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rmon collection stats
rmon collection stats
イーサネッ ト  グループの統計 （ブロードキャス トおよびマルチキャス ト  パケッ ト に関する使
用率の統計、 巡回冗長検査 （CRC） 整合性エラーおよび衝突に関するエラー統計も含む） を収
集するには、 rmon collection stats インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用
します。 デフォル ト設定に戻すには、 このコマン ドの no 形式を使用します。

rmon collection stats index [owner name] 

no rmon collection stats index [owner name]

構文の説明

デフォルト RMON 統計情報収集はディセーブルです。

コマンド  モード インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン RMON 統計情報収集コマンドはハード ウェア カウンタに基づいています。

例 次の例では、 所有者 root の RMON 統計情報を収集する方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# rmon collection stats 2 owner root

設定を確認するには、 show rmon statistics 特権 EXEC コマン ドを入力します。

関連コマンド

index Remote Network Monitoring （RMON） 収集制御インデッ ク ス。 指定で
きる範囲は 1 ～ 65535 です。

owner name （任意） RMON 収集の所有者。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show rmon statistics RMON 統計情報を表示します。
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Switch Database Management （SDM） リ ソース割り当てで使用されるテンプレー ト を設定する
には、 sdm prefer グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用します。 テンプレー ト を
使用してシステム  リ ソースを割り当てる こ とで、 アプ リ ケーシ ョ ンで使用される機能を 大限
にサポー ト できます。 デフォル ト のテンプレー ト に戻すには、 このコマン ドの no 形式を使用
します。

Catalyst 2960 スイ ッチおよび Catalyst 2960-C ファス ト  イーサネッ ト  スイ ッチの場合 ：

sdm prefer {default | dual-ipv4-and-ipv6 default | lanbase-routing | qos} 

no sdm prefer

Catalyst 2960-S スイ ッチの場合 ：

sdm prefer {default | lanbase-routing} 

no sdm prefer

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチの場合 ：

sdm prefer default

構文の説明

デフォルト default テンプレー トはすべての機能を均等に動作させます。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

default すべての機能に対してバランスを と り ます。

dual-ipv4-and-ipv6 
default

デュアル スタ ッ ク環境でのスイ ッチの使用を可能にします （IPv4 および 
IPv6 両方のフォワーディ ングをサポー ト ）。 LAN Base イ メージを実行し
ている  Catalyst 2960 スイ ッチでは、 このテンプレー ト を設定して IPv6 
MLD スヌーピング機能または IPv6 ホス ト機能をイネーブルにします
（Catalyst 2960-S または 2060-C スイ ッチでは必要あ り ません）。

lanbase-routing スイ ッチ仮想インターフェイス （SVI） 上で IPv4 スタテ ィ ッ ク  ユニキャ
ス ト  ルー ト をサポー ト します。 このテンプレー トは、 LAN Base イ メー
ジを実行している  Catalyst 2960 または 2960-S スイ ッチでのみ使用できま
す。

qos 大限のシステム  リ ソースを  Quality of Service （QoS） アクセス  コン ト
ロール エン ト リ （ACE） に割り当てます。 このテンプレー トは、
Catalyst 2960-C スイ ッチや 2960-S スイ ッチでは必要あ り ません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(40)SE dual-ipv4-and-ipv6 default キーワードが追加されました。
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使用上のガイドライン この設定を有効にするには、 スイ ッチを リ ロードする必要があ り ます。

reload 特権 EXEC コマン ドを入力する前に、 show sdm prefer コマン ドを入力する と、 show 
sdm prefer コマン ドによ り、 現在使用しているテンプレー トおよび リ ロード後にアクテ ィブに
なるテンプレー ト が表示されます。

スイ ッチをデフォル ト  テンプレー ト に設定するには、 no sdm prefer コマン ドを使用します。

テンプレー ト  リ ソースは、8 つのルーテッ ド  インターフェイス と  255 の VLAN をサポー トする  
LAN Base ルーテ ィ ング テンプレー ト を除き、 0 のルーテッ ド  インターフェイス と  255 の 
VLAN に基づいています。

テンプレー ト の値は、 プラ ッ ト フォームや Catalyst 2960-C の SKU によって異な り ます。

LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチは、 サポー ト されるすべての機能
の 大リ ソースが含まれるデフォル ト のテンプレー ト を使用しますので、 dual または qos のテ
ンプレー トは必要あ り ません。 ただし、 Catalyst 2960-S でスタテ ィ ッ ク  ルーティ ングをイネー
ブルにするには、 lanbase-routing テンプレー ト を設定する必要があ り ます。

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチは、 デフォル ト  テンプレー ト のみをサポー
ト します。

Catalyst 2960 スイ ッチおよび 2960-C ファス ト  イーサネッ ト  スイ ッチの場合 ： 

• スイ ッチ上でルーティ ングを使用していない場合、 ルーティ ング  テンプレー ト を使用しな
いでください。 sdm prefer lanbase-routing グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを
入力する こ とで、 ルーティ ング  テンプレー ト のユニキャス ト  ルーティ ングに割り当てたメ
モ リ を他の機能に使用させないよ うにします。

• スイ ッチで IPv6 機能をイネーブルにしない場合は、 IPv4/IPv6 テンプレー ト を使用しない
でください。sdm prefer ipv4-and-ipv6 グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力
する と、 リ ソースを  IPv4 と  IPv6 に振り分けて、 IPv4 フォワーディ ングに割り当てられた
リ ソースを制限します。

スイ ッチ上でどのテンプレー ト がアクテ ィブかを確認した り、 いずれかのテンプレー ト の リ
ソース割り当てを確認した りするには、 show sdm prefer 特権 EXEC コマン ドを入力します。

12.2(55)SE lanbase-routing キーワードが LAN Base イ メージを実行しているス
イ ッチに追加されました。

12.2(55)EX Catalyst 2960-C のテンプレー ト が追加されました。

リ リース 変更内容

表 2-23 Catalyst 2960 スイッチ テンプレート上で許可される機能リソースの概算

リソース Default QoS デュアル 
LAN ベース 
ルーテ ィ ング 

ユニキャス ト  MAC アド レス 8 K 8 K 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループ 256 256 256 256

IPv4 ユニキャス ト  ルー ト 0 0 0 0.75 K

• ホス ト に直接接続 0 0 0 0.75 K

• 間接ルー ト 0 0 0 16

IPv6 マルチキャス ト  グループ 0 0 0 0.25 K

直接接続された IPv6 アド レス 0 0 0 0.25 K
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間接 IPv6 ユニキャス ト  ルー ト 0 0 0 0

IPv4 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 
ACE

0 0 0 0

IPv4 MAC QoS ACE 128 384 0 128

IPv4 MAC セキュ リ テ ィ  ACE 384 128 256 384

IPv6 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 0 0 0 0

IPv6 セキュ リ テ ィの ACE 0 0 0 0.125 K

表 2-24 2960-S スイッチ テンプレートで許容される機能リソースの概算

リソース Default 
LAN ベース 
ルーテ ィ ング 

ユニキャス ト  MAC アド レス 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループ 256 256

IPv4 ユニキャス ト  ルー ト 256 0.75 K

• ホス ト に直接接続 0.75 K

• 間接ルー ト 16

IPv6 マルチキャス ト  グループ 0.25 K

直接接続された IPv6 アド レス 0.25 K

間接 IPv6 ユニキャス ト  ルー ト 0

IPv4 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 
ACE

0

IPv4 MAC QoS ACE 384 128

IPv4 MAC セキュ リ テ ィ  ACE 384 384

IPv6 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 0

IPv6 QoS ACE 0

IPv6 セキュ リ テ ィの ACE 128 0.125 K

表 2-25 Catalyst 2960-C ファスト  イーサネッ ト  スイッチ テンプレートで許可される機能リソース
の概算

リソース Default QoS デュアル 
LAN ベース 
ルーテ ィ ング 

ユニキャス ト  MAC アド レス 8 K 8 K 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループおよびマルチキャ
ス ト  ルー ト

0.25 K 0.25 K 0.25 K 0.25 K 

IPv4 ユニキャス ト  ルー ト 0 0 0 4.25 K

表 2-23 Catalyst 2960 スイッチ テンプレート上で許可される機能リソースの概算

リソース Default QoS デュアル 
LAN ベース 
ルーテ ィ ング 
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例 次の例では、 QoS テンプレー ト の使用方法を示します。

Switch(config)# sdm prefer qos
Switch(config)# exit
Switch# reload

次の例では、 スイ ッチ上でデフォル ト のテンプレー ト を設定する方法を示します。

Switch(config)# sdm prefer default
Switch(config)# exit
Switch# reload

• ホス ト に直接接続 0 0 0 4 K

• 間接ルー ト 0 0 0 0.25 K 

IPv6 マルチキャス ト  グループ 0 0 0.375 K 0

直接接続された IPv6 アド レス 0 0 0 0

間接 IPv6 ユニキャス ト  ルー ト 0 0 0 0

IPv4 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 
ACE

0 0 0 0

IPv4 MAC QoS ACE 0.125 K 0.375 K 0.125 K 0.125 K

IPv4 MAC セキュ リ テ ィ  ACE 0.375 K 0.125 K 0.375 K 0.375 K

IPv6 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 0 0 20 0

IPv6 セキュ リ テ ィの ACE 0 0 77 0

表 2-26 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイッチ テンプレート上で許可される機能リソースの
概算

リソース Default 

ユニキャス ト  MAC アド レス 8 K

IPv4 IGMP グループ 0.25 K

IPv6 マルチキャス ト  グループ 0.25 K 

直接接続された IPv6 アド レス

間接 IPv6 ユニキャス ト  ルー ト

IPv4 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング ACE

IPv4 MAC QoS ACE 0.125 K

IPv4 MAC セキュ リ テ ィ  ACE 0.375 K

IPv6 ポ リ シーベース  ルーテ ィ ング 0

IPv6 QoS ACE 60

IPv6 セキュ リ テ ィの ACE .125 

表 2-25 Catalyst 2960-C ファスト  イーサネッ ト  スイッチ テンプレートで許可される機能リソース
の概算

リソース Default QoS デュアル 
LAN ベース 
ルーテ ィ ング 
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次の例では、 スイ ッチ上でデフォル ト のデュアル IPv4/IPv6 テンプレー ト を設定する方法を示
します。

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
Switch(config)# exit
Switch# reload

