
CLIクイックリファレンスガイド

この章は、次の項で構成されています。

次の表を使用すると、目的の CLIコマンドを見つけ、その簡単な説明と C-Series、X-Series、
M-Seriesの各プラットフォームで実行可能かどうかを確認できます。

• CLIコマンド（確定が不要なもの）（1ページ）
• CLIコマンド（確定が必要なもの）（8ページ）

CLIコマンド（確定が不要なもの）
実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Seriesさまざまなファイルレピュテーション

および分析コンポーネントのバージョ

ンを表示します。

ampstatus

C-Series、X-SeriesAnti-Spamステータスを表示します。antispamstatus

C-Series、X-Seriesスパム定義を手動で更新します。antispamupdate

C-Series、X-SeriesAnti-Virusステータスを表示します。antivirusstatus

C-Series、X-Seriesウイルス定義を手動で更新します。antivirusupdate

C-Series、X-Seriesキュー内の古いメッセージをアーカイ

ブします。

archivemessage

C-Series、X-Series、M-Seriesキューからメッセージをバウンスしま

す。

bouncerecipients

C-Series、X-Series、M-Series変更をクリアします。clearchangesまたは
clear

C-Series、X-Series、M-Series変更を確定します。commit
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series最後の確定に関する詳細情報を表示し

ます。

commitdetail

C-Series、X-Seriesコンテンツスキャナバージョン情報を

表示します。

contentscannerstatus

C-Series、X-Seriesコンテンツスキャナエンジンの手動更

新を要求します。

contentscannerudpate

C-Series、X-Series、M-Series現在の日時を表示しますdate

C-Series、X-Series指定されたドメインの DANEがサポー
トされているかどうかを確認します。

daneverify

C-Series、X-Series、M-Seriesキューからメッセージを削除します。deleterecipients

C-Series、X-Series、M-Seriesメッセージのスケジュールを即時配信

用に再設定します。

delivernow

C-Series、X-Series、M-SeriesRAIDディスク、ネットワークキャッ
シュ、および SMTP接続をチェックし
ます。ネットワークキャッシュをクリ

アします。

diagnostic

C-Series、X-SeriesDNSサーバ上でレコードをルックアッ
プします

dig

C-Series、X-Series、M-Seriesアプライアンスから送信された最後の

n個のアラートを表示します
displayalerts

C-Series、X-SeriesDLPエンジンのバージョン情報dlpstatus

C-Series、X-SeriesDLPエンジンを更新します。dlpupdate

C-Series、X-Series、M-SeriesDNSキャッシュからすべてのエントリ
をクリアします。

dnsflush

C-Series、X-SeriesDNSベースのリストサービスの DNS
ルックアップをテストします。

dnslisttest

C-Series、X-Series、M-SeriesDNS統計情報を表示します。dnsstatus

C-Series、X-Seriesドメイン例外リストの作成domainrepconfig

C-Series証明書を取得するのに使用する登録ク

ライアントのバージョンを確認します

ecstatus

CLIクイックリファレンスガイド
2

CLIクイックリファレンスガイド

CLIコマンド（確定が不要なもの）

b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_17
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_18
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_19
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_20
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_21
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_22
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_23
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_24
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_25
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_26
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_27
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_28
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_29
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_30
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_31
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_32
b_CLI_Reference_Guide_12_1_chapter3.pdf#nameddest=unique_33


実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series証明書を取得するのに使用する登録ク

ライアントを更新します

ecupdate

C-Series、X-SeriesPXEエンジンとドメインマッピング
ファイルのバージョンを表示します。

encryptionstatus

C-Series、X-SeriesPXEエンジンの更新を要求します。encryptionupdate

C-Series、X-Seriesアプライアンス上でイネーブルになっ

ているすべてのエンジンのステータス

と CPU使用率を表示します。

enginestatus

C-Series、X-Series、M-Seriesシステム機能キーを管理します。featurekey

C-Series、X-Series、M-Seriesメールログファイルのイベントを検索

します

findevent

C-Series、X-Series地理位置情報リストを手動で更新しま

す。

geolocationupdate

C-Series、X-Series地理位置情報リストの現在のバージョ

ンが表示されます。

geolocationstatus

C-Series、X-SeriesHow-Toコンポーネントを手動で更新し
ます

howtoupdate

C-Series、X-SeriesHow-Toコンポーネントの現在のバー
ジョンが表示されます

howtostatus

C-Series、X-Series既存のグレイメールルールの詳細を表

示します

graymailstatus

C-Series、X-Series手動でグレイメールルールを更新しま

す

graymailupdate

C-Series、X-Series、M-Seriesログファイル内のテキストを検索しま

す。

grep

C-Series、X-SeriesEメールセキュリティアプライアンス
の状態を確認します

healthcheck

C-Series、X-Series、M-Seriesヘルプhelpまたは hまたは
?

