、基礎となる通信手段とは関係なく、アプリケーショ
ン プログラムを開発できます。コンピュータ アプリケーション プログラムは、一式の標準ソフト
ウェア割り込み、呼び出し、およびデータ フォーマットを実行して、他のデバイスとの接続を開始し
ます（ネットワーク サービス、メインフレーム通信プログラム、その他のプログラム間通信）。通常、
API を使用すると、ソフトウェア開発者はアプリケーションがオペレーティング システムやネット
ワークと通信するために必要なリンクを簡単に作成できます。

Cisco Intrusion Prevention System コマンド リファレンス for IPS 7.2
OL-29169-01-J

GL-1

Glossary

ARC

Attack Response Controller。以前は Network Access Controller（NAC）と呼ばれていました。IPS の
コンポーネントの 1 つ。適用可能な場合にブロックおよびブロック解除の機能を提供するソフトウェ
ア モジュール。

ARP

アドレス解決プロトコル。IP アドレスを MAC アドレスにマッピングする際に使用されるインター
ネット プロトコル。RFC 826 で定義されています。

ASA 5500-X IPS
SSP

侵入防御システム セキュリティ サービス プロセッサ。IPS はサービスとして動作しており、ASA は
IPS 間のトラフィックの送受信を制御します。IPS サービス プロセッサは、多数の埋め込み型シグニ
チャ ライブラリに基づいて異常や悪用を探索することでネットワーク トラフィックのモニタおよびリ
アルタイム分析を行います。ASA 5500-X IPS SSP で不正なアクティビティが検出されると、侵入防
御サービス機能は、該当する接続を終了して攻撃元のホストを永続的にブロックし、この事象をログ
に記録し、さらにアラートを Device Manager に送信します。適応型セキュリティ アプライアンスも
参照してください。

ASA 5585-X IPS
SSP

ASDM

侵入防御システム セキュリティ サービス プロセッサ。Cisco ASA 5585-X 適応型セキュリティ アプ
ライアンスの IPS プラグイン モジュール。ASA 5585-X IPS SSP は、多数の埋め込み型シグニチャ
ライブラリに基づいて異常や悪用を探索することでネットワーク トラフィックのモニタおよびリアル
タイム分析を行う IPS サービス プロセッサです。ASA 5585-X IPS SSP で不正なアクティビティが検
出されると、侵入防御サービス機能は、該当する接続を終了して攻撃元のホストを永続的にブロック
し、この事象をログに記録し、さらにアラートを Device Manager に送信します。適応型セキュリ
ティ アプライアンスも参照してください。

Adaptive Security Device Manager。適応型セキュリティ デバイスの設定と管理が可能な Web ベース
のアプリケーション。

ASN.1

抽象構文記法 1。データ プレゼンテーションの標準。

Atomic エンジン

2 つの Atomic エンジンがあります。アトミック IP は IP プロトコル パケットとそれに関連付けられ
たレイヤ 4 トラスポート プロトコルを検査します。アトミック ARP はレイヤ 2 ARP プロトコルを検
査します。

attack relevance
rating

ARR。ターゲット OS の関連性に関連付けられた重み。攻撃関連性レーティングは取得値（関連性あ
り、不明、関連性なし）で、アラート時に決定されます。関連する OS はシグニチャごとに設定され
ます。

AuthenticationApp IPS のコンポーネントの 1 つ。IP アドレス、パスワード、デジタル証明書に基づいてユーザを許可お
よび認証します。

AV

アンチウイルス。

B
backplane

シャーシ内でのインターフェイス プロセッサまたはカードとデータ バスおよび配電バス間の物理接
続。

BIOS

Basic Input/Output System。センサーを起動し、センサー内のデバイスとシステム間の通信を行うプ
ログラム。

BO

BackOrifice。UDP 上だけで実行された Windows を標的とした最初のバック ドア型トロイの木馬。

BO2K

BackOrifice 2000 。TCP と UDP 上で実行される Windows を標的とするバック ドア型トロイの木馬。
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Bpdu

Bridge Protocol Data Unit（ブリッジ プロトコル データ ユニット）。ネットワーク内のブリッジ間で
情報を交換するために設定可能な間隔で送出される、スパニングツリー プロトコルの hello パケット。

Bubble Babble

コンピューティングでは、Bubble Babble は Antti Huima 氏が設計したバイナリ データ符号化です。
この符号化は、子音と母音の交代を使用して、バイナリ データを疑似語に符号化し、16 桁の任意の
リストより容易に発音できるようにします。Bubble Babble は厳密にはバイナリ符号化ですが、5 文
字の並びから 16 ビットのデータまで 1 対 1 のマッピングを使用した 65,536 桁のけた上げ計数制とし
ても機能します。

C
CA

認証局（certification authority）。デジタル証明書（特に X.509 証明書）を発行し、証明書内のデータ
項目間のバインディングを保証するエンティティです。センサーは、自己署名証明書を使用します。

CA 証明書

別の CA によって発行された、CA の証明書。

CEF

シスコ エクスプレス フォワーディング。CEF は、高度なレイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーで
す。CEF によって、インターネットや、Web ベースのアプリケーションまたは対話型セッションが集
中的に使用されるネットワークなどの、大規模でダイナミックなトラフィック パターンを持つネット
ワークのパフォーマンスおよびスケーラビリティが最適化されます。

cidDump

大量の情報を取り込むためのスクリプト。この情報には、IPS プロセス リスト、ログ ファイル、OS
情報、ディレクトリ リスト、パッケージ情報、コンフィギュレーション ファイルなどがあります。

CIDEE

Cisco Intrusion Detection Event Exchange。Cisco IPS システムで使用される SDEE への拡張子を指定
します。CIDEE 標準では、Cisco IPS システムでサポートされる使用可能なすべての拡張子が指定さ
れています。

CIDS ヘッダー

IPS システムの各パケットに追加されるヘッダー。パケットの分類、長さ、チェックサムの結果、タ
イムスタンプ、受信インターフェイスが含まれます。

Cisco IOS

CiscoFusion アーキテクチャの下で全製品に共通の機能、拡張性、セキュリティを提供するシスコ ソ
フトウェア。Cisco IOS では、広範なプロトコル、メディア、サービス、およびプラットフォームを
サポートしながら、インターネットワークのインストールと管理を一元化、統合、および自動化でき
ます。

CLI

コマンドライン インターフェイス。センサー アプリケーションの設定と制御に使用される、センサー
に付属のシェル。

CollaborationApp

IPS のコンポーネントの 1 つ。グローバル相関データベースを通して他のデバイスと情報を共有し、
すべてのデバイスの総合的な有効性を高めます。

console

センサーのモニタと制御に使用される端末またはラップトップ コンピュータ。

Control
Transaction
Server

IPS のコンポーネントの 1 つ。リモート クライアントからの制御トランザクションを受け付け、ロー

Control
Transaction
Source

IPS のコンポーネントの 1 つ。リモート アプリケーションに向けられた制御トランザクションを待機

Cookie

Web サーバから Web ブラウザに送信される情報。ブラウザはこれを保存し、Web サーバに追加要求
を行うたびに Web サーバに送り返します。

カル制御トランザクションを開始して、リモート クライアントに応答を返します。

し、制御トランザクションをリモート ノードに転送し、応答を発信側に返します。
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CSA MC

Cisco Security Agent Management Center。CSA MC は、管理する CSA エージェントからホスト ポ
スチャ情報を受信します。また、ネットワークから隔離する必要があると判断した IP アドレスの
ウォッチ リストも維持します。

CSM

Cisco Security Manager。Cisco Self-Defending Network ソリューションのプロビジョニング コン
ポーネントです。CS-Manager は CS-MARS と完全に統合されています。

CS-MARS

Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System。Cisco Self-Defending Network ソリュー
ションのモニタリング コンポーネント。CS-MARS は CS-Manager と完全に統合されています。

CVE

Common Vulnerabilities and Exposures。http://cve.mitre.org/ で管理されている脆弱性および他の情
報セキュリティの危険に関する標準化された名前のリスト。

D
DCE

データ回線終端装置（ITU-T の拡張）。ユーザとネットワークを結ぶインターフェイスのネットワー
ク側を構成する通信ネットワークのデバイスおよび接続。DCE は、ネットワークへの物理的接続を提
供し、トラフィックの転送を行い、DCE と DTE デバイス間のデータ転送を同期化するためのクロッ
キング信号を提供します。DCE の例として、モデルとインターフェイス カードがあります。

DCOM

分散コンポーネント オブジェクト モデル。ソフトウェア コンポーネントどうしがネットワーク上で
直接通信できるようにするプロトコル。Microsoft が開発し、以前はネットワーク OLE と呼ばれた
DCOM は、HTTP などのインターネット プロトコルを含む複数のネットワーク転送で使用されるよ
うに設計されています。

DDoS

分散型サービス拒否攻撃。多数の侵害されたシステムが 1 つのターゲットを攻撃することで、対象の
システムユーザにサービス拒否を発生させる攻撃。ターゲット システムにメッセージが大量に送信さ
れると、基本的にそのシステムが強制的にシャット ダウンされ、システムの正規ユーザへのサービス
が拒否されます。

DES

データ暗号規格。アルゴリズムではなく 56 ビット キーを基盤とする、強力な暗号化方式。

DIMM

Dual In-line Memory Module（デュアル インライン メモリ モジュール）。

DMZ

非武装地帯。プライベート（内部）ネットワークとパブリック（外部）ネットワークとの間の中立地
帯に位置する単独のネットワークです。

DNS

Domain Name System（ドメイン ネーム システム）。インターネット全体にわたるホスト名と IP アド
レスのマッピングです。DNS を使用すると、人間が読める形式の名前を、ネットワーク パケットで
必要とされる IP アドレスに変換できます。