関連コマンド コマンド 説明

show sdm prefer 現在使用されている  SDM テンプレー ト 、 または機能ごとの リ ソース
割り当ての概算による使用可能なテンプレー ト を表示します。
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service password-recovery
パスワード回復メカニズムをイネーブル （デフォル ト ） にするには、 service 
password-recovery グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用します。 このメカニズ
ムでは、 スイ ッチに物理的にアクセスするエン ド  ユーザは、 スイ ッチの電源投入時に Mode ボ
タンを押して起動プロセスを中断し、 新しいパスワードを割り当てる こ とができます。 パス
ワード回復機能の一部をディセーブルにするには、 このコマン ドの no 形式を使用します。 パ
スワード回復メカニズムがディセーブルになる と、 ユーザがシステムをデフォル ト設定に戻す
こ とに同意した場合だけ、 ブー ト  プロセスを中断できます。

service password-recovery

no service password-recovery

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 パスワード回復メカニズムはイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム管理者は no service password-recovery コマン ドを使用して、 パスワード回復機能の一
部をディセーブルにできます。 これによ りエン ド  ユーザは、 システムをデフォル ト設定に戻す
こ とに同意した場合だけ、 パスワードを リ セッ ト できます。

パスワード回復手順を使用するには、 スイ ッチに物理的にアクセスするユーザは、 装置の電源
投入時、 およびポー ト  1X の上にある  LED が消灯してから  1 ～ 2 秒の間に Mode ボタンを押し
ます。 ボタンを放すと、 システムは初期化を続けます。

パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、 次のメ ッセージが表示されます。

The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled.  Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point.  However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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（注） ユーザがシステムをデフォル ト設定に リ セッ ト しない場合、 Mode ボタンを押さないと き と同
じよ うに通常の起動プロセスが続行します。 ユーザがシステムをデフォル ト設定に リ セッ トす
る こ と を選択した場合、 フラ ッシュ  メモ リのコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルが削除され、
VLAN データベース  ファ イル flash:vlan.dat がある場合にはこのファ イルも削除されます。 no 
service password-recovery コマン ドを使用して、 エン ド  ユーザのパスワード  アクセスを制御す
る場合、 エン ド  ユーザがパスワード回復手順を使用してシステムをデフォル ト値に戻す状況を
考慮し、 スイ ッチとは別の場所に config ファ イルのコピーを保存しておく よ う推奨します。 ス
イ ッチ上に config ファ イルのバッ クアップを保存しないでください。

スイ ッチが VTP ト ランスペアレン ト  モードで動作している場合、 vlan.dat ファ イルもスイ ッチ
とは別の場所にコピーを保存しておく こ と を推奨します。

service password-recovery または no service password-recovery コマン ドをスタ ッ ク  マスター上
で入力した場合、 コマン ドはスタ ッ ク全体に伝播され、 スタ ッ ク内のすべてのスイ ッチに適用
されます。

パスワードの回復がイネーブルかディセーブルかを確認するには、 show version 特権 EXEC コ
マン ドを入力します。

例 次の例では、 スイ ッチ上でパスワード回復をディセーブルにする方法を示します。 ユーザはデ
フォル ト設定に戻すこ とに同意が得られた場合のみパスワードを リ セッ ト できます。

Switch(config)# no service-password recovery
Switch(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

show version ハード ウェアおよびファームウェアのバージ ョ ン情報を表示
します。
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service-policy
policy-map コマン ドで定義されたポ リ シーマップを物理ポー ト の入力に適用するには、
service-policy インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用します。 ポ リ シー 
マップとポー ト の対応付けを削除するには、 このコマン ドの no 形式を使用します。

service-policy input policy-map-name 

no service-policy input policy-map-name

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

構文の説明

（注） history キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されますが、 サポー ト さ
れていません。 このキーワードが収集した統計情報は無視します。 output キーワード もサポー
ト されていません。

デフォルト ポー ト にポ リ シー マップは適用されていません。

コマンド  モード インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポ リ シーマップは、 物理ポー ト上に設定できます。

物理ポー ト上の着信 ト ラフ ィ ッ クにポ リ シーマップを適用できます。

ポー ト信頼状態を使用した分類 （たとえば、 mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence]） とポ リ
シー マップ （たとえば、 service-policy input policy-map-name） は同時に指定できません。 後
に行われた設定によ り、 前の設定が上書き されます。

例 次の例では、 物理入力ポー ト に plcmap1 を適用する方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# service-policy input plcmap1

次の例では、 物理ポー ト から  plcmap2 を削除する方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# no service-policy input plcmap2

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力します。

input policy-map-name 物理ポー ト の入力に、 指定したポ リ シーマップを適用します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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関連コマンド コマンド 説明

policy-map 複数のポー ト に接続可能なポ リ シー マップを作成または変更して、
サービス  ポ リ シーを指定します。

show policy-map QoS ポ リ シー マップを表示します。

show running-config スイ ッチの実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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session
指定のスタ ッ ク  メ ンバにアクセスするには、 スタ ッ ク  マスター上で session 特権 EXEC コマン
ドを使用します。

session stack-member-number 

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

構文の説明

（注） processor キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されますが、 サポー ト
されていません。

デフォルト デフォル トは定義されていません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン メ ンバにアクセスする と、 メ ンバの番号がシステム  プロンプ ト に追加されます。

メ ンバ スイ ッチにアクセスするには、 マスターから  session コマン ドを使用します。

内部コン ト ローラにアクセスするには、 マスターまたはスタンドアロン スイ ッチから、 processor 
1 を指定して session コマンドを使用します。 スタンドアロン スイ ッチは常にメンバ 1 です。

例 次の例では、 メ ンバ 6 にアクセスする方法を示します。

Switch(config)# session 6
Switch-6#

関連コマンド

stack-member-number メ ンバ番号を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 4 です。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

reload メ ンバを リ ロード し、 設定の変更を有効にします。

switch メ ンバのプラ イオ リ テ ィ値を変更します。

switch renumber メ ンバ番号を変更します。

show switch スタ ッ クおよびそのメ ンバに関する情報を表示します。
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set
パケッ ト の DiffServ コード  ポイン ト （DSCP） または IP precedence 値を設定して IP ト ラフ ィ ッ
クを分類するには、 set ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用しま
す。 ト ラフ ィ ッ クの分類を削除するには、 このコマン ドの no 形式を使用します。

set {dscp new-dscp | [ip] precedence new-precedence}

no set {dscp new-dscp | [ip] precedence new-precedence}

構文の説明

デフォルト ト ラフ ィ ッ クの分類は定義されていません。

コマンド  モード ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン set ip dscp ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用した場合は、 ス
イ ッチによってこのコマン ドはスイ ッチ コンフ ィギュレーシ ョ ンの set dscp に変更されます。
set ip dscp ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力する と、 スイ ッチ 
コンフ ィギュレーシ ョ ンではこの設定は set dscp と して表示されます。

set ip precedence ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ド または set 
precedence ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用できます。 スイ ッ
チ コンフ ィギュレーシ ョ ンではこの設定は set ip precedence と して表示されます。

同じポ リ シー マップ内では、 set コマン ド と  trust ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレー
シ ョ ン  コマン ドを同時に指定できません。

set dscp new-dscp コマン ド または set ip precedence new-precedence コマン ドについては、一般的
な値にニーモニッ ク名を入力できます。 たとえば、 set dscp af11 コマン ドを入力できます。 こ
れは set dscp 10 コマン ドの入力と同じです。set ip precedence critical コマン ドを入力できます。
これは set ip precedence 5 コマン ドの入力と同じです。 サポー ト されるニーモニッ クの リ ス ト
については、 set dscp ? または set ip precedence ? コマン ドを入力して、 コマン ド ラ インのヘル
プ ス ト リ ングを表示して ください。

ポ リ シー マップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードに戻るには、 exit コマン ドを使用します。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用します。

dscp new-dscp 分類された ト ラフ ィ ッ クに割り当てられる新しい DSCP 値で
す。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。 一般的に使用する値に対
してはニーモニッ ク名を入力する こ と もできます。

[ip] precedence new-precedence 分類された ト ラフ ィ ッ クに割り当てられる新しい IP 
precedence 値です。 指定できる範囲は 0 ～ 7 です。 一般的に
使用する値に対してはニーモニッ ク名を入力する こ と もでき
ます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(25)SED ip キーワードは任意です。
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例 次の例では、 ポ リサーが設定されていないすべての FTP ト ラフ ィ ッ クに DSCP 値 10 を割り当
てる方法を示します。

Switch(config)# policy-map policy_ftp
Switch(config-pmap)# class ftp_class
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap)# exit

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力します。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定されたク ラスマップ名の ト ラフ ィ ッ ク分類一致条件 （police、 set、
および trust ポ リ シー マップ ク ラス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドに
よる） を定義します。

police 分類した ト ラフ ィ ッ クにポ リサーを定義します。

policy-map 複数のポー ト に接続可能なポ リ シー マップを作成または変更して、 サー
ビス  ポ リ シーを指定します。

show policy-map QoS ポ リ シー マップを表示します。

trust class ポ リ シー マップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ド または class-map 
グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して分類された ト ラ
フ ィ ッ クの信頼状態を定義します。
2-449
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
setup
setup
スイ ッチを初期設定に設定するには、 setup 特権 EXEC 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。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

使用上のガイドライン setup コマン ドを使用する場合、 次の情報が必要にな り ます。

• IP アド レスおよびネッ ト ワーク  マス ク

• 使用環境に対するパスワードの方針

• スイ ッチがク ラスタ  コマン ド  スイ ッチおよびク ラスタ名と して使用されるかど うか

setup コマン ドを入力する と、 System Configuration Dialog とい う対話形式のダイアログが表示
されます。 コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロセスが開始され、 情報を求めるプロンプ ト が表示され
ます。 各プロンプ ト の隣に表示されるカッ コで囲まれた値は、 setup コマン ド機能または 
configure 特権 EXEC コマン ドのいずれかを使用して設定された 後のデフォル ト値です。

各プロンプ ト でヘルプ テキス ト が提供されます。 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 （?） のキーを入力します。

変更を中断し、 System Configuration Dialog を 後まで実行せずに特権 EXEC プロンプ ト に戻る
には、 Ctrl+C を押します。

変更が完了する と、 セッ ト アップ プログラムによ り、 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  コマン ド  ス ク リプ ト が表示されます。 設定を  NVRAM に保存する
か、 あるいは設定を保存せずにセッ ト アップ プログラムまたはコマン ド ラ イン  プロンプ ト に
戻る こ とができます。