C-Series、X-Series、M-Series特定のホストのアクティビティをモニ

タします。

hostrate
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Series特定のホスト名のステータスを取得し

ます。

hoststatus

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムに最近ログインしたユーザを

表示します。

last

C-Series、X-Seriesキャッシュされている LDAPの結果を
フラッシュします。

ldapflush

C-Series、X-Series1つの LDAPクエリーテストを実行し
ます。

ldaptest

すべての仮想アプライアンス仮想アプライアンスライセンスをロー

ドします

loadlicense

C-Series、X-Series、M-Series現在の設定を電子メールアドレスに送

信します。

mailconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesネームサーバに問い合わせます。nslookup

C-Series、X-Series、M-Seriesネットワーク接続、ルーティングテー

ブル、およびネットワークインター

フェイス統計情報を表示します。

netstat

C-Series、X-Seriesキャッシュされている発生ルールをク

リアします。

outbreakflush

C-Series、X-Series現在のアウトブレイクルールを表示し

ます。

outbreakstatus

C-Series、X-Seriesウイルス感染フィルタルールを更新し

ます。

outbreakupdate

C-Series、X-Seriesキュー内の古いメッセージのリストを

表示します。

oldmessage

C-Series、X-Series、M-Seriesネットワーク経由で送受信されたパケッ

トを傍受して表示します。

packetcapture

C-Series、X-Series、M-Seriesパスフレーズを変更するpassphraseまたは
passwd

C-Series、X-Series、M-Seriesネットワークホストに対して pingを実
行します。

ping

C-Series、X-Series、M-SeriesIPV6を使用するネットワークホストに
pingを実行します

ping6
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Series終了します。quitまたは qまたは
exit

C-Series、X-Series、M-Seriesメッセージのスループットをモニタし

ます。

rate

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムを再起動します。reboot

C-Series、X-Seriesすべてのメッセージを別のリレーホス

トにリダイレクトします。

redirectrecipients

C-Series、X-Series古い未配信のメッセージをキューから

削除します。

removemessage

C-Series、X-Series、M-Seriesレピュテーションエンジンのバージョ

ン情報を要求します

repengstatus

C-Series、X-Series、M-Series工場出荷時のデフォルト設定に戻しま

す。

resetconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesシステム内のすべてのカウンタをリセッ

トします。

resetcounters

C-Series、X-Series、M-Series受信と配信を再開します。resume

C-Series、X-Series、M-Series配信を再開します。resumedel

C-Series、X-Series、M-Series受信を再開します。resumelistener

C-Series、X-Series、M-Series以前のリリースに戻しますrevert

C-Series、X-Series、M-Seriesログファイルをロールオーバーしま

す。

rollovernow

C-Series、X-Series、M-Series設定をディスクに保存します。saveconfig

C-Series、X-SeriesSenderBaseクエリーのステータスを表
示します。

sbstatus

C-Series、X-SeriesSDRコンポーネントの現在のバージョ
ンを表示します

sdrstatus

C-Series、X-SeriesSDRコンポーネントを手動で更新しま
す

sdrupdate

C-Series、X-SeriesCiscoEメールセキュリティゲートウェ
イが SDRサービスに接続されているか
どうかを確認します

sdrdiagnostics
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムクロックを手動で設定しま

す。

settime

C-Series、X-Seriesキュー内の古い未配信のメッセージを

表示します。

showmessage

C-Series、X-Series、M-Seriesすべての設定値を表示します。showconfig

すべての仮想アプライアンス仮想アプライアンスのライセンス情報

を表示します

showlicense

C-Series、X-Series、M-Seriesスマートライセンスのステータスとス

テータスの概要を表示します。

show_license

C-Series、X-Seriesキュー内のメッセージを受信者ホスト

別またはEnvelope Fromアドレス別に表
示するか、すべてのメッセージを表示

します。

showrecipients

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムをシャットダウンして電源を

切ります。

shutdown

C-Series、X-Seriesセーフリスト/ブロックリストの設定値
を設定します

slblconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムステータス (System status)status