DoS

Denial of Service（サービス拒絶）。特定のシステムまたはネットワークの操作を混乱させることを目
的とする攻撃です。

DRAM

ダイナミック RAM。定期的な更新が必要なコンデンサ内に情報を格納する RAM。内容の更新中、プ
ロセッサが DRAM にアクセスできなくなるため、遅延が発生することがあります。ただし、DRAM
は SRAM ほど複雑ではなく、大容量です。

DTE

データ端末機器。RS-232C 接続上のデバイスのロールを指します。DTE はデータを送信回線に書き
込み、受信回線からデータを読み取ります。

DTP

ダイナミック トランキング プロトコル。2 台のデバイスを結ぶリンクでのトランキングや使用するト
ランキング カプセル化のタイプ（ISL または 802.1q）のネゴシエーションに使用される、VLAN グ
ループのシスコ独自のプロトコル。
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E
ECLB

イーサネット チャネル ロード バランシング。Catalyst スイッチが、異なる物理パスでトラフィック
フローを分岐できるようにします。

ESD

静電放電。静電放電は、1 つの物体から別の物体への急速な電荷の移動により、数千ボルトの電荷が
発生することを指します。電気的コンポーネントやサーキット カード アセンブリ全体に重大なダメー
ジを引き起こす場合があります。

evIdsAlert

イベント ストアに書き込まれる、アラートを表す XML エンティティ。

F
Fast Flux

Fast Flux はボットネットで使用される DNS 手法の 1 つで、フィッシング サイトやマルウェア配信サ
イトを、プロキシとして動作する絶えず変化する侵害されたホスト ネットワークの後ろに隠します。
マルウェア ネットワークの検出や対策を困難にするためにピアツーピア ネットワーキング、分散指示
管理、Web ベース ロード バランシング、プロキシ リダイレクションを組み合わせる手法を指すこと
もあります。Storm Worm は、この手法を利用した最新のマルウェアの変異型の 1 つです。

Flood エンジン

ホストおよびネットワーク宛の ICPM および UDP フラッドを検出します。

FQDN

完全修飾名。DNS のツリー階層で正確な場所を指定するドメイン名。ルート ドメインを基準に、
トップレベル ドメインを含むすべてのドメイン レベルを指定します。完全修飾ドメイン名は、ネーム
スペースでこの正確さによって識別されます。

FTP

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）。ネットワーク ノード間でファイルを転送するため
に使用され、TCP/IP プロトコル スタックの一部であるアプリケーション プロトコル。FTP は、RFC
959 で定義されています。

FTP サーバ

ファイル転送プロトコル（File Transfer Protocol ）サーバ。ネットワーク ノード間のファイルの転送
に FTP プロトコルを使用するサーバ。

FWSM

ファイアウォール セキュリティ モジュール。Catalyst 6500 シリーズ スイッチにインストールできる
モジュール。ブロックに shun コマンドを使用します。FWSM は、シングル モードでもマルチモード
でも設定できます。

G
GBIC

GMT
GRUB

ギガビット インターフェイス コンバータ。多くの場合、光ケーブルをファイバ インターフェイスに
適応させる光ファイバ トランシーバを指します。ファイバ対応スイッチと NIC は、一般に GBIC ス
ロットと SFP スロット、またはそのどちらかを提供します。詳細については、『Catalyst Switch
Cable, Connector, and AC Power Cord Guide』を参照してください。

Greenwich Mean Time（グリニッジ標準時）。経度が 0 度のタイムゾーン。現在は、協定世界時
（UTC）と呼ばれます。
Grand Unified Bootloader。ブートローダは、コンピュータを起動すると最初に実行されるソフト
ウェア プログラムです。オペレーティング システム カーネル ソフトウェアをロードし、制御を渡す
役割を果たします。その後、カーネルがオペレーティング システムの残りを初期化します。
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H
H.225.0

H.225.0 セッションの確立とパケット化を規定する ITU 標準。H.225.0 では、実際には、RAS、
Q.931 の使用、RTP の使用など、いくつかの異なるプロトコルが定められています。

H.245

H.245 エンドポイントの制御を規定する ITU 標準。

H.323

異種の通信デバイスが、標準化された通信プロトコルを使用して、相互に通信できます。H.323 は、
CODEC の共通セット、コール セットアップとネゴシエーションの手順、および基本的なデータ転送
方法を定義しています。

HTTP

ハイパーテキスト転送プロトコル。IPS アーキテクチャでリモート データ交換に使用される、ステー
トレスな要求 / 応答メディア転送プロトコルです。

HTTPS

標準 HTTP プロトコルを拡張したもので、Web サイトからのトラフィックを暗号化することによって
機密保持を可能にします。デフォルトでは、このプロトコルは TCP ポート 443 を使用します。

I
ICMP

Internet Control Message Protocol（インターネット制御メッセージ プロトコル）。エラーを報告し、
IP パケット処理に関連するその他の情報を提供するネットワーク層のインターネット プロトコル。
RFC 792 に規定されています。

ICMP フラッド

プロトコル実装で処理可能な数よりも多いエコー要求（「ping」）パケットをホストに送信する DoS 攻
撃。

IDAPI

Intrusion Detection Application Programming Interface。IPS アーキテクチャ アプリケーション間に単
純なインターフェイスを提供します。IDAPI はイベント データを読み書きし、制御トランザクション
のメカニズムを提供します。

IDCONF

侵入検知設定。侵入検知と予防システムの設定に使用される操作メッセージを定義するデータ形式の
標準です。

IDENT

RFC 1413 で指定された Ident プロトコルは、特定の TCP 接続のユーザの識別に役立つインターネッ
ト プロトコルです。

IDIOM

Intrusion Detection Interchange and Operations Messages。侵入検知システムによって報告されるイベ
ント メッセージ、および侵入検知システムの設定と制御に使用される操作メッセージを定義するデー
タ形式の標準です。

IDM

IPS Device Manager。センサーの設定と管理が可能な Web ベースのアプリケーションです。IDM の
Web サーバはセンサーに常駐します。この Web サーバには、Internet Explorer や Firefox などの Web
ブラウザでアクセスできます。

IDMEF

Intrusion Detection Message Exchange Format。IETF Intrusion Detection Working Group による標準
草案です。

IDS MC

Management Center for IDS Sensors。Web ベースの IDS マネージャで、最大 300 台のセンサーの設
定を管理できます。

IME

IPS Manager Express。システムのヘルス モニタリング、イベント モニタリング、レポートおよび最
大 10 のセンサーの設定を行うことができるネットワーク管理アプリケーション。
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InterfaceApp

IPS のコンポーネントの 1 つ。バイパスおよび物理設定を処理し、ペアにするインターフェイスを定
義します。物理設定は、速度、デュプレックス、および管理状態です。

iplog

指定されたアドレスとの間でやり取りされるバイナリ パケットのログ。iplog は、シグニチャに log
イベント アクションが選択されている場合に作成されます。iplog は、WireShark および TCPDUMP
で読み取り可能な libpcap 形式で格納されます。

IPS

侵入防御システム。ネットワーク トラフィックの分析技術を使用して、ネットワークへの侵入の存在
をユーザに警告するシステムです。

IPS データまたは

IPS アプリケーション間でコマンド / コントロール インターフェイスを介して転送されるメッセージ。

メッセージ

IPv6

IP バージョン 6。IP の現在のバージョン（バージョン 4）に代わるバージョン。IPv6 ではパケット
ヘッダーのフロー ID がサポートされており、フローの識別が可能です。以前は IPng（next
generation（次世代））と呼ばれていました。

IP アドレス

TCP/IP を使用するホストに割り当てられる 32 ビット アドレス。IP アドレスは、5 つのクラス（A、
B、C、D、または E）のいずれかに属し、ピリオドで区切られた 4 つのオクテット（ドット付き 10
進形式）で記述されます。各アドレスはネットワーク番号、オプションのサブネットワーク番号、お
よびホスト番号で構成されます。ルーティングにはネットワーク番号とサブネットワーク番号を組み
合わせて使用し、ネットワーク内またはサブネットワーク内の個別のホストのアドレス指定にはホス
ト番号を使用します。IP アドレスからのネットワーク情報とサブネットワーク情報の抽出には、サブ
ネット マスクを使用します。

IP スプーフィング

IP スプーフィング攻撃は、ネットワーク外の攻撃者が信頼されたユーザになりすますことによって発
生します。攻撃者は、ネットワークの IP アドレス範囲内の IP アドレスを使用するか、信頼され、
ネットワーク上の指定されたリソースへのアクセスが可能な、許可された外部 IP アドレスを使用し
て、このなりすましを行います。攻撃者が IPSec セキュリティ パラメータにアクセスした場合は、そ
の攻撃者が企業ネットワークへのアクセスを許可されたリモート ユーザを偽装する可能性がありま
す。

ISL

スイッチ間リンク スイッチとルータの間のトラフィック フローとして VLAN 情報を維持するシスコ
独自のプロトコル。

J
Java Web Start

Java Web Start は、プラットフォームに依存しない、安全で堅牢な展開テクノロジーです。開発者は、
アプリケーションを標準 Web サーバで利用可能にすることで、すべての機能を備えたアプリケーショ
ンをユーザに展開できます。ユーザは任意の Web ブラウザを使用してアプリケーションを起動し、常
に最新バージョンを使用できます。