例 次の例では、 setup コマン ドの出力を示します。

Switch# setup
--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:
Enter host name [Switch]:host-name

  The enable secret is a password used to protect access to
  privileged EXEC and configuration modes. This password, after
  entered, becomes encrypted in the configuration.
  Enter enable secret: enable-secret-password

  The enable password is used when you do not specify an
  enable secret password, with some older software versions, and
  some boot images.
  Enter enable password: enable-password

  The virtual terminal password is used to protect
  access to the router over a network interface.
  Enter virtual terminal password: terminal-password

  Configure SNMP Network Management? [no]: yes
  Community string [public]: 

Current interface summary
Any interface listed with OK? value “NO” does not have a valid configuration

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                      172.20.135.202  YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet6/0/1 unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet6/0/2 unassigned      YES unset  up                    down

<output truncated>

Port-channel1              unassigned      YES unset  up                    down

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes 
IP address for this interface: ip_address
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: subnet_mask

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: yes

Enter cluster name: cluster-name

The following configuration command script was created:

hostname host-name
enable secret 5 $1$LiBw$0Xc1wyT.PXPkuhFwqyhVi0
enable password enable-password
line vty 0 15
password terminal-password
snmp-server community public
!
no ip routing
!
interface GigabitEthernet6/0/1
no ip address
!
interface GigabitEthernet6/0/2
no ip address
! 
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cluster enable cluster-name
!
end
Use this configuration? [yes/no]: yes
!
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]:

関連コマンド コマンド 説明

show running-config スイ ッチの実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。

show version ハード ウェアおよびファームウェアのバージ ョ ン情報を表示
します。
2-452
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
setup express
setup express
Express Setup モードをイネーブルにするには、 setup express グローバル コンフ ィギュレーシ ョ
ン  コマン ドを使用します。 Express Setup モードをディセーブルにする場合は、 このコマン ドの 
no 形式を使用します。

setup express 

no setup express

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 Express Setup はイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイドライン 新しいスイ ッチ （未設定） 上で Express Setup をイネーブルにする場合、 Mode ボタンを  2 秒間
押すこ とで Express Setup を開始できます。IP アド レス  10.0.0.1 を使用する と イーサネッ ト  ポー
ト経由でスイ ッチにアクセスできます。 その後、 スイ ッチを  Web ベースの Express Setup プロ
グラム、 またはコマン ド ラ イン  インターフェイス （CLI） ベースのセッ ト アップ プログラムで
設定できます。

設定したスイ ッチで Mode ボタンを  2 秒間押すと、 Mode ボタンの上にある  LED が点滅し始め
ます。 Mode ボタンを合計 10 秒間押し続ける と、 スイ ッチの設定は削除され、 スイ ッチが リ
ブー ト されます。 その場合、 スイ ッチは、 Web ベースの Express Setup プログラムまたは CLI 
ベースのセッ ト アップ プログラムのいずれかで、 新しいスイ ッチのよ うに設定し直すこ とがで
きます。

（注） 設定の変更 （CLI ベースのセッ ト アップ プログラムの始めで no を入力する こ と を含む） を行
う とすぐに、 Express Setup による設定を利用できな くな り ます。 Mode ボタンを  10 秒間押し続
ける と、 再度 Express Setup だけを実行できます。 これによ り、 設定は削除され、 スイ ッチが再
起動します。

スイ ッチ上で Express Setup がアクテ ィブな場合に、 write memory または copy 
running-configuration startup-configuration 特権 EXEC コマン ドを入力する と、 Express Setup 
は非アクテ ィブ化されます。 スイ ッチの IP アド レス  10.0.0.1 は有効ではな く な り、 この IP アド
レスを使用している接続も終了します。

no setup express コマン ドの主な目的は、Mode ボタンを  10 秒間押すこ とによってスイ ッチの設
定が削除されるのを防ぐこ とです。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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例 次の例では、 Express Setup モードをイネーブルにする方法を示します。

Switch(config)# setup express

Express Setup モードがイネーブルである こ と を確認するには、 Mode ボタンを押します。

• 未設定のスイ ッチでは、 Mode ボタンの上にある  LED は 3 秒後にグ リーンにな り ます。

• 設定されたスイ ッチ上では、 Mode の LED が 2 秒後に点滅し、 10 秒後にグ リーンにな り
ます。

注意 Mode ボタンを合計 10 秒間押し続ける と、 設定は削除され、 スイ ッチが再起動されます。

次の例では、 Express Setup モードをディセーブルにする方法を示します。

Switch(config)# no setup express

Mode ボタンを押すと、 Express Setup モードがディセーブルである こ と を確認できます。
Express Setup モードがスイ ッチでイネーブルでない場合、 モード  LED はグ リーンに点灯しな
い、 またはグ リーンに点滅し始めます。

関連コマンド コマンド 説明

show setup express Express Setup モードがアクテ ィブかど うか表示します。
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show access-lists
スイ ッチで設定された アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） を表示するには、 show 
access-lists 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show access-lists [name | number | hardware counters | ipc] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチは IP 標準および拡張アクセス  リ ス ト だけをサポー ト します。 したがって、 許可され
る数値は、 1 ～ 199 と  1300 ～ 2699 だけです。

このコマン ドでは、 設定された MAC ACL も表示します。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

（注） rate-limit キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されていますが、 サ
ポー ト されていません。

例 次の例では、 show access-lists コマン ドの出力を示します。

Switch# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 permit 1.1.1.1
    20 permit 2.2.2.2
    30 permit any
    40 permit 0.255.255.255, wildcard bits 12.0.0.0
Standard IP access list videowizard_1-1-1-1
    10 permit 1.1.1.1
Standard IP access list videowizard_10-10-10-10
    10 permit 10.10.10.10
Extended IP access list 121
    10 permit ahp host 10.10.10.10 host 20.20.10.10 precedence routine

name （任意） ACL の名前です。

number （任意） ACL の番号です。 指定できる範囲は 1 ～ 2699 です。

hardware counters （任意） 切り替えられ、 ルーテ ィ ングされたパケッ ト のグローバ
ル ハード ウェア ACL 統計情報を表示します。

ipc （任意） プロセス間通信 （IPC） プロ ト コル アクセス  リ ス ト  コン
フ ィギュレーシ ョ ンのダウンロード情報を表示します。

expression 参照ポイン ト と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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Extended IP access list CMP-NAT-ACL
    Dynamic Cluster-HSRP deny   ip any any
    10 deny ip any host 19.19.11.11
    20 deny ip any host 10.11.12.13
    Dynamic Cluster-NAT permit ip any any
    10 permit ip host 10.99.100.128 any
    20 permit ip host 10.46.22.128 any
    30 permit ip host 10.45.101.64 any
    40 permit ip host 10.45.20.64 any
    50 permit ip host 10.213.43.128 any
    60 permit ip host 10.91.28.64 any
    70 permit ip host 10.99.75.128 any
    80 permit ip host 10.38.49.0 any 

次の例では、 show access-lists hardware counters コマン ドの出力を示します。

Switch# show access-lists hardware counters
L2 ACL INPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 855
     Drop:                All bytes count: 94143
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 2121
     Forwarded:           All bytes count: 180762
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

 L3 ACL INPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 13586
     Forwarded:           All bytes count: 1236182
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

 L2 ACL OUTPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 232983
     Forwarded:           All bytes count: 16825661
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0
2-456
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show access-lists
 L3 ACL OUTPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 514434
     Forwarded:           All bytes count: 39048748
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

関連コマンド コマンド 説明

access-list スイ ッチに標準または拡張番号アクセス  リ ス ト を設定します。

ip access-list スイ ッチに指定された IP アクセス  リ ス ト を設定します。

mac access-list extended スイ ッチに、指定されたまたは番号の付いた MAC アクセス  リ ス
ト を設定します。
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show archive status
show archive status
HTTP または TFTP プロ ト コルでスイ ッチにダウンロード された新しいイ メージのステータス
を表示するには、 show archive status 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show archive status 

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  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン archive download-sw 特権 EXEC コマン ドを使用してイ メージを  TFTP サーバにダウンロードす
る場合、 archive download-sw コマン ドの出力では、 ダウンロードのステータスが表示されま
す。

TFTP サーバがない場合、 HTTP を使用してイ メージをダウンロードするには、 Network 
Assistant または組み込みデバイス  マネージャを使用します。 show archive status コマン ドでは、
ダウンロードの進捗状況が表示されます。

例 次の例では、 show archive status コマン ドの出力を示します。

Switch# show archive status
IDLE: No upgrade in progress

Switch# show archive status
LOADING: Upgrade in progress

Switch# show archive status
EXTRACT: Extracting the image

Switch# show archive status
VERIFY: Verifying software

Switch# show archive status
RELOAD: Upgrade completed. Reload pending

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

archive download-sw TFTP サーバからスイ ッチに新しいイ メージをダウンロード します。
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show arp access-list
show arp access-list
アド レス解決プロ ト コル （ARP） アクセス  コン ト ロール （ リ ス ト ） の詳細を表示するには、
show arp access-list EXEC コマン ドを使用します。

show arp access-list [acl-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC 
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show arp access-list コマン ドの出力を示します。

Switch# show arp access-list
ARP access list rose
    permit ip 10.101.1.1 0.0.0.255 mac any
    permit ip 20.3.1.0 0.0.0.255 mac any

関連コマンド

acl-name （任意） ACL の名前です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義します。

deny （ARP アクセス  リ ス ト  
コンフ ィギュレーシ ョ ン）

Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） バインディ ングと
の一致に基づいて ARP パケッ ト を拒否します。

ip arp inspection filter vlan スタテ ィ ッ ク  IP アド レスで設定されたホス ト からの ARP 要求
および応答を許可します。

permit （ARP アクセス
リ ス ト  コンフ ィギュレー
シ ョ ン）

DHCP バインディ ングとの一致に基づいて ARP パケッ ト を許可
します。
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show authentication
show authentication
スイ ッチで認証マネージャ  イベン ト に関する情報を表示するには、 show authentication EXEC 
コマン ドを使用します。

show authentication {interface interface-id | registrations | sessions [session-id session-id] 
[handle handle] [interface interface-id] [mac mac] [method method] | statistics [summary]}

構文の説明

コマンド  デフォルト このコマン ドにデフォル ト設定はあ り ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表 2-27 に、 show authentication コマンドの出力に表示される重要なフ ィールドの説明を示しま
す。