C-Series、X-Series、M-SeriesCisco TACにメッセージを送信しますsupportrequest

C-Series、X-Series、M-Seriesサポート要求のキーワードのバージョ

ン情報を表示します

supportrequeststatus

C-Series、X-Series、M-Seriesサポート要求のキーワードの手動更新

を要求します

supportrequestupdate

C-Series、X-Series、M-Series受信と配信を中断します。suspend

C-Series、X-Series、M-Series配信を中断します。suspenddel

C-Series、X-Series、M-Series受信を中断します。suspendlistener

C-Series、X-Series最初のシステム設定。systemsetup

C-Series、X-Series、M-Seriesログファイルの最新部分を継続的に表

示します

tail

C-Series、X-Series、M-SeriesCiscoTACがシステムにアクセスできる
ようにします

techsupport
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Seriesリモートホストに接続します。telnet

C-Series、X-SeriesETFエンジンの現在のバージョンを表
示します

threatfeedstatus

C-Series、X-SeriesETFエンジンを手動で更新しますthreatfeedupdate

C-Series、X-Seriesリモートホストに対する発信TLS接続
を確立し、TLS接続の問題をデバッグ
します。

tlsverify

C-Series、X-Series、M-Seriesキューのサイズの順に上位のホストを

表示します。

tophosts

C-Series、X-Series、M-Series着信接続の数の順に上位のホストを表

示します。

topin

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムを通過するメッセージのフロー

を追跡します。

trace

C-Series、X-Series、M-Seriesリモートホストへのネットワークルー

トを表示します。

traceroute

C-Series、X-Series、M-SeriesIPV6を使用するリモートホストへの
ネットワークルートを表示します。

traceroute6

C-Series、X-Series、M-Seriesタイムゾーンルールを更新します。tzupdate

C-Series、X-Series、M-Seriesすべてのコンポーネントを更新します。updatenow

C-Series、X-Series、M-Seriesアップグレードをインストールします。upgrade

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムのバージョン情報を表示しま

す。

version

C-Series、X-Series、M-Seriesディスクのコアファイルを消去し、最

後のコアダンプ操作のステータスを確

認します

wipedata

C-Series、X-Series、M-SeriesURLフィルタリング機能で使用される
キャッシュをフラッシュします

webcacheflush

C-Series、X-Series、M-SeriesURLフィルタリングの診断統計情報を
表示します

websecuritydiagnostics

C-Series、X-Series、M-Seriesログイン中のユーザのリストを表示し

ます。

who
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Series現在のユーザ IDを表示します。whoami

C-Series、X-Series作業キューの一時停止ステータスを表

示および変更します。

workqueue

CLIコマンド（確定が必要なもの）
実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-Seriesシステムで生成するメールのFrom:アド
レスを設定します。

addressconfig

C-Series、X-Seriesアドレスリストを設定します。addresslistconfig

C-Series、X-Seriesネットワークアクセスリストとバナー

ログインを設定します。

adminaccessconfig

C-Series、X-Seriesシスコのアグリゲータサーバのアドレ

スを設定します

aggregatorconfig

C-Series、X-Series、M-Series電子メールアラートを設定します。alertconfig

C-Series、X-Series電子メールエイリアスを設定します。aliasconfig

C-Series、X-SeriesVirtual Gateway™のマッピングを設定し
ます

altsrchost

C-Series、X-Series、M-Series高度なマルウェア防御を設定します

（ファイルレピュテーションおよび分

析）

ampconfig

C-Series、X-SeriesAnti-Spamポリシーを設定します。antispamconfig

C-Series、X-SeriesAnti-Virusポリシーを設定します。antivirusconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesバウンスの動作を設定します。bounceconfig

C-Series、X-Series発信メールのキー設定値を設定し、無効

なバウンスの処理方法を設定します。

bvconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesSMTPコールアヘッドプロファイルを
追加、編集、または削除します

callaheadconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesセキュリティの証明書とキーを設定しま

す。

certconfig
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Seriesクラスタ関連の設定を実行します。clusterconfig

C-Series、X-Seriesメール配信を設定します。deliveryconfig

C-Series、X-Series[送信先コントロール（Destination
Controls）]テーブルのオプションを設
定します。

destconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesコンテンツディクショナリを設定しま

す。

dictionaryconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesディスクの容量を設定しますdiskquotaconfig

C-Series、X-SeriesDMARCの設定値を設定しますdmarcconfig

C-Series、X-SeriesDNSのセットアップを設定します。dnsconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesIPv4/IPv6 DNSを設定しますdnshostprefs

C-Series、X-SeriesDNSリストサービスのサポートを設定
します。

dnslistconfig

C-Series、X-SeriesDomainKeysのサポートを設定します。domainkeysconfig

C-Series、X-Series、M-Series証明書を取得するのに使用する登録クラ

イアントを設定します

ecconfig

C-Series、X-Series電子メール暗号化を設定します。encryptionconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesイーサネットの設定値を設定します。etherconfig