JNLP

Java Network Launching Protocol。XML ファイル形式で定義され、Java Web Start アプリケーション
の起動方法を指定しています。JNLP は、起動メカニズムを正しく実装する方法を定義したルールの
セットで構成されています。
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K
KB

ナレッジ ベース。異常検出で学習され、ワーム ウイルス検出に使用されるしきい値のセット。

Knowledge Base

「KB」を参照してください。

L
LACP

リンク集約制御プロトコル。LACP は、LAN ポート間で LACP パケットを交換することで、
EtherChannel リンクの自動作成を支援します。このプロトコルは、IEEE 802.3ad で定義されていま
す。

LAN

ローカルエリア ネットワーク。特定のホストのローカルとなっているレイヤ 2 ネットワーク ドメイン
を指します。同じ LAN 上の 2 つのホストで交換されるパケットは、レイヤ 3 ルーティングを必要と
しません。

LOKI

リモート アクセス、バック ドア トロイの木馬、ICMP トンネリング ソフトウェア。コンピュータが
感染すると、悪意のあるコードによってペイロード サイズの小さい ICMP 応答の送信に使用できる
ICMP トンネルが作成されます。

M
MainApp

IPS のメイン アプリケーション。オペレーティング システムのブート後、センサーで最初に起動する
アプリケーションです。設定を読み取ってアプリケーションを起動し、アプリケーションの開始およ
び終了とノードの再起動を扱い、ソフトウェアのアップグレードを処理します。

MD5

Message Digest 5。128 ビット ハッシュを作成する単方向のハッシュ アルゴリズム。MD5 とセキュ
ア ハッシュ アルゴリズム（SHA）は両方とも MD4 のバリエーションであり、MD4 のハッシュ アル
ゴリズムのセキュリティを強化するように設計されています。シスコは、IPSec フレームワーク内で
の認証にハッシュを使用します。また、SNMP v.2 のメッセージ認証にも使用します。MD5 は通信の
整合性を確認し、発信元を認証して、適時性をチェックします。

Meta エンジン

スライディング時間間隔内に、関連した方法で発生するイベントを定義します。このエンジンは、パ
ケットではなくイベントを処理します。

MIB

管理情報ベース。SNMP や CMIP などのネットワーク管理プロトコルにより使用および管理される
ネットワーク管理情報のデータベース。MIB オブジェクトの値は、SNMP コマンドまたは CMIP コ
マンドを使用して変更および取得できます。これらのコマンドは通常、GUI のネットワーク管理シス
テムから実行します。MIB オブジェクトはツリー構造であり、ツリーにはパブリック（標準）ブラン
チとプライベート（独自）ブランチを含みます。

MIME

Multipurpose Internet Mail Extension。電子メールで、テキスト以外のデータ（つまり、プレーン
ASCII コードでは表現できないデータ）を転送するための規格。たとえば、バイナリ、外国語テキス
ト（ロシア語や中国語など）、オーディオ、ビデオなどのデータです。MIME は RFC 2045 で定義さ
れています。

module

スイッチ、ルータ、またはセキュリティ アプライアンス シャーシのリムーバブル カード。
ASA 5585-X IPS SSP は IPS モジュールです。

MPF

モジュラ ポリシー フレームワーク。Cisco IOS ソフトウェアのモジュラ QoS CLI と同様の方法でセ
キュリティ アプライアンスの機能を設定するための手段です。
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MSFC、MSFC2

マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード。Catalyst 6000 スーパーバイザ エンジンのオプション カー
ドで、スイッチの L3 ルーティングを実行します。

MSRPC

Microsoft Remote Procedure Call。MSRPC は、Microsoft による DCE RPC メカニズムの実装です。
Microsoft は、Unicode 文字列、暗黙ハンドル、インターフェイスの継承（DCOM で広く使用され
る）、および DCE/RPC にすでに存在する可変文字列や構造パラダイムでの複雑な計算のサポートを
追加しました。

MySDN

My Self-Defending Network。IDM および IME のシグニチャ定義セクションの一部。シグニチャに関
する詳細情報を提供します。

N
NAC

Network Access Controller。「ARC」を参照してください。

NAS-ID

ネットワーク アクセス ID。クライアントが、認証を試みているサービスのタイプを伝えるために
サーバに送信する識別子。

NAT

Native Address Translation。ネットワーク デバイスが外部ネットワークに対してホストの実際の IP
アドレスとは異なる IP アドレスを提示できるしくみ。

NBD

次の営業日。シスコ サービス契約による交換ハードウェアの到着。

never block アドレ ブロックされることのないように指定したホストおよびネットワーク。
ス

never shun アドレ 「never block アドレス」を参照。
ス

NIC

ネットワーク インターフェイス カード。コンピュータ システムとのネットワーク通信機能を提供す
るボード。

NMS

Network Management System（ネットワーク管理システム）。ネットワークの少なくとも一部分の管
理に責任を負うシステム。NMS は、一般的に適度にパワーのある装備の整ったコンピュータで、エ
ンジニアリング ワークステーションなどです。NMS はエージェントと通信して、ネットワーク統計
情報やリソースを追跡し続けるのに役立ちます。

Normalizer エンジ

IP および TCP ノーマライザが機能する方法を設定し、IP および TCP ノーマライザに関連するシグニ
チャ イベントに設定を提供します。

ン

NOS

ネットワーク オペレーティング システム。分散ファイル システムを指すときに使用される総称的な
用語。LAN Manager、NetWare、NFS、VINES などが含まれます。

NotificationApp

IPS のコンポーネントの 1 つ。アラート、ステータス、およびエラー イベントによってトリガーされ
たときに SNMP トラップを送信します。NotificationApp は、パブリック ドメイン SNMP エージェ
ントを使用します。SNMP GET は、センサーの全般的な状態に関する情報を提供します。

NTP

ネットワーク タイム プロトコル。インターネット内に置かれているラジオ クロックおよびアトミッ
ク クロックを参照することにより、正確な現地時間を維持する TCP 上に構築されたプロトコル。こ
のプロトコルでは、分散されたクロックを長期にわたりミリ秒以内のレベルで同期させることができ
ます。
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NTP サーバ

ネットワーク タイム プロトコル（Network Timing Protocol）サーバ。NTP を使用するサーバ。NTP
は、TCP 上に構築されたプロトコルで、インターネット上にあるラジオおよびアトミック クロックを
参照して正確なローカル タイムを維持します。このプロトコルでは、分散されたクロックを長期にわ
たりミリ秒以内のレベルで同期させることができます。

NVRAM

不揮発性読み取り / 書き込みメモリ。ユニットの電源オフ時に内容を保持する RAM。

O
OIR

活性挿抜 システム電源のオフ、コンソール コマンドの入力、他のソフトウェアやインターフェイスの
シャットダウンを伴わずにカードの追加、交換、取り外しを行うことができる機能。

OPS

Outbreak Prevention Service。

P
PAgP

Port Aggregation Control Protocol。PAgP は、LAN ポート間で PAgP パケットを交換することで、
EtherChannel リンクの自動作成を支援します。シスコ独自のプロトコルです。

PAM

アプリケーションに AAA 機能を提供するソフトウェア モジュール。

PAP

パスワード認証プロトコル。最もよく使用される RADIUS メッセージング プロトコル。

PASV ポート スプー 保護された FTP サーバから非 FTP ポートへの接続をファイアウォール経由で開こうとする試み。
ファイアウォールが不正接続を開くことによって、FTP 227 passive コマンドを誤って解釈したとき
フィング
に発生します。

PAT

ポート アドレス変換。NAT より制限された変換方式で、1 つの IP アドレスと複数の異なるポートを
使用してネットワークのホストを表します。

PAWS

Protection Against Wrapped Sequence。ハイ パフォーマンス TCP ネットワークでのシーケンス番号
のラップに対する保護。RFC 1323 を参照してください。

PCI

Peripheral Component Interface。Intel ベースのコンピュータで使用される最も一般的な周辺装置拡張
バス。

PDU

プロトコル データ ユニット。パケットの OSI 用語。「BPDU」と「パケット」も参照してください。

PEP

Cisco Product Evolution Program。PEP は、センサーの PID、VID、および SN で構成される UDI 情
報です。PEP は、電子クエリー、製品ラベル、出荷品目を通して、ハードウェア バージョンとシリア
ル番号を提供します。

PER

パック済みエンコーディング ルール。PER では、すべてのタイプを同じようにエンコードする一般的
なエンコード スタイルを使用せずに、日付タイプに基づいてエンコードを特化して、よりコンパクト
な表現を生成します。

PFC

ポリシー フィーチャ カード（Policy Feature Card）。Catalyst 6000 スーパーバイザ エンジンのオプ
ション カードで、VACL パケットのフィルタ処理をサポートします。

PID

製品 ID。UDI の 3 つのパートの 1 つを構成する注文可能製品識別子です。UDI は PEP ポリシーの一
部です。
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ping

Packet Internet Groper。ネットワーク デバイスへの到達可能性をテストするために、IP ネットワーク
でよく使用されます。ターゲット ホストに ICMP エコー要求パケットを送信し、エコー応答返信を
リッスンします。

PIX ファイアウォー
ル

Private Internet Exchange Firewall。シスコのネットワーク セキュリティ デバイスで、プログラミン
グによってネットワーク間でアドレスとポートをブロックしたり使用可能にしたりできます。

PKI

公開キー インフラストラクチャ（Public Key Infrastructure ）。クライアントの X.509 証明書を使用し
た HTTP クライアントの認証です。