（注） セッシ ョ ンのステータスに使用できる値を次に示します。 終了ステー ト のセッシ ョ ンでは、 結
果を出した方式がない場合は、 Authz Success または Authz Failed が No methods と と もに表示さ
れます。

interface interface-id （任意） 指定したインターフェイスに関する認証マネージャの詳細を
すべて表示します。

method method （任意） 指定した認証方式 （dot1x、 mab、 または webauth） によって
許可されたク ライアン ト をすべて表示します。

registrations （任意） 認証マネージャ  レジス ト レーシ ョ ンを表示します。

sessions （任意） 現在の認証マネージャのセッシ ョ ン （たとえば、 ク ラ イアン
ト装置） の詳細を表示します。 オプシ ョ ンの指定子を入力しないと、
現在アクティブなセッシ ョ ンがすべて表示されます。 特定のセッシ ョ
ン （またはセッシ ョ ンのグループ） を表示するには、 指定子を単独
で、 または組み合わせて入力できます。

session-id session-id （任意） 認証マネージャのセッシ ョ ンを指定します。

handle handle （任意） 1 ～ 4294967295 の範囲を指定します。

mac mac （任意） 指定した MAC アド レスの認証マネージャ情報を表示します。

statistics （任意） 認証統計情報を詳し く表示します。

summary （任意） 認証統計情報のサマ リーを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 
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show authentication
表 2-28 に、 方式のステー ト に使用できる値を リ ス ト します。 終了ステー ト のセッシ ョ ンでは、
Authc Success、 Authc Failed、 または Failed over が表示されます。 Failed over は、 認証方式が実
行され、 次の方式にフェールオーバーし、 結果は提供されなかったこ と を意味します。 Not run 
は、 スタンバイで同期化したセッシ ョ ンの場合に表示されます。

例 次の例では、 show authentication registrations コマン ドを示します。

Switch# show authentication registrations 
Auth Methods registered with the Auth Manager:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
2 1 mab
1 2 webauth

次の例では、 show authentication interface interface-id コマン ドを示します。

Switch# show authentication interface gigabitethernet1/0/23
Client list:
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/0/23 
Available methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
Runnable methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x

表 2-27 show authentication コマンドの出力

フ ィールド  説明 

Idle セッシ ョ ンが初期化されました。 方式はまだ実行されていません。

Running このセッシ ョ ンの方式が実行中です。

No methods このセッシ ョ ンの結果を出した方式はあ り ません。

Authc Success 方式によって、 このセッシ ョ ンの認証が成功しました。

Authc Failed 方式によって、 このセッシ ョ ンの認証は失敗しました。

Authz Success このセッシ ョ ンでは、 すべての機能が正常に適用されました。

Authz Failed このセッシ ョ ンで、 機能の適用に失敗しました。

表 2-28 ステート方式の値

方式のステート  ステート  レベル 説明 

Not run ター ミナル このセッシ ョ ンの方式は実行されていません。

Running 中間 このセッシ ョ ンの方式が実行中です。

Failed over ター ミナル この方式は失敗しました。 次の方式が結果を出すこ とが
予期されています。

Authc Success ター ミナル この方式は、 セッシ ョ ンの成功した認証結果を提供しま
した。

Authc Failed ター ミナル この方式は、 セッシ ョ ンの失敗した認証結果を提供しま
した。
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show authentication
次の例では、 show authentication sessions コマン ドを示します。

Switch# show authentication sessions
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
Gi3/45     (unknown)       N/A      DATA     Authz Failed   0908140400000007003651EC
Gi3/46     (unknown)       N/A      DATA     Authz Success  09081404000000080057C274

次の例では、指定されたインターフェイスの show authentication sessions コマン ドを示します。

Switch# show authentication sessions int gigabitethernet 3/0/46
Interface:  GigabitEthernet3/0/46 
          MAC Address:  Unknown
           IP Address:  Unknown
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  multi-host
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Guest Vlan
          Vlan Policy:  4094
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  09081404000000080057C274
      Acct Session ID:  0x0000000A
               Handle:  0xCC000008
Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Failed over 

次の例では、 指定された MAC アド レスの show authentication sessions コマン ドを示します。

Switch# show authentication sessions mac 000e.84af.59bd
Interface: 
MAC Address: 000e.84af.59bd
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: single-host
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: 10
Handle: 0xE0000000
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success

次の例では、 指定された方式の show authentication session method コマン ドを示します。

Switch# show authentication sessions method mab
No Auth Manager contexts match supplied criteria
Switch# show authentication sessions method dot1x
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/23

関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポー ト  モードを単一方向または双方向に設定します。

authentication event 特定の認証イベン ト のアクシ ョ ンを設定します。

authentication event 
linksec fail action

IEEE 802.1x 認証をサポー ト しないク ラ イアン ト用のフォールバッ ク
方式と して Web 認証を使用するよ う ポー ト を設定します。

authentication 
host-mode

ポー ト で認証マネージャ  モードを設定します。
2-462
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show authentication
authentication open ポー ト でオープン  アクセスをイネーブルまたはディセーブルにし
ます。

authentication order ポー ト で使用する認証方式の順序を設定します。

authentication 
periodic

ポー ト で再認証をイネーブルまたはディセーブルにします。

authentication 
port-control

ポー ト の認証ステー ト の手動制御をイネーブルにします。

authentication 
priority

ポー ト  プラ イオ リ テ ィ  リ ス ト に認証方式を追加します。

authentication timer 802.1x 対応ポー ト のタ イムアウ ト  パラ メータ と再認証パラ メータを
設定します。

コマンド 説明
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show auto qos
show auto qos 
Automatic QoS （auto-QoS） がイネーブルのインターフェイスで入力された Quality of Service
（QoS） コマン ド を表示するには、 show auto qos コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show auto qos [interface [interface-id]] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show auto qos コマン ド出力には、 各インターフェイスに入力された auto-QoS コマン ドだけが
表示されます。 show auto qos interface interface-id コマン ド出力は、特定のインターフェイスに
入力された auto-QoS コマン ドを表示します。

auto-QoS 設定およびユーザ変更を表示する場合は、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを
使用します。

show auto qos コマン ド出力には、 Cisco IP Phone のサービス  ポ リ シー情報も表示されます。

auto-QoS の影響を受ける可能性のある現在の QoS の設定情報を表示するには、次のいずれかの
コマン ドを使用します。

• show mls qos

• show mls qos maps cos-dscp

• show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]

• show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | 
dscp-output-q]

• show mls qos input-queue

• show running-config

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェイス  
コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力した場合の show auto qos コマン ドの出力を示します。

Switch# show auto qos 

interface [interface-id] （任意） 指定されたポー ト またはすべてのポー ト の auto-QoS 
情報を表示します。 有効なインターフェイスには、 物理ポー
ト が含まれます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(40)SE コマン ド出力の情報が変更されました。
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show auto qos
GigabitEthernet2/0/4
auto qos voip cisco-softphone

GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

GigabitEthernet2/0/6
auto qos voip cisco-phone

次の例では、 auto qos voip cisco-phone インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを
入力した場合の show auto qos interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show auto qos interface gigabitethernet 2/0/5
GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

次の例では、 auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェイス  
コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力した場合の show running-config 特権 EXEC コマン ド
の出力を示します。

Switch# show running-config
Building configuration...
...
mls qos map policed-dscp  24 26 46 to 0
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56
mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
mls qos srr-queue input buffers 67 33
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2  1
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3  0
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1  2
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2  4 6 7
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3  3 5
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  32
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1  16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  33 34 35 36 37 38 39 48
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  49 50 51 52 53 54 55 56
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3  5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3  3 6 7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3  2 4
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2  1
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3  0
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  48 49 50 51 52 53 54 55
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  56 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  32 33 34 35 36 37 38 39
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1  8
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 1 threshold 2 75 75 75 250
mls qos queue-set output 1 threshold 3 75 150 100 300
mls qos queue-set output 1 threshold 4 50 100 75 400
mls qos queue-set output 2 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 2 threshold 2 35 35 35 35
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show auto qos
mls qos queue-set output 2 threshold 3 55 82 100 182
mls qos queue-set output 2 threshold 4 90 250 100 400
mls qos queue-set output 1 buffers 15 20 20 45
mls qos queue-set output 2 buffers 24 20 26 30
mls qos
...
!
class-map match-all AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
  match ip dscp ef
class-map match-all AutoQoS-VoIP-Control-Trust
  match ip dscp cs3  af31
!
policy-map AutoQoS-Police-SoftPhone
  class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
   set dscp ef
    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
  class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
   set dscp cs3
    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
!
policy-map AutoQoS-Police-CiscoPhone
  class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
   set dscp ef
    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
  class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
   set dscp cs3
    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
...
!
interface GigabitEthernet2/0/4
switchport mode access
 switchport port-security maximum 400
 service-policy input AutoQoS-Police-SoftPhone
 speed 100
 duplex half
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 auto qos voip cisco-softphone
!
interface GigabitEthernet2/0/5
 switchport mode access
 switchport port-security maximum 1999
 speed 100
 duplex full
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet2/0/6
switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 2
 switchport mode access
 speed 10
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet4/0/1
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
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show auto qos
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 mls qos trust device cisco-phone 
service-policy input AutoQoS-Police-CiscoPhone

<output truncated>

次の例では、 auto qos voip cisco-phone インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを
入力した場合の show auto qos interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show auto qos interface Gigabitethernet1/0/2
auto qos voip cisco-softphone

次の例では、 Auto-QoS がスイ ッチでディセーブルの場合の show auto qos コマン ドの出力を示
します。

Switch# show auto qos
AutoQoS not enabled on any interface

次の例では、 Auto-QoS がインターフェイスでディセーブルの場合の show auto qos interface 
interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show auto qos interface gigabitethernet3/0/1
AutoQoS is disabled

関連コマンド コマンド 説明

auto qos voip QoS ド メ イン内の Voice over IP （VoIP） に QoS を自動設定しま
す。

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッグをイネーブルにします。
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show boot
show boot
BOOT 環境変数の設定を表示するには、 show boot 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show boot 

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  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show boot コマン ドの出力を示します。 表 2-29 に、 出力内の各フ ィールドの説明
を示します。

Switch# show boot
BOOT path-list      :flash:/image
Config file         :flash:/config.text
Private Config file :flash:/private-config.text
Enable Break        :no
Manual Boot         :yes
HELPER path-list    :
Auto upgrade        :yes
-------------------