C-Series、X-Seriesドメイン例外テーブルを設定します。exceptionconfig

C-Series、X-Series、M-Series機能キーを自動的にチェックし、更新し

ます。

featurekeyconfig

C-Series、X-Seriesメッセージ処理オプションを設定しま

す。

filters

C-Series、X-Series、M-Seriesブラウザ設定などの一般的な設定を行い

ます

generalconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesアプライアンスのさまざまな健全性パラ

メータのしきい値を設定します

healthconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesIronPortイメージ分析の設定値を設定し
ます

imageanalysisconfig
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-Series、M-SeriesCisco Intelligent Multi-Scan（IMS）、グ
レイメール検出、および安全な登録解除

の設定。

imsandgraymailconfig

C-Series、X-Series着信リレーを設定します。incomingrelayconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesイーサネット IPアドレスを設定しま
す。

interfaceconfig

C-Series、X-SeriesLDAPサーバを設定します。ldapconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesスマートソフトウェアライセンス機能

の設定

license_smart

C-Series、X-Seriesメールリスナーを設定します。listenerconfig

C-Series、X-Series、M-Series設定ファイルをロードします。loadconfig

C-Series、X-Series多言語対応の設定値を設定します。localeconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesログファイルへのアクセスを設定しま

す。

logconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesNTPタイムサーバを設定します。ntpconfig

C-Series、X-Series感染フィルタを設定します。outbreakconfig

C-Series、X-Series受信者単位または送信者ベースのポリ

シーを設定します。

policyconfig

C-Series、X-Seriesアプライアンスに Spam Submission
Tracking Portalの登録 IDを設定します。

portalregistrationconfig

C-Series、X-Seriesシステムの隔離を設定します。quarantineconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesレポーティングの設定値を設定します。reportingconfig

C-Series、X-Series、M-Series以前に確定された設定の 1つにロール
バックします

rollbackconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesIPルーティングテーブルを設定しま
す。

routeconfig

C-Series、X-Series添付ファイルのスキャンポリシーを設

定します。

scanconfig

C-Series、X-SeriesCiscoEメールセキュリティゲートウェ
イで SDRフィルタリングを有効化して
設定します

sdrconfig
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

C-Series、X-SeriesCiscoEメールセキュリティゲートウェ
イを SDRサービスに接続する場合に詳
細パラメータを設定します

sdradvancedconfig

C-Series、X-SeriesSenderBaseの接続設定値を設定します。senderbaseconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesデフォルトゲートウェイ（ルータ）を

設定します。

setgateway

C-Series、X-Series、M-Seriesマシンの名前を設定します。sethostname

C-Series、X-Series、M-Seriesローカルタイムゾーンを設定します。settz

C-Series、X-SeriesRFC 3598に規定されている Sieve電子
メールフィルタリングの文字を設定し

ます。

sievechar

C-Series、X-Series、M-SeriesS/MIMEの機能を設定しますsmimeconfig

C-Series、X-SeriesSMTPAutoプロファイルを設定します。smtpauthconfig

C-Series、X-Series、M-Series永続的なドメイン転送を設定します。smtproutes

C-Series、X-Series、M-SeriesSNMPの設定snmpconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesSSHキーを設定します。sshconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesSSLの設定値を設定します。sslconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesSSLv3の有効化/無効化sslv3config

C-Series、X-Series削除するメッセージヘッダーを設定し

ます。

stripheaders

C-Series、X-Series、M-Seriesプロセスによって開かれているファイル

に関する情報を表示します

tcpservices

C-Series、X-Seriesテキストリソースを設定します。textconfig

C-Series、X-SeriesCiscoEメールセキュリティゲートウェ
イで ETFエンジンを有効化して設定し
ます

threatfeedconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesトラッキングシステムを設定しますtrackingconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesグローバル配信停止リストを更新しま

す。

unsubscribe

C-Series、X-Seriesシステム更新パラメータを設定します。updateconfig
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実行可能なプラットフォーム説明CLIコマンド

システムアップグレードパラメータを

設定します（廃止されたコマンド）

LDAP

C-Series、X-Series、M-Series安全な URLのホワイトリストを設定し
ます

urllistconfig

C-Series、X-Series、M-Seriesユーザアカウントと外部の認証ソース

への接続を管理します。

userconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesURLフィルタリングの詳細設定を設定
します

websecurityadvancedconfig

C-Series、X-Series、M-SeriesURLフィルタリングのグローバル設定
を設定します

websecurityconfig
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