Point-to-Point

ピアツーピア。P2P ネットワークでは、ファイル共有の目的で、同時にクライアントとサーバの両方
の機能を果たすノードが使用されます。

（P2P; ポイントツー
ポイント）

POST

電源投入時自己診断テスト。ハードウェア デバイスの電源を入れると、そのデバイスで実行される
ハードウェア診断のセット。

Post-ACL

ARC が ACL エントリを読み取り、ブロックされているアドレスのすべての拒否エントリの後ろにエ
ントリを入れる ACL を指定します。

Pre-ACL

ARC が ACL エントリを読み取り、ブロックされているアドレスのすべての拒否エントリの前にエン
トリを入れる ACL を指定します。

Q
Q.931

ISDN ネットワーク接続の確立、維持、およびクリアする信号送信に関する ITU-T 仕様。

QoS

Quality of Service。伝送システムのパフォーマンスをもとに、その送信品質とサービスのアベイラビ
リティを表します。

R
RADIUS

リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス。システムに対して、ネットワーク サービスに接続し、
使用するための一元化された AAA 機能を提供するネットワーキング プロトコル。

RAM

ランダムアクセス メモリ。マイクロプロセッサによる読み書きが可能な揮発性メモリ。

RAS

Registration, Admission, and Status Protocol。管理機能を実行するためにエンドポイントとゲート
キーパー間で使用されるプロトコル。RAS シグナリング機能は、VoIP ゲートウェイとゲートキー
パー間で、登録、許可、帯域幅変更、ステータス、および解放手順を実行します。

RBCP

ルータ ブレード制御プロトコル。RBCP は SCP に基づいていますが、ルータ アプリケーション専用
に変更されています。イーサネット インターフェイスで動作し、メッセージに 802.2 SNAP カプセル
化を使用するように設計されています。

regex

「正規表現」を参照。

Remote
Authentication
Dial In User
Service

「RADIUS」を参照してください。
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RMA

返品許可。不具合のあるハードウェアを返却し、交換品を受け取るシスコ プログラム。

ROMMON

ROM モニタ（Read-Only-Memory Monitor）。ROMMON は、復旧のためにシステム イメージをセン
サーに TFTP 転送できます。

RPC

リモート プロシージャ コール。クライアント / サーバ コンピューティングの技術的な基礎。RPC は、
クライアントで作成または指定されるプロシージャ コールで、サーバで実行され、結果はネットワー
ク経由でクライアントに返されます。

RSM

Router Switch Module。Catalyst 5000 スイッチにインストールされているルータ モジュール。スタン
ドアロン ルータとまったく同様に機能します。

RTP

Real-Time Transport Protocol（リアルタイム転送プロトコル）。一般に、IP ネットワークで使用され
ます。RTP は、音声、ビデオ、シミュレーション データなどのリアルタイム データをマルチキャス
トまたはユニキャストのネットワーク サービスとして、アプリケーションがリアルタイムにデータを
転送できるように、エンドツーエンドのネットワーク転送機能を提供するように設計されています。
RTP は、ペイロード タイプの識別、シーケンス番号付け、タイムスタンプ処理、配信のモニタリング
などのサービスをリアルタイム アプリケーションに提供します。

RTT

ラウンドトリップ時間。ネットワークによってホストに課されるパケットを送信してから受信確認を
受け取るまでの遅延時間の測定値。

RU

ラック ユニット。ラックは、ラック ユニットで測定されます。1 RU は、44 mm つまり 1.75 インチ
です。

S
SCEP

Simple Certificate Enrollment Protocol。PKCS#7 および PKCS#10 の使用によって既存のテクノロ
ジーを活用した、シスコの PKI 通信プロトコルです。SCEP は進化した登録プロトコルです。

SCP

Switch Configuration Protocol。イーサネット上で直接実行されるシスコの制御プロトコル。

SDEE

Security Device Event Exchange。セキュリティ デバイスのイベントを伝える、製品に依存しない標
準。さまざまなタイプのセキュリティ デバイスによって生成されるイベントを伝えるために必要な拡
張性機能を追加します。

SDEE サーバ

リモート クライアントからのイベントの要求を受け入れます。

Security Monitor

Monitoring Center for Security。ネットワーク デバイスに、イベントの収集、表示、および報告の機
能を提供します。IDS MC とともに使用されます。

SensorApp

IPS のコンポーネントの 1 つ。パケットの取り込みと分析を実行します。SensorApp は、ネットワー
ク トラフィックで悪意のあるコンテンツを分析します。パケットは、センサー上のネットワーク イン
ターフェイスからパケットを収集するように設計されたプロデューサによって供給されたプロセッサ
のパイプラインを通ります。SensorApp は分析エンジンを実行するスタンドアロンの実行可能ファイ
ルです。

Service エンジン

DNS、FTP、H255、HTTP、IDENT、MS RPC、MS SQL、NTP、P2P、RPC、SMB、SNMP、
SSH、TNS などの特定のプロトコルを処理します。

session コマンド
SFP

ルータとスイッチに対して使用されるコマンドで、ルータまたはスイッチ内のモジュールに対して

Telnet またはコンソールのいずれかによるアクセスを提供します。
Small Form-Factor Pluggable。多くの場合、光ケーブルをファイバ インターフェイスに適応させる光
ファイバ トランシーバを指します。詳細については、GBIC を参照してください。
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shun コマンド

新規接続を抑制し、既存のすべての接続からのパケットを不許可にすることにより、攻撃元ホストへ
のダイナミック応答をイネーブルにします。PIX ファイアウォールでブロックしているときに、ARC
によって使用されます。

SMB

サーバ メッセージ ブロック。LAN マネージャおよび同様の NOS で、データをパッケージ化し、他
のシステムと情報を交換するために使用されるファイルシステム プロトコル。

SMTP

シンプル メール転送プロトコル。電子メール サービスを提供するインターネット プロトコル。

SN

Serial Number（シリアル番号）。UDI に含まれます。SN はシスコ製品のシリアル番号です。

SNAP

サブネットワーク アクセス プロトコル。サブネットワーク内のネットワーク エンティティとエンド
システム内のネットワーク エンティティ間で動作するインターネット プロトコル。SNAP は、IEEE
ネットワーク上で IP データグラムと ARP メッセージをカプセル化する標準方式を指定します。エン
ド システム内の SNAP エンティティは、サブネットワークのサービスを利用して、3 つの重要な機能
（データ転送、接続管理、および QoS 選択）を実行します。

SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル。TCP/IP ネットワークでほぼ独占的に使用されているネットワー
ク管理プロトコル。SNMP を使用すると、ネットワーク デバイスのモニタリングと制御、および設
定、統計情報収集、パフォーマンス、セキュリティの管理が可能になります。

SNMP2

SNMP Version 2。ネットワーク管理プロトコルのバージョン 2。SNMP2 では、集中型および分散型
のネットワーク管理方式がサポートされ、SMI、プロトコル動作、管理アーキテクチャ、およびセ
キュリティが改善されています。

SPAN

スイッチド ポート アナライザ。Catalyst 5000 スイッチの機能。既存のネットワーク アナライザのモ
ニタリング機能をスイッチ型イーサネット環境に拡張します。SPAN は、1 つのスイッチド セグメン
トのトラフィックを事前定義済みの SPAN ポートにミラーリングします。SPAN ポートに接続された
ネットワーク アナライザで、その他の任意の Catalyst スイッチド ポートからのトラフィックをモニ
タできます。

SQL

構造化照会言語。リレーショナル データベースの定義およびアクセスに使用される国際的な標準言
語。

SRAM

電源が供給される限り内容を保持する RAM のタイプ。SRAM は、DRAM のように継続的な更新は
必要ありません。

SSH

セキュア シェル。強力な認証と安全な通信を使用してネットワーク上の別のコンピュータにログイン
するユーティリティ。

SSL

Secure Socket Layer。e- コマースにおけるクレジットカード番号の転送など、安全なトランザクショ
ンを提供するために使用されるインターネット用暗号化テクノロジー。

Stacheldraht

ICMP プロトコルに依存する DDoS ツール。

State エンジン

HTTP 文字列のステートフル検索。

STP

スパニングツリー プロトコル 任意のブリッジド イーサネット LAN に対するループフリー トポロ
ジーを保障するネットワーク プロトコル。STP は、ブリッジ ループおよびループによって生じるブ
ロードキャスト放射を回避します。スパニングツリーでは、ブリッジ ループの危険性を伴わず、また
バックアップ リンクを手動で有効または無効にする必要なく、アクティブなリンクが失敗した場合に
自動バックアップ パスを提供するスペア（冗長）リンクをネットワーク設計に追加することができま
す。

String エンジン

シグニチャ エンジンの 1 つ。正規表現ベースのパターン検査、および、TCP、UDP、ICMP などの複
数の転送プロトコルのアラート機能を提供します。
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switch

各フレームの宛先アドレスに基づいて、フレームのフィルタリング、転送、およびフラッディングを
行うネットワーク デバイス。スイッチは、OSI モデルのデータリンク層で動作します。

SwitchApp

IPS のコンポーネントの 1 つ。IPS 4500 シリーズ センサー。外部モニタリング インターフェイスを提
供するスイッチを搭載しています。SwitchApp は InterfaceApp およびセンサーの初期化スクリプトを
有効にし、スイッチと通信を行ったり、制御を行ったりします。

SYN フラッド

プロトコルの実装で処理可能な数を超える多数の TCP SYN パケット（接続開始時に使用されるシー
ケンス番号の同期化要求）をホストに送信する DoS 攻撃。

T
TAC

Cisco Technical Assistance Center。世界には、4 つの TAC があります。

TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System Plus（ターミナル アクセス コントローラ アクセス
コントロール システム プラス）。シスコが強化した専用の Terminal Access Controller Access Control
System（TACACS）。認証、許可、アカウンティングに追加サポートを提供します。