スイ ッチ スタ ッ クでは、 情報はスタ ッ ク内の各スイ ッチに対して表示されます。

スタ ッ クは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト され
ています。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

表 2-29 show boot のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

BOOT path-list 自動起動時にロードおよび実行しよ う とする実行可能ファ イルのセ ミ コ ロン区
切り リ ス ト を表示します。

BOOT 環境変数が設定されていない場合、 システムは、 フラ ッシュ  ファ イル シ
ステム全体に再帰的な縦型検索を行って、 初に検出された実行可能イ メージ
をロード して実行を試みます。 ディ レ ク ト リ の縦型検索では、 検出した各サブ
ディ レク ト リ を完全に検索してから元のディ レク ト リ での検索を続けます。

BOOT 環境変数が設定されていても指定されたイ メージをロードできない場合
は、 システムはフラ ッシュ  ファ イル システムで 初に見つかったブー ト  ファ
イルを起動しよ う と します。

Config file Cisco IOS がシステム  コンフ ィギュレーシ ョ ンの不揮発性コピーの読み書きに
使用するファ イル名を表示します。

Private Config file Cisco IOS がシステム  コンフ ィギュレーシ ョ ンの不揮発性コピーの読み書きに
使用するファ イル名を表示します。
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show boot
関連コマンド

Enable Break 起動中のブレークがイネーブルか、 またはディセーブルかを表示します。 yes、
on、 または 1 に設定されている場合は、 フラ ッシュ  ファ イル システムの初期化
後にコンソール上で Break キーを押すと、 自動起動プロセスを中断できます。

Manual Boot スイ ッチが自動で起動するか、 または手動で起動するかを表示します。 no また
は 0 に設定されている場合、 ブー ト ローダはシステムを自動的に起動しよ う と
します。 それ以外に設定されている場合は、 ブー ト ローダ モードから手動でス
イ ッチを起動する必要があ り ます。

Helper path-list ブー ト ローダの初期化中に動的にロード されるロード可能ファ イルのセ ミ コ ロ
ン区切り リ ス ト を表示します。 ヘルパー ファ イルは、 ブー ト ローダの機能を拡
張した り、 パッチを当てた り します。

Auto upgrade スイ ッチ スタ ッ クが、 互換性のないスイ ッチがスタ ッ クに加入できるよ う、 ソ
フ ト ウェア バージ ョ ンの自動コピーが設定されているかど うかを表示します。

Version-Mismatch モードにあるスイ ッチは、 スタ ッ ク とは異なるバージ ョ ンの
スタ ッ ク  プロ ト コルが適用されています。 Version-Mismatch モードのスイ ッチ
はスタ ッ クに加入できません。 スタ ッ クが Version-Mismatch モードのスイ ッチ
にコピーできる イ メージを保有し、 boot auto-copy-sw 機能がイネーブルの場
合、 他のスタ ッ ク  メ ンバからのイ メージを  Version-Mismatch モードのスイ ッチ
に自動的にコピーします。 その場合、 スイ ッチは Version-Mismatch モードを終
了し、 再起動後にスタ ッ クに加入します。

NVRAM/Config file buffer size Cisco IOS がメモ リ内のコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルのコピーを保持する
ために使用するバッファ  サイズを表示します。 コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イ
ルは、 バッファ  サイズ割り当てを超える こ とはできません。

表 2-29 show boot のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

コマンド 説明

boot auto-copy-sw Version-Mismatch モードのスイ ッチを自動的にアップグレードするに
は、 自動アップグレード （auto-upgrade） プロセスをイネーブルにし
ます。

boot config-file Cisco IOS がシステム設定の不揮発性コピーの読み書きに使用する
ファ イル名を指定します。

boot enable-break 自動起動プロセスを中断できます。

boot manual 次の起動サイ クル時の手動スイ ッチ起動をイネーブルにします。

boot 
private-config-file

Cisco IOS がプラ イベー ト設定の不揮発性コピーの読み書きに使用す
るファ イル名を指定します。

boot system 次の起動サイ クル中にロードする  Cisco IOS イ メージを指定します。
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show cable-diagnostics tdr
タ イム  ド メ イン反射率計 （TDR） 結果を表示するには、 show cable-diagnostics tdr 特権 EXEC 
コマン ドを使用します。

show cable-diagnostics tdr interface interface-id 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン TDR は、 銅線のイーサネッ ト  10/100 および 10/100/1000 ポー ト でサポー ト されます。 SFP モ
ジュール ポー ト ではサポー ト されません。 TDR の詳細については、 この リ リースに対応する
ソフ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドを参照して ください。

例 次の例では、 show cable-diagnostics tdr interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/0/2
TDR test last run on: March 01 20:15:40
Interface Speed Local pair Pair length        Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi1/0/2  auto Pair A     0    +/- 2  meters N/A         Open
                

Pair B     0    +/- 2  meters N/A         Open
Pair C     0    +/- 2  meters N/A         Open
Pair D     0    +/- 2  meters N/A         Open

表 2-30 に、 show cable-diagnostics tdr コマン ドの出力に表示される各フ ィールドの説明を示し
ます。

interface-id TDR が実行されているインターフェイスを指定します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

表 2-30 show cable-diagnostics tdr コマンドで出力されるフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Interface TDR が実行されたインターフェイス

Speed 接続速度

Local pair ローカル インターフェイスで TDR がテス ト を実行するワイヤ ペア名
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次の例では、 TDR が実行されている と きの show interfaces interface-id コマン ドの出力を示し
ます。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/01/2
gigabitethernet0/2 is up, line protocol is up (connected: TDR in Progress)

次の例では、TDR が実行されていないと きの show cable-diagnostics tdr interface interface-id コ
マン ドの出力を示します。

Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/01/2 
% TDR test was never issued on Gi1/0/2

インターフェイスで TDR がサポー ト されない場合、 次のメ ッセージが表示されます。

% TDR test is not supported on switch 1

関連コマンド

Pair length 使用するスイ ッチについて、 問題が発生したケーブルの場所。 次のいずれかの
場合に限り、 TDR は場所を特定できます。

• ケーブルが正し く接続され、 リ ンクがアップ状態で、 インターフェイス速
度が 1000 Mb/s である場合

• ケーブルが断線している場合

• ケーブルがシ ョー ト している場合

Remote pair ローカル ペアが接続されたワイヤ ペア名。 ケーブルが正し く接続されリ ンク
がアップ状態である場合だけ、 TDR はリ モー ト  ペアについて確認します。

Pair status TDR が実行されているワイヤ ペアのステータス

• Normal ： ワ イヤ ペアが正し く接続されています。

• Not completed ： テス ト は実行中で、 完了していません。

• Not supported ： インターフェイスは TDR をサポー ト しません。

• Open ： ワ イヤ ペアが断線しています。

• Shorted ： ワ イヤ ペアがシ ョー ト しています。

• ImpedanceMis ： インピーダンスが一致しません。

• Short/Impedance Mismatched ： インピーダンスが一致しないかケーブルが
シ ョー ト しています。

• InProgress ： 診断テス ト が進行中です。

表 2-30 show cable-diagnostics tdr コマンドで出力されるフ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明

コマンド 説明

test cable-diagnostics tdr インターフェイスで TDR をイネーブルにし、 実行します。
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show cisp 
指定されたインターフェイスの CISP 情報を表示するには、 show cisp 特権 EXEC コマン ドを使
用します。

show cisp {[interface interface-id] | clients | summary} 

構文の説明

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

例 次の例では、 show cisp interface コマン ドの出力を示します。

WS-C3750E-48TD#show cisp interface fast 0 
CISP not enabled on specified interface

次の例では、 show cisp summary コマン ドの出力を示します。

CISP is not running on any interface

関連コマンド

ク ラ イアン ト （任意） CISP ク ラ イアン ト の詳細を表示します。

interface interface-id （任意） 指定されたインターフェイスの CISP 情報を表示します。
有効なインターフェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含ま
れます。

summary （任意） 表示します。

expression 参照ポイン ト と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

 dot1x credentials profile サプ リ カン ト  スイ ッチでプロファ イルを設定します。

cisp enable Client Information Signalling Protocol （CISP） をイネーブルに
します。
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show class-map
ト ラフ ィ ッ クを分類するための一致基準を定義する  Quality of Service （QoS） ク ラ ス  マップを
表示するには、 show class-map EXEC コマン ドを使用します。

show class-map [class-map-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show class-map コマン ドの出力を示します。

Switch# show class-map 
Class Map match-all videowizard_10-10-10-10 (id 2)
   Match access-group name videowizard_10-10-10-10

 Class Map match-any class-default (id 0)
   Match any
 Class Map match-all dscp5 (id 3)
   Match ip dscp 5

関連コマンド

class-map-name （任意） 指定されたク ラス  マップの内容を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

class-map 名前を指定したク ラス とパケッ ト との照合に使用する ク ラ
ス  マップを作成します。

match （ク ラ スマップ コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン）

ト ラフ ィ ッ クを分類するための一致条件を定義します。
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show cluster
スイ ッチが属している ク ラスタのステータス とサマ リーを表示するには、 show cluster EXEC 
コマン ドを使用します。 このコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチと ク ラスタ  メ ンバ ス
イ ッチで入力できます。

show cluster 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ク ラスタのメ ンバでないスイ ッチ上でこのコマン ドを入力する と、 エラー メ ッセージ 「Not a 
management cluster member」 が表示されます。

ク ラスタ  メ ンバ スイ ッチ上でこのコマン ドを入力する と、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチの ID、
そのスイ ッチ メ ンバの番号、 およびク ラスタ  コマン ド  スイ ッチとの接続状態が表示されます。

ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチのスタ ッ クまたはク ラスタ  コマン ド  スイ ッチ上でこのコマン ドを
入力する と、 ク ラスタ名およびメ ンバの総数が表示されます。 また、 ステータス変更後のク ラ
スタのステータスおよび時間も表示されます。 冗長構成がイネーブルの場合は、 プラ イマ リお
よびセカンダ リ  コマン ド  スイ ッチの情報が表示されます。

（注） スタ ッ ク構成がサポー ト されているのは、 Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示
します。

Switch# show cluster
Command switch for cluster “Ajang”
        Total number of members:        7
        Status:                         1 members are unreachable
        Time since last status change:  0 days, 0 hours, 2 minutes
        Redundancy:                     Enabled
                Standby command switch: Member 1
                Standby Group:          Ajang_standby
                Standby Group Number:   110
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80
        Extended discovery hop count:   3 