TCP

伝送制御プロトコル。信頼性の高い全二重データ伝送を可能にする、コネクション型トランスポート
層プロトコル。TCP は TCP/IP プロトコル スタックの一部です。

TCPDUMP

TCPDUMP ユーティリティは、フリーの UNIX および Windows 用ネットワーク プロトコル アナラ
イザです。これを使用すると、稼働中のネットワークのデータ、またはディスク上のキャプチャ ファ
イルのデータを検査できます。さまざまなオプションを使用して、各パケットの要約情報と詳細情報
を表示できます。詳細については、http://www.tcpdump.org/ を参照してください。

Telnet

TCP/IP プロトコル スタックにおける標準の端末エミュレーション プロトコル。Telnet はリモート端
末接続に使用され、ユーザはこれを使用してリモート システムにログインし、そのリソースを、ロー
カル システムに接続されているかのように使用することができます。Telnet は RFC 854 で定義され
ています。

TFN

Tribe Flood Network。偽装の送信元 IP アドレスやすぐに変更される送信元 IP アドレスを使用して、
攻撃を突き止めたりフィルタリングしたりする手段を妨げることができる一般的な DoS 攻撃。

TFN2K

Tribe Flood Network 2000。偽装の送信元 IP アドレスやすぐに変更される送信元 IP アドレスを使用し
て、攻撃を突き止めたりフィルタリングしたりする手段を妨げることができる一般的な DoS 攻撃。

TFTP

Trivial File Transfer Protocol。FTP の単純なバージョンで、1 つのコンピュータから別のコンピュー
タに、通常はクライアント認証（ユーザ名とパスワードなど）を使用せずにネットワークを介して
ファイルを転送できます。

threshold

アラームが送信されるまでに許容される最大 / 最小の条件を定義する、上限または下限の値。

TLS

Transport Layer Security。ピアの ID をネゴシエートし、暗号化通信を確立するために、ストリーム
転送で使用されるプロトコル。

TNS

Transparent Network Substrate。データベース アプリケーションに、すべての業界標準ネットワーク
プロトコルに対する 1 つの共通インターフェイスを提供します。TNS により、データベース アプリ
ケーションは、異なるプロトコルを使用して他のデータベース アプリケーションにネットワークから
接続できます。

TPKT

トランスポート パケット。RFC 1006 で定義された、パケット内のメッセージの境界を区切る方法。
プロトコルでは、TCP の上で ISO トランスポート サービスを使用します。
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traceroute

多くのシステム上で使用できる、パケットが宛先まで通るパスを追跡するプログラム。ほとんどの場
合、ホスト間のルーティングの問題のデバッグに使用されます。traceroute プロトコルは RFC 1393
でも定義されています。

Traffic ICMP エンジ TFN2K、LOKI、DDOS などの非標準プロトコルを分析します。
ン

Trojan エンジン

BO2K や TFN2K などの非標準プロトコルからのトラフィックを分析します。

U
UDI

Unique Device Identifier。すべてのシスコ製品に一意の ID を提供します。UDI は、PID、VID、およ
び SN で構成されています。UDI は、Cisco IPS ID PROM に格納されます。

UDLD

単一方向リンク検出。LAN ポートに接続された光ファイバまたは銅製イーサネット ケーブルを使用
して接続されたデバイスで、ケーブルの物理構成をモニタし、単一方向リンクの存在を検出すること
ができるシスコ独自のプロトコルです。単一方向のリンクはスパニングツリー トポロジ ループなど、
さまざまな問題の原因となる可能性があるため、単一方向のリンクが検出された場合、UDLD は影響
を受けた LAN ポートをシャットダウンしてアラートを送信します。

UDP

ユーザ データグラム プロトコル。TCP/IP プロトコル スタックのコネクションレス型トランスポート
層プロトコルです。UDP は、確認応答や配信保証なしでデータグラムを交換する単純なプロトコルで
す。エラー処理と再送信は、他のプロトコルで処理する必要があります。UDP は RFC 768 で定義さ
れています。

UPS

無停電電源装置。

UTC

協定世界時。経度が 0 度のタイムゾーン。旧名称はグリニッジ標準時（GMT）およびズールー時。

UTF-8

8 ビットの Unicode Transformation Format。Unicode の可変長文字エンコーディング。UTF-8 は、
Unicode 文字セットのすべての文字を表すことができ、ASCII と下位互換性があります。

V
VACL

VLAN ACL。スイッチを経由して渡されるすべてのパケット（VLAN 内および VLAN 間）をフィル
タする ACL。セキュリティ ACL とも言います。

VID

バージョン ID。UDI に含まれます。

VIP

Versatile Interface Processor。Cisco 7000 および Cisco 7500 シリーズ ルータで使用されるインター
フェイス カード。VIP は、マルチレイヤ スイッチングを行い、Cisco IOS を実行します。VIP の最新
バージョンは VIP2 です。

VLAN

バーチャル LAN（Virtual Local Area Network）。（管理ソフトウェアを使用して）設定された 1 つ以
上の LAN 上のデバイス グループ。実際には多数の異なる LAN セグメントに配置されている場合で
も、同じケーブルに接続されているかのように通信できます。VLAN は物理接続ではなく論理接続に
基づいているため、柔軟性がとても高い機能です。

VMS

CiscoWorks VPN/Security Management Solution。さまざまな Web ベース ツールを組み合わせた、
ネットワーク セキュリティ アプリケーション スイート。これらのツールは、エンタープライズ
VPN、ファイアウォール、ネットワーク侵入検知システム、およびホストベースの侵入防御システム
を構成、管理、およびトラブルシューティングするために使用できます。
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VoIP

Voice over IP。POTS のような機能、信頼性、および音声品質を備えながら、IP ベースのインター
ネット上で通常のテレフォニー スタイルの音声を伝送する機能。VoIP を使用すれば、ルータから IP
ネットワーク上で音声トラフィック（通話や FAX など）を伝送できます。VoIP では、DSP が音声信
号をフレームに分割します。その後、フレームは、2 つずつ連結され、音声パケットに保存されます。
これらの音声パケットは、ITU-T 仕様の H.323 に従って、IP を使用して送信されます。

VPN

バーチャル プライベート ネットワーク（ネットワーキング）ネットワーク間のトラフィックをすべて
暗号化することにより、パブリック TCP/IP ネットワーク経由でも IP トラフィックをセキュアに転送
できます。VPN では、「トンネリング」が使用され、すべての情報が IP レベルで暗号化されます。

VTP

VLAN トランキング プロトコル。ネットワーク全体で VLAN の追加、削除、および名前の変更を管
理するシスコのレイヤ 2 メッセージング プロトコル。

vulnerability

コンピュータやネットワークの悪用パターンが開始されやすい状況を許す、当該コンピュータやネッ
トワークの 1 つ以上の属性。

W
WAN

ワイドエリア ネットワーク。広範な地理的領域に分散するユーザにサービスを提供し、多くの場合、
共通の通信事業者が提供する送信デバイスを使用するデータ通信ネットワークです。フレームリ
レー、SMDS、および X.25 が WAN の代表例です。

Web サーバ

IPS のコンポーネントの 1 つ。リモート HTTP クライアント要求を待機し、適切なサーブレット アプ
リケーションを呼び出します。

WHOIS

ドメイン名または IP アドレスの所有者を特定する公式データベースへのクエリーに使用される TCP
ベースのクエリー / 応答プロトコル。

Wireshark

Wireshark は、フリーの Unix および Windows 用ネットワーク プロトコル アナライザです。これを使
用すると、稼働中のネットワークのデータ、またはディスク上のキャプチャ ファイルのデータを検査
できます。対話的にキャプチャ データをブラウズし、各パケットの要約情報と詳細情報を表示できま
す。Wireshark には、機能豊富な表示フィルタ言語や TCP セッションの再構築されたストリームの表
示機能など、いくつかの強力な機能があります。詳細については、http://www.wireshark.org を参照
してください。

X
X.509

証明書に含まれる情報を定義する標準。

XML

eXtensible Markup Language。異種ホスト間のデータ交換に使用されるテキスト ファイル形式。

XPI

クロス パケット インスペクション。複数のパケットにわたって検索し、パケットおよびペイロードの
再構成を行える、TCP で使用されているテクノロジー。

Z
zone

異常検出で使用される、内部、不正、または外部ゾーンにソートされる宛先 IP アドレスのセット。
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あ
アーキテクチャ

コンピュータまたは通信システムの全体的な構造。アーキテクチャはシステムの機能と制限に影響を
与えます。

アクション

イベントに対するセンサーの応答。アクションは、イベントがフィルタ処理されない場合にだけ発生
します。TCP リセット、ホストのブロック、接続のブロック、IP ログ収集、アラート トリガー パ
ケットのキャプチャなどがあります。

アクティブ ACL

ARC によって作成、管理される ACL。ルータのブロック インターフェイスに適用されます。

アスペクト バージョ
ン

IDIOM のデフォルト コンフィギュレーション設定と関連付けられたバージョン情報。たとえば、シ
スコは攻撃シグニチャの標準セットを、S アスペクトのデフォルト設定の集合として公開しています。
S アスペクトのバージョン番号は、シグニチャ更新パッケージ ファイル名では S の後ろに表示されま
す。その他のアスペクトとしては、ウイルス シグニチャ定義を含む V アスペクト、IDIOM 署名キー
を含むキーアスペクトがあります。

宛先アドレス

データを受信するネットワーク デバイスのアドレス。

アトミック アタック

1 つのパケット内に含まれる悪用を表します。たとえば、「ping of death」攻撃は、単一の異常に大き
な ICMP パケットです。

アプリケーション

Cisco IPS 環境で動作するように設計された任意のプログラム（プロセス）。

アプリケーション イ
メージ

センサーの操作に使用される永続的なストレージ デバイスに格納される完全な IPS イメージ。

アプリケーション イ
ンスタンス

IPS 環境の特定のハードウェアで動作する特定のアプリケーション。アプリケーション インスタンス
には、その名前と、ホスト コンピュータの IP アドレスによってアドレス可能です。

アプリケーション
パーティション

IPS ソフトウェア イメージを含むブート可能ディスクまたはコンパクトフラッシュ パーティション。

アラート

厳密には IPS のイベント タイプの 1 つを指し、evAlert としてイベント ストアに書き込まれます。一
般に、アラートは、ネットワークの不正使用が進行中であるか、潜在的なセキュリティの問題が発生
していることを示す IPS メッセージです。アラームとも言います。

アラーム チャネル

インスペクタによって生成されたすべてのシグニチャ イベントを処理する IPS ソフトウェア モジュー
ル。主な機能は、受信した各イベントに対するアラートの生成です。

暗号化

データに特殊なアルゴリズムを適用してそのデータの外見を変更し、その情報を読む許可を与えられ
ていないユーザには理解できないようにすること。

暗号キー

平文と暗号文の間の変換に使用されるシークレット バイナリ データ。暗号化と復号化に同じ暗号キー
が使用される場合を対称と言います。暗号キーが暗号化と復号化のいずれかに使用される（両方では
ない）場合を非対称と言います。

異常検出

AD。正常なネットワーク トラフィックのベースラインを作成し、そのベースラインを使用してワー
ムに感染したホストを検出するセンサー コンポーネント。

イベント

アラート、ブロック要求、ステータス メッセージ、またはエラー メッセージを含む IPS メッセージ。

イベント ストア

IPS のコンポーネントの 1 つ。IPS イベントの格納に使用される、固定サイズのインデックス付きス
トア。
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インライン インター
フェイス

センサーが 1 つのインターフェイスで受け取ったすべてのトラフィックをペアの他方のインターフェ
イスに転送するように設定された物理インターフェイスのペア。

インライン モード

ネットワークに出入りするすべてのパケットがセンサーを通過する必要があります。

ウイルス

コンピュータ ソフトウェアの隠された、自己複製セクション。通常、感染によって伝播する悪意のあ
るロジックです。自分自身のコピーを別のプログラムに挿入し、その一部となります。ウイルスは自
力では実行できません。ウイルスをアクティブにするには、ホスト プログラムを実行する必要があり
ます。

ウイルス更新

特にウイルスに対応したシグニチャ更新。

ウォッチ リスト レー WLR。0 ～ 100 の範囲で CSA MC ウォッチ リストに関連付けられる重み（CSA MC は 0 ～ 35 の範
囲のみを使用します）。
ティング
エスケープ表現

正規表現で使用されます。文字を 16 進数値で表すことができます。たとえば、「a」に相当する \x61
を使用した場合、\x61 は文字「a」を表すエスケープ表現です。

エンジン

センサーのコンポーネントの 1 つ。特定の 1 つのカテゴリで多数のシグニチャをサポートするように
設計されています。各エンジンには、シグニチャの作成や既存のシグニチャの調整に使用できるパラ
メータがあります。

エンタープライズ
ネットワーク

企業などの組織内で大部分の主要ポイントを接続する、大規模で多様なネットワーク。私的に所有さ
れ、保守される点で WAN とは異なります。

か
仮想化された検知イ
ンターフェイス

仮想化されたインターフェイスはサブインターフェイスに分割され、各サブインターフェイスは

VLAN のグループで構成されます。1 つ以上のサブインターフェイスに 1 つの仮想センサーを関連付
け、それらのサブインターフェイスに異なる侵入防止ポリシーを割り当てることができます。物理イ
ンターフェイスとインライン インターフェイスの両方を仮想化できます。

仮想化されていない
検知インターフェイ
ス

仮想化されていない検知インターフェイスは、サブインターフェイスに分割されず、インターフェイ
ス全体を 1 つの仮想センサーだけに関連付けることができます。

仮想センサー

シグニチャ エンジンのセンシング インターフェイスと設定ポリシー、およびシグニチャ エンジンに
適用するアラーム フィルタの論理グループ。つまり、それぞれが異なるシグニチャの動作とトラ
フィック供給で設定された、同一アプライアンス上で動作する複数の仮想センサーです。

カットスルー アーキ
テクチャ

カットスルー アーキテクチャとは、パケットスイッチング システムの設計方法の 1 つです。パケット
がスイッチに到達すると、パケット内の最初の数バイトのみを読み取って宛先アドレスを確認し、ほ
ぼ瞬時にパケットの転送を開始します。この手法はパフォーマンスを向上させます。

偽陰性

不正なトラフィックが検出されたときにシグニチャが起動されない状態。

ギガビット イーサ
ネット

1996 年に IEEE（電気電子学会）802.3z 規格委員会によって承認された、高速イーサネットの規格。

脅威レーティング

TR。脅威レーティングは、モニタ対象のネットワークでアラートの脅威を示す応答アクションに基づ
いて、攻撃のリスク レーティングの数値的な減少を表す 0 ～ 100 の値です。

偽陽性

正常なトラフィックまたは良好なアクションによってシグニチャが起動される状態。
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共有秘密情報

セキュア通信に関わる当事者のみが知っているデータ。共有秘密には、パスワード、パスフレーズ、
大きな数、ランダムに選択したバイトの配列などがあります。

拒否フィルタ プロ
セッサ

IPS のプロセッサ。攻撃者拒否機能を処理します。拒否されたソース IP アドレスのリストを維持しま
す。

グローバル相関

IPS センサーは、グローバル相関データベースを通して他のデバイスと情報を共有し、すべてのデバ
イスの有効性を総合的に向上させます。

グローバル相関クラ
イアント

更新を取得し、ローカル グローバル相関データベースにインストールする CollaborationApp のソフ
トウェア コンポーネント。

グローバル相関デー
タベース

IPS センサーなどのコラボレーション デバイスから取得され、これらの間で共有される情報の集合。

攻撃

知的脅威から発生するシステム セキュリティへの攻撃。セキュリティ サービスを回避してシステムの
セキュリティ ポリシーを妨害するために、（特に方法や技術に関して）用意周到に計画したうえで試
みられた知的行為を意味します。

攻撃重大度レーティ
ング

ASR。脆弱性の悪用が成功した場合の重大度に関連付けられた重み。攻撃重大度レーティングは、シ
グニチャのアラート重大度パラメータ（informational、low、medium、または high）から計算されま
す。攻撃重大度レーティングはシグニチャごとに設定され、検出されたイベントどれだけ危険かを示
します。

コマンド / コント
ロール インターフェ
イス

IPS マネージャなどのネットワーク デバイスと通信する、センサー上のインターフェイス。このイン
ターフェイスには IP アドレスが割り当てられています。

コミュニティ

SNMP における、同じ管理ドメイン内の管理対象デバイスと NMS の論理グループ。

コンソール ポート

センサーでコンソール デバイスへの接続に使用される、RJ45 シリアル ポートまたは DB9 シリアル
ポート。

さ
サービス パック

不具合の修正のリリースおよび新しいシグニチャ エンジンのサポートに使用されます。サービス パッ
クには、最後のベース バージョン（マイナーまたはメジャー）以降のすべての不具合の修正と新しい
不具合の修正が含まれます。

再構成

ソースまたは中間ノードでフラグメント化された IP データグラムを宛先で元に戻すこと。

再パッケージ リリー
ス

パッケージングまたはインストーラの不具合に対処したリリース。

サブシグニチャ

一般のシグニチャより細分化されたシグニチャ。通常は、より広い範囲のシグニチャをさらに定義し
ます。

時間プロセッサ

IPS のプロセッサ。タイムスライス カレンダーに格納されたイベントを処理します。主なタスクは、
古いデータベース エントリを有効期限切れにすることと時間に依存する統計情報を計算することで
す。

シグニチャ

シグニチャはネットワーク情報を抽出し、典型的な侵入アクティビティを示すルール セットと比較し
ます。
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シグニチャ アップ
デート

ワーム、DDOS、ウイルスなどの悪意のあるネットワーク アクティビティを認識するためのルール
セットを含む実行可能ファイル。シグニチャ更新は独立してリリースされ、必要なシグニチャ エンジ
ン バージョンに依存し、独自のバージョニング スキームを持ちます。

シグニチャ イベント
アクション オーバー
ライド

リスク レーティング値に基づいてアクションを追加します。シグニチャ イベント アクション オー
バーライドは、設定されたリスク レーティングしきい値の範囲に入るすべてのシグニチャに適用され
ます。各シグニチャ イベント アクション オーバーライドは独立し、アクション タイプごとに別々の
設定値を持ちます。

シグニチャ イベント
アクション ハンドラ

要求されたアクションを実行します。シグニチャ イベント アクション ハンドラからの出力は、実行
されているアクションと、イベント ストアに書き込まれる evIdsAlert（ある場合）です。

シグニチャ イベント
アクション フィルタ

シグニチャ イベントのシグニチャ ID、アドレス、リスク レーティングに基づいてアクションを差し
引きます。シグニチャ イベント アクション フィルタへの入力は、シグニチャ イベントアクション
オーバーライドによって追加された可能性のあるアクションを含むグニチャ イベントです。