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 ク ラスタ  メ ンバ スイ ッチ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示し
ます。

Switch1> show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  3
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

次の例では、 スタンバイ  ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチと して設定されたク ラスタ  メ ンバ スイ ッ
チ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示します。

Switch# show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  3 (Standby command switch)
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

次の例では、 メ ンバ 1 との接続が切断されたク ラスタ  コマン ド  スイ ッチ上で show cluster コマ
ン ドを入力した場合の出力を示します。

Switch# show cluster
Command switch for cluster “Ajang”
        Total number of members:        7
        Status:                         1 members are unreachable
        Time since last status change:  0 days, 0 hours, 5 minutes
        Redundancy:                     Disabled
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80
        Extended discovery hop count:   3 

次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチとの接続が切断されたク ラスタ  メ ンバ スイ ッチ上で 
show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示します。

Switch# show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  <UNKNOWN>
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

関連コマンド コマンド 説明

cluster enable コマン ド対応スイ ッチをク ラスタ  コマン ド  スイ ッチと してイ
ネーブルにし、 ク ラスタ名、 およびオプシ ョ ン と して メ ンバ番
号を割り当てます。

show cluster candidates 候補スイ ッチの リ ス ト を表示します。

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示します。
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show cluster candidates
候補スイ ッチの リ ス ト を表示するには、 show cluster candidates EXEC コマン ドを使用します。

show cluster candidates [detail | mac-address H.H.H.] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドが利用できるのは、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチ スタ ッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  スイ ッチに限られます。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

スイ ッチがク ラスタ  コマン ド  スイ ッチでない場合は、 プロンプ ト に空行が表示されます。

出力内の SN は、 スイ ッチ メ ンバ番号を意味します。 SN 列の値に E が表示された場合、 ス
イ ッチは拡張検出によって検出されています。 SN 列の値が E でない場合、 スイ ッチ メ ンバ番
号のスイ ッチは、 候補スイ ッチのアップス ト リーム側ネイバーです。 ホップ カウン トは、 ク ラ
スタ  コマン ド  スイ ッチから候補スイ ッチまでのデバイス数です。

例 次の例では、 show cluster candidates コマン ドの出力を示します。

Switch# show cluster candidates
                                                             |---Upstream---|
MAC Address    Name         Device Type      PortIf  FEC Hops SN PortIf  FEC
00d0.7961.c4c0 StLouis-2    WS-C2960-12T     Gi0/1      2   1  Fa0/11 
00d0.bbf5.e900 ldf-dist-128 WS-C3524-XL      Fa0/7        1   0  Fa0/24      
00e0.1e7e.be80 1900_Switch  1900             3        0   1   0  Fa0/11      
00e0.1e9f.7a00 Surfers-24   WS-C2924-XL      Fa0/5        1   0  Fa0/3       
00e0.1e9f.8c00 Surfers-12-2 WS-C2912-XL      Fa0/4        1   0  Fa0/7       
00e0.1e9f.8c40 Surfers-12-1 WS-C2912-XL      Fa0/1        1   0  Fa0/9       

次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチに直接接続された、 ク ラスタ  メ ンバ スイ ッチの MAC 
アド レスを使用した場合の show cluster candidates コマン ドの出力を示します。

Switch# show cluster candidates mac-address 00d0.7961.c4c0
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
        Device type:            cisco WS-C2960-12T
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 0)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:

detail （任意） すべての候補に関する詳細を表示します。

mac-address H.H.H. （任意） ク ラ スタ候補の MAC アド レスです。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show cluster candidates
        Upstream port:          GI6/0/11  FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 1

次の例では、 ク ラスタ  エッジからのホップ カウン ト が 3 である、 ク ラスタ  メ ンバ スイ ッチの 
MAC アド レスを使用した場合の show cluster candidates コマン ドの出力を示します。

Switch# show cluster candidates mac-address 0010.7bb6.1cc0
Device 'Ventura' with mac address number 0010.7bb6.1cc0
        Device type:            cisco WS-C2912MF-XL
        Upstream MAC address:   0010.7bb6.1cd4
        Local port:             Fa2/1   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/24  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 3
        Hops from command device: -

次の例では、 show cluster candidates detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show cluster candidates detail
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
        Device type:            cisco WS-C3512-XL
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 1)
        Local port:             Fa0/3   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/13  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2
Device '1900_Switch' with mac address number 00e0.1e7e.be80
        Device type:            cisco 1900
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 2)
        Local port:             3       FEC number: 0
        Upstream port:          Fa0/11  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2
Device 'Surfers-24' with mac address number 00e0.1e9f.7a00
        Device type:            cisco WS-C2924-XL
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 3)
        Local port:             Fa0/5   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/3   FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2

関連コマンド コマンド 説明

show cluster スイ ッチが属する ク ラスタのステータスおよびサマ リーを表示
します。

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示します。
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show cluster members
show cluster members 
ク ラスタ  メ ンバの情報を表示するには、 show cluster members 特権 EXEC コマン ドを使用し
ます。

show cluster members [n | detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドが利用できるのは、 ク ラスタ  コマン ド  スイ ッチ スタ ッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  スイ ッチに限られます。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

ク ラスタ内にメ ンバがない場合は、 プロンプ ト に空行が表示されます。

例 次の例では、 show cluster members コマン ドの出力を示します。 出力内の SN は、 スイ ッチ番
号を意味します。

Switch# show cluster members
                                                |---Upstream---|
SN MAC Address    Name         PortIf FEC Hops   SN PortIf  FEC  State
0  0002.4b29.2e00 StLouis1                 0                    Up   (Cmdr)
1  0030.946c.d740 tal-switch-1 Fa0/13      1     0  Gi0/1       Up
2  0002.b922.7180 nms-2820     10      0   2     1  Fa0/18      Up
3  0002.4b29.4400 SanJuan2     Gi0/1       2     1  Fa0/11      Up
4  0002.4b28.c480 GenieTest    Gi0/2       2     1  Fa0/9       Up

次の例では、 ク ラスタ  メ ンバ 3 に対する  show cluster members の出力を示します。

Switch# show cluster members 3
Device 'SanJuan2' with member number 3
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.4400
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:
        Upstream port:          GI6/0/11  FEC Number:
        Hops from command device: 2    

n （任意） ク ラ スタ  メ ンバを識別する番号。 範囲は 0 ～ 15 です。

detail （任意） すべてのク ラスタ  メ ンバに関する詳細を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show cluster members
次の例では、 show cluster members detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show cluster members detail
Device 'StLouis1' with member number 0 (Command Switch)
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.2e00
        Upstream MAC address:
        Local port:                     FEC number:
        Upstream port:                  FEC Number:
        Hops from command device: 0                 
Device 'tal-switch-14' with member number 1
        Device type:            cisco WS-C3548-XL
        MAC address:            0030.946c.d740
        Upstream MAC address:   0002.4b29.2e00 (Cluster member 0)
        Local port:             Fa0/13  FEC number:
        Upstream port:          Gi0/1   FEC Number:
        Hops from command device: 1                   
Device 'nms-2820' with member number 2
        Device type:            cisco 2820
        MAC address:            0002.b922.7180
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             10      FEC number: 0
        Upstream port:          Fa0/18  FEC Number:
        Hops from command device: 2                        
Device 'SanJuan2' with member number 3
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.4400
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:
        Upstream port:          Fa6/0/11  FEC Number:
        Hops from command device: 2
Device 'GenieTest' with member number 4
        Device type:            cisco SeaHorse
        MAC address:            0002.4b28.c480
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi0/2   FEC number:
        Upstream port:          Fa0/9   FEC Number:
        Hops from command device: 2
Device 'Palpatine' with member number 5
        Device type:            cisco WS-C2924M-XL
        MAC address:            00b0.6404.f8c0
        Upstream MAC address:   0002.4b29.2e00 (Cluster member 0)
        Local port:             Gi2/1   FEC number:
        Upstream port:          Gi0/7   FEC Number:
        Hops from command device: 1                            

関連コマンド コマンド 説明

show cluster スイ ッチが属する ク ラスタのステータスおよびサマ リーを表示
します。

show cluster candidates 候補スイ ッチの リ ス ト を表示します。
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show controllers cpu-interface
show controllers cpu-interface
CPU ネッ ト ワーク  インターフェイス  ASIC のステー ト を表示し、 CPU に達するパケッ ト に関
する統計情報を送受信するには、show controllers cpu-interface 特権 EXEC コマン ドを使用しま
す。

show controllers cpu-interface 

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  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用する こ とで、 シスコのテクニカル サポー ト担当がスイ ッチの ト ラブル
シューティ ングを行うのに役立つ情報が表示されます。

例 次の例では、 show controllers cpu-interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show controllers cpu-interface
cpu-queue-frames  retrieved  dropped    invalid    hol-block
----------------- ---------- ---------- ---------- ----------
rpc               4523063    0          0          0
stp               1545035    0          0          0
ipc               1903047    0          0          0
routing protocol  96145      0          0          0
L2 protocol       79596      0          0          0
remote console    0          0          0          0
sw forwarding     5756       0          0          0
host              225646     0          0          0
broadcast         46472      0          0          0
cbt-to-spt        0          0          0          0
igmp snooping     68411      0          0          0
icmp              0          0          0          0
logging           0          0          0          0
rpf-fail          0          0          0          0
queue14           0          0          0          0
cpu heartbeat     1710501    0          0          0

Supervisor ASIC receive-queue parameters
----------------------------------------
 queue 0 maxrecevsize 5EE pakhead 1419A20 paktail 13EAED4
 queue 1 maxrecevsize 5EE pakhead 15828E0 paktail 157FBFC
 queue 2 maxrecevsize 5EE pakhead 1470D40 paktail 1470FE4
 queue 3 maxrecevsize 5EE pakhead 19CDDD0 paktail 19D02C8

<output truncated>

Supervisor ASIC Mic Registers
------------------------------

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show controllers cpu-interface
MicDirectPollInfo               80000800
MicIndicationsReceived          00000000
MicInterruptsReceived           00000000
MicPcsInfo                      0001001F
MicPlbMasterConfiguration       00000000
MicRxFifosAvailable             00000000
MicRxFifosReady                 0000BFFF
MicTimeOutPeriod:       FrameTOPeriod: 00000EA6 DirectTOPeriod: 00004000