シグニチャ イベント
アクション プロセッ
サ

イベント アクションを処理します。イベント アクションは、イベント リスク レーティングのしきい
値と関連付けることができます。アクションが発生するには、この値を上回る必要があります。

シグニチャ エンジン

センサーのコンポーネントの 1 つ。特定のカテゴリで多数のシグニチャをサポートします。エンジン
は、パーサーとインスペクタで構成されています。各エンジンには規定のパラメータのセットがあ
り、パラメータには使用可能な範囲や値のセットがあります。

シグニチャ エンジン
のアップデート

新しいシグニチャ アップデートをサポートするバイナリ コードを含む、独自のバージョニング ス
キームを持つ実行可能ファイル。

シグニチャ忠実度
レーティング

SFR。ターゲットに関する具体的な情報がない場合に、シグニチャをどの程度忠実に実行するかに関

シグニチャ分析プロ
セッサ

IPS のプロセッサ。処理中のパケットを対象とするように設定された、ストリームベースではないイ
ンスペクタにパケットを発送します。

システム イメージ

センサー全体のイメージの再作成に使用される、IPS アプリケーションとリカバリの完全なイメージ。

自動ステート

通常自動ステート モードでは、VLAN 上のポートが少なくとも 1 つアップしていると、レイヤ 3 イン
ターフェイスはアップしたままになります。VLAN 上のポートにロード バランサやファイアウォール
サーバなどのアプライアンスが接続されている場合、これらのポートを自動ステート機能から除外す
るように設定して、これらのポートが非アクティブの場合でも転送 SVI がダウンしないようにするこ
とができます。

出力

ネットワークを離れるトラフィック。

証明書

公開キーなどのユーザまたはデバイス属性のデジタル表現であり、信頼できる秘密キーで署名されて
います。

侵入検知システム

IDS。不正な方法によるシステム リソースへのアクセスの試みを発見し、リアルタイムまたはそれに
近い形で警告を与えることを目的として、システム イベントの監視と分析を行うセキュリティ サービ
ス。

信頼できるキー

ユーザが信頼する公開キー。特に、認証パスで最初の公開キーとして使用される公開キーです。

信頼できる証明書

証明書のユーザが検証テストなしで有効であると信頼する証明書。特に、認証パスで最初の公開キー
の提供に使用される公開キー証明書です。

連付ける重みを示します。シグニチャ忠実度レーティングはシグニチャごとに設定され、シグニチャ
が、それが表しているイベントまたは条件をどれだけ正確に検出するかを示します。
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据え置き

平らな面に設置する場合にセンサー底部にゴム脚を取り付けます。ゴム脚を使用すると、センサーの
周りに適正なエアーフローが確保され、振動を吸収するので、ハードディスク ドライブへの衝撃が軽
減されます。

ストリーム再構成プ
ロセッサ

IPS のプロセッサ。さまざまなストリームベース インスペクタでのパケットが正しい順序で到着する
ように TCP ストリームの順序を変更します。TCP ストリームの正規化も行います。Normalizer エン
ジンでは、アラート アクションと拒否アクションをイネーブルまたはディセーブルにできます。

スニファ インター
フェイス

「センシング インターフェイス」を参照。

スパニングツリー

ネットワーク トポロジのループのないサブセット。

スリーウェイ ハンド
シェイク

2 つのプロトコル エンティティが接続の確立中に同期するプロセス。

スレーブ ディスパッ
チ プロセッサ

IPS のプロセッサ。デュアル CPU システムで見られるプロセス。

正規表現

データ ストリームまたはファイル内で指定された文字シーケンスを検索する方法を定義できるメカニ
ズム。正規表現は高機能かつ柔軟な表記法で、テキストを表現するためのミニ プログラミング言語の
ようなものです。パターン マッチングでは、正規表現によりあらゆる任意のパターンを簡潔に表記で
きます。

制御インターフェイ
ス

ARC では、ネットワーク デバイスと Telnet セッションまたは SSH セッションを開くときに、そのデ
バイスのルーティング インターフェイスの 1 つがリモート IP アドレスとして使用されます。これが
制御インターフェイスです。

制御トランザクショ
ン

CT。特定のアプリケーション インスタンスに対して出されたコマンドを含む IPS メッセージ。制御
トランザクションは、管理アプリケーションと IPS センサー間、または同じ IPS センサー上のアプリ
ケーション間で送信できます。制御トランザクションには、start、stop、getConfig などがあります。

製造イメージ

製造によってイメージ センサーに使用される完全な IPS システム イメージ。

セキュア シェル プロ 伝送制御プロトコル（TCP）アプリケーションを介して、ルータへのセキュア リモート接続を提供す
るプロトコルです。
トコル
セキュリティ コンテ
キスト

1 つの適応型セキュリティ アプライアンスは複数の仮想デバイスに分割できます。これをセキュリ
ティ コンテキストと呼びます。各コンテキストは、独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイ
ス、および管理者を持つ独立したデバイスです。マルチ コンテキストは、複数のスタンドアロン デバ
イスを使用することに似ています。マルチ コンテキスト モードでは、ルーティング テーブル、ファ
イアウォール機能、IPS、管理など、多くの機能がサポートされます。

接続ブロック

特定の送信元 IP アドレスから特定の宛先 IP アドレスおよび宛先ポートへのトラフィックをブロック
します。

センサー

侵入検知エンジンのことです。不正行為の兆候を探してネットワーク トラフィックを分析します。

センシング インター
フェイス

目的のネットワーク セグメントをモニタする、センサー上のインターフェイス。センシング インター
フェイスは、無差別モードです。つまり、IP アドレスを持たず、モニタしたセグメント上では見えま
せん。

全二重

送信ステーションと受信ステーション間でデータを同時伝送する機能。
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送信元アドレス

データを送信するネットワーク デバイスのアドレス。

ソフトウェア バイパ
ス

検査なしでトラフィックを IPS システム経由で通過させます。

た
ダークネット

ユーザが信頼する人々とのみ接続する仮想プライベート ネットワーク。一般に、ダークネットは通信
する人々の閉じた、プライベートな任意のタイプのグループを意味しますが、多くの場合、特にファ
イル共有ネットワークに使用されます。すべての秘密の通信ネットワークに対して集合的に使用され
ることもあります。

ターゲットの価値
レーティング

TVR。ターゲットの認識値に関連付けられた重み。ターゲットの価値レーティングはユーザ設定可能
な値（zero、low、medium、high、または mission critical）であり、ネットワーク資産の IP アドレ
スを通じてその重要性を表します。

ターミナル サーバ

他のシリアル デバイスに接続された複数の低速な非同期ポートを搭載したルータ。ターミナル サーバ
は、センサーを含むネットワーク機器をリモートで管理する場合に利用できます。

単一方向リンク検出 「UDLD」を参照してください。
チューニング

シグニチャ パラメータを調整して既存のシグニチャを変更すること。

データグラム

事前に仮想回線を確立することなく、伝送媒体上のネットワーク層ユニットとして送信される情報の
論理的なグループ化。IP データグラムは、インターネットにおける主な情報単位です。セル、フレー
ム、メッセージ、パケット、セグメントという用語も、OSI 参照モデルのさまざまなレイヤとさまざ
まなテクノロジー領域で、情報の論理的なグループ化を表すために使用されます。

データベース プロ
セッサ

IPS のプロセッサ。シグニチャの状態とフロー データベースを管理します。

適応型セキュリティ
アプライアンス

ASA。ファイアウォール、VPN コンセントレータ、および侵入防御ソフトウェア機能が 1 つのソフ

統計プロセッサ

IPS のプロセッサ。パケット数やパケット到着レートなどのシステム統計情報を記録します。

トポロジ

企業ネットワーキング構造内のネットワーク ノードおよびメディアの物理的な配置。

トラップ

特別に定義された状況やしきい値の到達などの重要なイベントの発生を知らせるために、SNMP エー
ジェントから NMS、コンソールまたは端末に送信されるメッセージ。

トラフィック分析

データが暗号化されている場合、または直接使用可能でない場合にも、データ フローの観測可能な特
徴から情報を推理すること。このような特徴には、発信元と宛先（複数の場合もある）の ID と場所
や、事象の存在、回数、頻度、期間などがあります。

トランク

ネットワーク トラフィックが移動する 2 つのスイッチ間の物理および論理接続。バックボーンは多数
のトランクで構成されています。

トウェア イメージに結合されています。適応型セキュリティ アプライアンスは、シングル モードま
たはマルチモードで設定できます。
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な
認証

ユーザがシステムを使用する権限を持っていることを確認する処理。通常はパスワード キーまたは証
明書によって行われます。

ネイバー検索

IPv6 のプロトコル。同じリンク上の IPv6 ノードは、ネイバー探索を使用して相手の存在の検出、相
手のリンク層アドレスの特定、ルータの検索、アクティブ ネイバーへのパスに関する到達可能性情報
の維持を行います。

ネットワーク アクセ 「NAS-ID」を参照してください。
ス ID
ネットワーク参加

グローバル相関データベースに学習した情報を提供するネットワーク。

ネットワーク参加ク
ライアント

SensorBase Network にデータを送信する CollaborationApp のソフトウェア コンポーネント。

ネットワーク デバイ
ス

ネットワーク上の IP トラフィックを制御し、攻撃元ホストをブロックできるデバイス。ネットワーク
デバイスには、Cisco ルータや PIX Firewall などがあります。

ノード

コマンド / コントロール ネットワーク上の物理的な通信要素。たとえば、アプライアンスまたはルー
タ。

は
ハードウェア バイパ
ス

物理インターフェイスをペアにする特殊なインターフェイス カード。ソフトウェア エラーが検出され
ると、物理インターフェイスを直接接続し、トラフィックがペアを通過できるようにするバイパス メ
カニズムを起動します。ハードウェア バイパスは、ネットワーク インターフェイスでトラフィックを
通過させますが、IPS システムへは渡しません。

バイパス モード

センサーが失敗した場合でも、引き続きセンサーからパケットを通過させるモード。バイパス モード
は、インラインペア インターフェイスにのみ適用されます。

パケット

情報を論理的にグループ化したもの。制御情報が格納されたヘッダーと、（通常は）ユーザ データが
含まれています。パケットは、ほとんどの場合ネットワーク層のデータの単位を表します。データグ
ラム、フレーム、メッセージ、セグメントという用語も、OSI 参照モデルのさまざまなレイヤとさま
ざまなテクノロジー領域で、情報の論理的なグループ化を表すために使用されます。

パッシブ OS フィン
ガープリント

センサーは、ネットワークで交換されるパケットの特性を検査することで、ホストのオペレーティン
グ システムを特定します。

パッシブ フィンガー
プリント

システムで使用できる OS やサービスをネットワーク対話のパッシブな観察から決定すること。

パッチ リリース

ソフトウェア リリース（サービス パック、マイナー、またはメジャー更新）のリリース後に更新（マ
イナー、メジャー、またはサービス パック）バイナリで特定された不具合を解決するリリース。

ハンドシェイク

複数のネットワーク デバイス間で、伝送の同期を確認するために交換される一連のメッセージ。

半二重

送信ステーションと受信ステーション間で、一度に 1 方向にのみデータ転送できる機能。BSC は、半
二重プロトコルの一例です。
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ファイアウォール

接続されている任意のパブリック ネットワークおよびプライベート ネットワーク間でバッファとして
設計された、1 つのルータまたはアクセス サーバ、または複数のルータまたはアクセス サーバ。ファ
イアウォール ルータは、アクセス リストや他の方法を使用して、プライベート ネットワークのセ
キュリティを確保します。

ファスト イーサネッ
ト

各種 100 Mbps イーサネット仕様のいずれか。ファスト イーサネットは、10BASE-T イーサネット仕
様の 10 倍の速度を実現し、フレーム フォーマット、MAC メカニズム、MTU などの品質を維持しま
す。その類似性により、ファスト イーサネット ネットワーク上で既存の 10BaseT アプリケーション
およびネットワーク管理ツールを使用できます。IEEE 802.3 仕様の拡張に基づいています。

ブートローダ

システムの電源投入時に読み込まれるソフトウェアの小セット。（ディスク、ネットワーク、外部の
コンパクト フラッシュや外部の USB フラッシュ メモリから）オペレーティング システムをロード
し、そのオペレーティング システムが IPS アプリケーションをロード、実行します。AIM IPS では、
モジュールをネットワークから起動し、ディザスタ リカバリ、ソフトウェアのインストールなど、モ
ジュールがソフトウェアにアクセスできないときの動作を補助します。

フェール オープン

ハードウェア障害後にデバイスからトラフィックを通過させます。

フェール クローズ

ハードウェア障害後にデバイスでのトラフィックをブロックします。

フォワーディング

インターネットワーキング デバイス経由でフレームを最終宛先に送信するプロセス。

複合攻撃

1 つのセッションの複数のパケットにわたって影響します。FTP、Telnet などのほとんどのカンバ
セーション攻撃とほとんどの正規表現ベースの攻撃が含まれます。

プラグイン可能な認 「PAM」を参照してください。
証モジュール
フラグメンテーショ
ン

元のパケット サイズをサポートできないネットワーク メディアを介してパケットを送信するときに、
パケットを小さい単位に分割するプロセス。

フラグメント

小さな単位に分割された大きなパケットの一部。

フラグメント再構成
プロセッサ

IPS のプロセッサ。フラグメント化された IP データグラムを再構成します。センサーがインライン
モードの場合、IP フラグメントの正規化も行います。

ブラックホール

ネットワークの一部分の悪条件またはシステム設定の不備により、パケットが入っても現れないイン
ターネットワークの領域を表すルーティング用語。

フラッディング

スイッチおよびブリッジにより使用されるトラフィック通過手法。インターフェイス上で受信された
トラフィックは、最初に情報を受信したインターフェイスを除き、そのデバイスのすべてのインター
フェイスから送信されます。

ブロック

指定されたネットワーク ホストまたはネットワークから入ってくるすべてのパケットをネットワーク
デバイスが拒否するように指定するセンサーの機能。

ブロック インター
フェイス

センサーが管理する、ネットワーク デバイス上のインターフェイス。

ブロック解除

それまで適用されていたブロックを削除するようにルータに指示すること。

分析エンジン

センサー設定を処理する IPS ソフトウェア モジュール。インターフェイスとシグニチャおよびアラー
ム チャネル ポリシーを設定済みのインターフェイスにマッピングします。パケット分析とアラート検
出を実行します。分析エンジン機能は、SensorApp プロセスによって提供されます。
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ベース バージョン

サービス パックやシグニチャ更新などのフォローアップ リリースをインストールする前にインストー
ルする必要があるソフトウェア リリース。メジャーおよびマイナー更新はベース バージョン リリー
スです。

ホスト ブロック

ARC は、特定の IP アドレスからのすべてのトラフィックをブロックします。

ボットネット

自立的および自動的に実行されるソフトウェア ロボット、つまりボットの集合。多くの場合、悪意の
あるソフトウェアを表す場合に使用される用語ですが、配布されたコンピューティング ソフトウェア
を使用するコンピュータのネットワークを指すこともあります。ボットネットという用語は、一般的
な指示管理インフラストラクチャで、通常、ワーム、トロイの木馬、バック ドアを通してインストー
ルされたソフトウェアを実行する侵害されたコンピュータ（ゾンビ コンピュータと呼ばれる）の集合
を指すときに使用されます。

ま
マイナー アップデー
ト

製品ラインへの小規模な機能強化を含むマイナー バージョン。マイナー アップデートはメジャー
バージョンに対する差分であり、サービス パックのベース バージョンです。

マスター ブロッキン
グ センサー

1 つ以上のデバイスを制御するリモート センサーです。ブロッキング転送センサーがブロッキング要
求をマスター ブロッキング センサーに送信し、マスター ブロッキング センサーがブロッキング要求
を実行します。

マルウェア

不明なホストにインストールされている悪意のあるソフトウェアです。

無差別デルタ

PD。シグニチャごとに設定される 0 ～ 30 の重み。無差別モードでは、全体的なリスク レーティング
からこの値を差し引くことができます。

無差別モード

ネットワーク セグメントのパケットをモニタするパッシブ インターフェイス。検知インターフェイス
には IP アドレスが割り当てられず、攻撃者に見えません。

メジャー アップデー
ト

製品の主要な新機能または大きなアーキテクチャ上の変更を含むベース バージョン。

メンテナンス パー
ティション

IDSM2 上のブート可能ディスク パーティション。ここから、アプリケーション パーティションに
IPS イメージをインストールできます。IDSM2 がメンテナンス パーティションにブートされている
間、IPS 機能は使用できません。

メンテナンス パー
ティション イメージ

IDSM2 上のメンテナンス パーティションにインストールされたブート可能ソフトウェア イメージ。
メンテナンス パーティション イメージは、アプリケーション パーティションへのブート中にのみイ
ンストールできます。

モニタリング イン
ターフェイス

「センシング インターフェイス」を参照。

ら
ラウンドトリップ時 「RTT」を参照してください。
間
ラックマウント

センサーを装置ラックに搭載すること。
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リカバリ パッケージ

アプリケーションの完全なイメージとインストーラを含む IPS パッケージ ファイル。センサーで復旧
に使用されます。

リスク レーティング

RR。リスク レーティングとは、ネットワーク上の特定イベントと関連付けられたリスクを数値化し
た 0 ～ 100 の値です。攻撃のリスクは、攻撃の重大度、忠実度、関連性、および資産価値を表し、応
答または軽減アクションではありません。このリスクは、ネットワークに対する障害が大きくなるほ
ど高くなります。

良性トリガー

シグニチャは正しく起動されたけれどもトラフィックのソースに悪意がない状態。

レイヤ 2 プロセッサ

IPS のプロセッサ。レイヤ 2 関連イベントを処理します。また、不正な形式のパケットを識別し、処
理パスから取り除きます。

レピュテーション

レピュテーションとは、人間社会の場合と同様、インターネット上でのデバイスに関する評価のこと
です。レピュテーションを使用すると、インストール ベースの IPS センサーは、既存のネットワーク
インフラストラクチャと協力してコラボレーションを行うことができるようになります。レピュテー
ションのあるネットワーク デバイスは、ほとんどが悪意のあるネットワーク デバイスまたは感染した
可能性があるネットワーク デバイスです。

ロガー

IPS のコンポーネントの 1 つ。アプリケーションのすべてのログ メッセージをログ ファイルに書き込
み、アプリケーションのエラー メッセージをイベント ストアに書き込みます。

ロギング

ログ ファイルに発生したアクションを収集します。セキュリティ情報のロギングは、イベント（IPS
のコマンド、エラー、およびアラート）のロギングと、個々の IP セッション情報のロギングという 2
つのレベルで実行されます。

わ
ワーム

独立して実行され、自身の完全な動作バージョンをネットワーク上の他のホストに伝播させて、コン
ピュータ リソースを破壊的に消費することができるコンピュータ プログラム。
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