<output truncated>

MicTransmitFifoInfo:
Fifo0:   StartPtrs:     038C2800        ReadPtr:        038C2C38
        WritePtrs:      038C2C38        Fifo_Flag:      8A800800
        Weights:        001E001E
Fifo1:  StartPtr:       03A9BC00        ReadPtr:        03A9BC60
        WritePtrs:      03A9BC60        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03A9BC60
Fifo2:  StartPtr:       038C8800        ReadPtr:        038C88E0
        WritePtrs:      038C88E0        Fifo_Flag:      88800200
        writeHeaderPtr: 038C88E0
Fifo3:  StartPtr:       03C30400        ReadPtr:        03C30638
        WritePtrs:      03C30638        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03C30638
Fifo4:  StartPtr:       03AD5000        ReadPtr:        03AD50A0
        WritePtrs:      03AD50A0        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03AD50A0
Fifo5:  StartPtr:       03A7A600        ReadPtr:        03A7A600
        WritePtrs:      03A7A600        Fifo_Flag:      88800200
        writeHeaderPtr: 03A7A600
Fifo6:  StartPtr:       03BF8400        ReadPtr:        03BF87F0
        WritePtrs:      03BF87F0        Fifo_Flag:      89800400 

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアまたはインターフェイスの内部レジスタから読み込まれ
る、 各インターフェイスの送受信の統計情報を表示します。

show interfaces すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの管理
ステータスおよび動作ステータスを表示します。
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show controllers ethernet-controller
show controllers ethernet-controller 
ハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェイス単位の統計情報をキーワードな
しで表示するには、 show controllers ethernet-controller 特権 EXEC コマン ドを使用します。
phy キーワードを指定して使用する と、 インターフェイス内部レジスタが表示され、 port-asic 
キーワードを指定する と、 ポー ト  ASIC に関する情報が表示されます。

show controllers ethernet-controller [interface-id] [phy [detail]] [port-asic {configuration | 
statistics}] [fastethernet 0] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC （ユーザ EXEC モードの interface-id キーワードを指定した場合だけサポー ト ）

コマンド履歴

使用上のガイドライン すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの基本的な RMON 統計情報を
含む ト ラフ ィ ッ ク統計情報をキーワードなしで表示します。

phy または port-asic キーワードを入力した場合は、主にシスコのテクニカル サポー ト担当によ
るスイ ッチの ト ラブルシューティ ングに役立つ情報が表示されます。

例 次の例では、 あるインターフェイスに対する  show controllers ethernet-controller phy コマン ド
の出力を示します。 表 2-31 には [Transmit] フ ィールドが リ ス ト され、 表 2-32 には [Receive] 
フ ィールドが リ ス ト されています。

Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet6/0/1
Transmit GigabitEthernet6/0/1       Receive
         0 Bytes                             0 Bytes
         0 Unicast frames                    0 Unicast frames
         0 Multicast frames                  0 Multicast frames
         0 Broadcast frames                  0 Broadcast frames
         0 Too old frames                    0 Unicast bytes
         0 Deferred frames                   0 Multicast bytes
         0 MTU exceeded frames               0 Broadcast bytes

interface-id 物理インターフェイス （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、 モジュール、 ポー ト番
号を含む）

phy （任意） デバイス、 またはインターフェイスのスイ ッチの物理層 （PHY）
デバイスの内部レジスタ  ステータスを表示します。 インターフェイスの 
Automatic Medium-Dependent Interface Crossover （Auto-MDIX） 機能の動作
ステー ト を表示に含めます。

detail （任意） PHY 内部レジスタの詳細情報を表示します。

port-asic （任意） ポー ト の ASIC 内部レジスタの情報を表示します。

configuration ポー ト の ASIC 内部レジスタの設定を表示します。

statistics ポー ト の ASIC 統計情報 （Rx/Sup キューおよびその他の統計情報を含む）
を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show controllers ethernet-controller
         0 1 collision frames                0 Alignment errors
         0 2 collision frames                0 FCS errors
         0 3 collision frames                0 Oversize frames
         0 4 collision frames                0 Undersize frames
         0 5 collision frames                0 Collision fragments
         0 6 collision frames
         0 7 collision frames                0 Minimum size frames
         0 8 collision frames                0 65 to 127 byte frames
         0 9 collision frames                0 128 to 255 byte frames
         0 10 collision frames               0 256 to 511 byte frames
         0 11 collision frames               0 512 to 1023 byte frames
         0 12 collision frames               0 1024 to 1518 byte frames
         0 13 collision frames               0 Overrun frames
         0 14 collision frames               0 Pause frames
         0 15 collision frames               0 Symbol error frames
         0 Excessive collisions
         0 Late collisions                   0 Invalid frames, too large
         0 VLAN discard frames               0 Valid frames, too large
         0 Excess defer frames               0 Invalid frames, too small
         0 64 byte frames                    0 Valid frames, too small
         0 127 byte frames
         0 255 byte frames                   0 Too old frames
         0 511 byte frames                   0 Valid oversize frames
         0 1023 byte frames                  0 System FCS error frames
         0 1518 byte frames                  0 RxPortFifoFull drop frame
         0 Too large frames
         0 Good (1 coll) frames

表 2-31 [Transmit] フ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Bytes インターフェイス上で送信されたバイ ト の総数。

Unicast Frames ユニキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Multicast frames マルチキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Broadcast frames ブロードキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため出力ポー ト でド ロ ップされたフレームの数。

Deferred frames 時間が 2* 大パケッ ト時間を超えた後で送信されなかったフレームの数。

MTU exceeded frames 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

1 collision frames 1 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

2 collision frames 2 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

3 collision frames 3 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

4 collision frames 4 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

5 collision frames 5 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

6 collision frames 6 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

7 collision frames 7 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

8 collision frames 8 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

9 collision frames 9 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

10 collision frames 10 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

11 collision frames 11 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。
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show controllers ethernet-controller
12 collision frames 12 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

13 collision frames 13 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

14 collision frames 14 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

15 collision frames 15 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

Excessive collisions 16 回の衝突後、 インターフェイス上で送信できなかったフレームの数。

Late collisions フレームが送信された後で、 フレームの送信時に検出されたレイ ト  コ リ ジ ョ ンのためにド
ロ ップされたフレームの数。

VLAN discard frames CFI1 ビッ ト が設定されたこ とによ り インターフェイス上でド ロ ップされたフレームの数。

Excess defer frames 時間が 大パケッ ト時間を超えた後で送信されなかったフレームの数。

64 byte frames インターフェイス上で送信された 64 バイ ト のフレームの総数。

127 byte frames インターフェイス上で送信された 65 ～ 127 バイ ト のフレームの総数。

255 byte frames インターフェイス上で送信された 128 ～ 255 バイ ト のフレームの総数。

511 byte frames インターフェイス上で送信された 256 ～ 511 バイ ト のフレームの総数。

1023 byte frames インターフェイス上で送信された 512 ～ 1023 バイ ト のフレームの総数。

1518 byte frames インターフェイス上で送信された 1024 ～ 1518 バイ ト のフレームの総数。

Too large frames インターフェイス上で送信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Good (1 coll) frames 1 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。 この値には 1 回の
衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されなかったフレームの数は含まれません。

1. CFI = Canonical Format Indicator （フォーマッ ト形式表示）

表 2-32 [Receive] フ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Bytes インターフェイス上で受信されたフレームによって使用されたメモ リ （バイ ト ） の総
量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、 フレーム  ヘッ
ダー ビッ ト が含まれません。

Unicast frames インターフェイス上で正常に受信されたユニキャス ト  アド レスに向けられたフレームの
総数。

Multicast frames インターフェイス上で正常に受信されたマルチキャス ト  アド レスに向けられたフレーム
の総数。

Broadcast frames インターフェイス上で正常に受信されたブロードキャス ト  アド レスに向けられたフレー
ムの総数。

Unicast bytes インターフェイス上で受信されたユニキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ （バ
イ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、 フ
レーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

Multicast bytes インターフェイス上で受信されたマルチキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ
（バイ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、
フレーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

表 2-31 [Transmit] フ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明
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show controllers ethernet-controller
Broadcast bytes インターフェイス上で受信されたブロードキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ
（バイ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、
フレーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

Alignment errors インターフェイス上で受信されたアラ イ メ ン ト  エラーを持つフレームの総数。

FCS errors インターフェイス上で受信された有効な長さ （バイ ト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレームの総数。

Oversize frames インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Undersize frames インターフェイス上で受信された 64 バイ ト未満のフレームの数。

Collision fragments インターフェイス上で受信されたコ リ ジ ョ ン  フラグ メ ン ト の数。

Minimum size frames 小フレーム  サイズのフレームの総数。

65 to 127 byte frames 65 ～ 127 バイ ト のフレームの総数。

128 to 255 byte frames 128 ～ 255 バイ ト のフレームの総数。

256 to 511 byte frames 256 ～ 511 バイ ト のフレームの総数。

512 to 1023 byte frames 512 ～ 1023 バイ ト のフレームの総数。

1024 to 1518 byte frames 1024 ～ 1518 バイ ト のフレームの総数。

Overrun frames インターフェイス上で受信されたオーバーラン  フレームの総数。

Pause frames インターフェイス上で受信されたポーズ フレームの数。

Symbol error frames インターフェイス上で受信されたシンボル エラーを持つフレームの数。

Invalid frames, too large 大許可 MTU サイズ （FCS ビッ ト を含み、 フレーム  ヘッダーを含まない） を超え、
FCS エラーまたはアラ イ メ ン ト  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレームの数。

Valid frames, too large インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Invalid frames, too small 64 バイ ト （FCS ビッ ト を含み、 フレーム  ヘッダーを含まない） 未満で、 FCS エラーま
たはアラ イ メ ン ト  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレームの数。

Valid frames, too small 64 バイ ト （または VLAN タグ付きフレームでは 68 バイ ト ） 未満で、 有効な FCS 値を持
つインターフェイスで受信されたフレームの数。 フレーム  サイズには、 FCS ビッ ト が含
まれ、 フレーム  ヘッダー ビッ トは含まれません。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため入力ポー ト でド ロ ップされたフレームの数。

Valid oversize frames インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超え、 有効な FCS 値を持
つフレームの数。 フレーム  サイズには、 FCS 値が含まれ、 VLAN タグは含まれません。

System FCS error frames インターフェイス上で受信された有効な長さ （バイ ト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレームの総数。

RxPortFifoFull drop 
frames

入力キューが満杯であるためド ロ ップされた、 インターフェイス上で受信されたフレー
ムの総数。

表 2-32 [Receive] フ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明
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show controllers ethernet-controller
次の例では、 特定のインターフェイスに対する  show controllers ethernet-controller phy コマン
ドの出力を示します。

Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet1/0/2 phy
GigabitEthernet1/0/2 (gpn: 2, port-number: 2)
-----------------------------------------------------------
============================================================
Port    Conf-Media   Active-Media Attached                  
------- ------------ ------------ --------------------------
Gi1/0/1   auto-select  none         0 -Not Present
Gi1/0/2   auto-select  none         0 -Not Present
============================================================

その他の情報
-------------------------------------------------------
Port asic num         : 0
Port asic port num    : 1
XCVR init completed   : 0
Embedded PHY          : not present
SFP presence index    : 0
SFP iter cnt          : 2564163d
SFP failed oper flag  : 0x00000000
IIC error cnt         : 0
IIC error dsb cnt     : 0
IIC max sts cnt       : 0
Chk for link status   : 1
Link Status           : 0
<output truncated>

次の例では、 show controllers ethernet-controller port-asic configuration コマン ドの出力を示し
ます。

Switch# show controllers ethernet-controller port-asic configuration
========================================================================
Switch 1, PortASIC 0 Registers
------------------------------------------------------------------------
DeviceType                         : 000101BC
Reset                              : 00000000
PmadMicConfig                      : 00000001
PmadMicDiag                        : 00000003
SupervisorReceiveFifoSramInfo      : 000007D0 000007D0 40000000
SupervisorTransmitFifoSramInfo     : 000001D0 000001D0 40000000
GlobalStatus                       : 00000800
IndicationStatus                   : 00000000
IndicationStatusMask               : FFFFFFFF
InterruptStatus                    : 00000000
InterruptStatusMask                : 01FFE800
SupervisorDiag                     : 00000000
SupervisorFrameSizeLimit           : 000007C8
SupervisorBroadcast                : 000A0F01
GeneralIO                          : 000003F9 00000000 00000004
StackPcsInfo                       : FFFF1000 860329BD 5555FFFF FFFFFFFF
                                     FF0FFF00 86020000 5555FFFF 00000000
StackRacInfo                       : 73001630 00000003 7F001644 00000003
                                     24140003 FD632B00 18E418E0 FFFFFFFF
StackControlStatus                 : 18E418E0
stackControlStatusMask             : FFFFFFFF
TransmitBufferFreeListInfo         : 00000854 00000800 00000FF8 00000000
                                     0000088A 0000085D 00000FF8 00000000
TransmitRingFifoInfo               : 00000016 00000016 40000000 00000000
                                     0000000C 0000000C 40000000 00000000
TransmitBufferInfo                 : 00012000 00000FFF 00000000 00000030
TransmitBufferCommonCount          : 00000F7A
TransmitBufferCommonCountPeak      : 0000001E
TransmitBufferCommonCommonEmpty    : 000000FF
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NetworkActivity                    : 00000000 00000000 00000000 02400000
DroppedStatistics                  : 00000000
FrameLengthDeltaSelect             : 00000001
SneakPortFifoInfo                  : 00000000
MacInfo                            : 0EC0801C 00000001 0EC0801B 00000001
                                     00C0001D 00000001 00C0001E 00000001

<output truncated>

次の例では、 show controllers ethernet-controller port-asic statistics コマンドの出力を示します。

Switch# show controllers ethernet-controller port-asic statistics
===========================================================================
 Switch 1, PortASIC 0 Statistics
---------------------------------------------------------------------------
         0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-0 drop frames
   4118966 RxQ-0, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-1 drop frames
         0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-2 drop frames

         0 RxQ-1, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-0 drop frames
       296 RxQ-1, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-1 drop frames
   2836036 RxQ-1, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-2 drop frames

         0 RxQ-2, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-0 drop frames
         0 RxQ-2, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-1 drop frames
    158377 RxQ-2, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-2 drop frames

         0 RxQ-3, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-0 drop frames
         0 RxQ-3, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-1 drop frames
         0 RxQ-3, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-2 drop frames

        15 TxBufferFull Drop Count               0 Rx Fcs Error Frames
         0 TxBufferFrameDesc BadCrc16            0 Rx Invalid Oversize Frames
         0 TxBuffer Bandwidth Drop Cou           0 Rx Invalid Too Large Frames
         0 TxQueue Bandwidth Drop Coun           0 Rx Invalid Too Large Frames
         0 TxQueue Missed Drop Statist           0 Rx Invalid Too Small Frames
        74 RxBuffer Drop DestIndex Cou           0 Rx Too Old Frames
         0 SneakQueue Drop Count                 0 Tx Too Old Frames
         0 Learning Queue Overflow Fra           0 System Fcs Error Frames
         0 Learning Cam Skip Count

        15 Sup Queue 0 Drop Frames               0 Sup Queue 8 Drop Frames
         0 Sup Queue 1 Drop Frames               0 Sup Queue 9 Drop Frames
         0 Sup Queue 2 Drop Frames               0 Sup Queue 10 Drop Frames
         0 Sup Queue 3 Drop Frames               0 Sup Queue 11 Drop Frames
         0 Sup Queue 4 Drop Frames               0 Sup Queue 12 Drop Frames
         0 Sup Queue 5 Drop Frames               0 Sup Queue 13 Drop Frames
         0 Sup Queue 6 Drop Frames               0 Sup Queue 14 Drop Frames
         0 Sup Queue 7 Drop Frames               0 Sup Queue 15 Drop Frames
===========================================================================
 Switch 1, PortASIC 1 Statistics
---------------------------------------------------------------------------
         0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-0 drop frames
        52 RxQ-0, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-1 drop frames
         0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-2 drop frames

<output truncated>
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show controllers ethernet-controller
関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
cpu-interface

CPU ネッ ト ワーク  ASIC の状態、 および CPU に届くパケッ ト の送
受信の統計情報を表示します。

show controllers tcam システム内のすべての Ternary Content Addressable Memory （TCAM）
と  CAM コン ト ローラである  TCAM インターフェイス  ASIC のレジ
スタ  ステー ト を表示します。
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show controllers ethernet-controller stack port
スタ ッ ク  ポー ト  カウンタ （またはハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェ
イス単位およびスタ ッ ク  ポー ト単位の統計情報） を表示するには、 show controllers 
ethernet-controller stack port 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show controllers ethernet-controller stackport [stack-port-number]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定されたインターフェイス上の両方のスタ ッ ク  ポー ト のスタ ッ ク  ポー ト情報を表示するに
は、 スタ ッ ク  ポー ト番号を指定せずに show controllers ethernet-controller stackport 特権 
EXEC コマン ドを入力します。 このコマン ドを使用して、 スタ ッ ク  ポー ト上で送信されたさま
ざまなパケッ ト  タ イプのカウンタを表示します。 スタ ッ ク  ポー ト  カウンタおよびイーサネッ
ト  カウンタをク リ アするには、 clear controllers ethernet-controllers 特権 EXEC コマン ドを入
力します。

（注） このコマン ドは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト
されています。

例 次の例では、 スタ ッ ク  ポー ト  1 に対する  show controllers ethernet-controller stackport コマン
ドの出力を示します。 表 2-31 には [Transmit FastEthernet0] フ ィールドが リ ス ト され、 表 2-32 
には [Receive] フ ィールドが リ ス ト されています。

switch# show controllers ethernet-controller stack port 1

Transmit StackPort1                      Receive
  13226803644 Bytes                      10704476071 Bytes                    
     27647287 Unicast frames                20878836 Unicast frames           
     12728665 Multicast frames              10258136 Multicast frames         
            0 Broadcast frames                     0 Broadcast frames         
            0 Too old frames              6287969588 Unicast bytes            
            0 Deferred frames             3233301547 Multicast bytes          
            0 MTU exceeded frames                  0 Broadcast bytes          
            0 1 collision frames                   0 Alignment errors         
            0 2 collision frames                   0 FCS errors               
            0 3 collision frames                   0 Oversize frames          
            0 4 collision frames                   0 Undersize frames         
            0 5 collision frames                   0 Collision fragments      
            0 6 collision frames       

stack-port-number インターフェイスのスタ ッ ク  ポー ト番号です。 範囲は 1 ～ 2 です。 スタ ッ
ク  ポー ト番号を指定しないと、 両方のスタ ッ ク  ポー ト の情報が表示され
ます。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
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            0 7 collision frames                   0 Minimum size frames      
            0 8 collision frames            22103015 65 to 127 byte frames    
            0 9 collision frames                 685 128 to 255 byte frames   
            0 10 collision frames               5778 256 to 511 byte frames   
            0 11 collision frames            5703871 512 to 1023 byte frames  
            0 12 collision frames            3323623 1024 to 1518 byte frames 
            0 13 collision frames                  0 Overrun frames           
            0 14 collision frames                  0 Pause frames             
            0 15 collision frames      
            0 Excessive collisions                 0 Symbol error frames      
            0 Late collisions                      0 Invalid frames, too large
            0 VLAN discard frames                  0 Valid frames, too large  
            0 Excess defer frames                  0 Invalid frames, too small
            0 64 byte frames                       0 Valid frames, too small  
     30164543 127 byte frames          
         4302 255 byte frames                      0 Too old frames           
         5814 511 byte frames                      0 Valid oversize frames    
      5790695 1023 byte frames                     0 System FCS error frames  
      4410598 1518 byte frames                     0 RxPortFifoFull drop frame
            0 Too large frames         
            0 Good (1 coll) frames     
            0 Good (>1 coll) frames 

表 2-33 Transmit FastEthernet および Stack Port のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Bytes インターフェイス上で送信されたバイ ト の総数。

Unicast Frames ユニキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Multicast frames マルチキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Broadcast frames ブロードキャス ト  アド レスに送信されたフレームの総数。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため出力ポー ト でド ロ ップされたフレームの数。

Deferred frames 時間が 2* 大パケッ ト時間を超えた後で送信されなかったフレームの数。

MTU exceeded frames 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

1 collision frames 1 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

2 collision frames 2 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

3 collision frames 3 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

4 collision frames 4 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

5 collision frames 5 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

6 collision frames 6 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

7 collision frames 7 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

8 collision frames 8 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

9 collision frames 9 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

10 collision frames 10 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

11 collision frames 11 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

12 collision frames 12 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

13 collision frames 13 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

14 collision frames 14 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。

15 collision frames 15 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。
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Excessive collisions 16 回の衝突後、 インターフェイス上で送信できなかったフレームの数。

Late collisions フレームが送信された後で、 フレームの送信時に検出されたレイ ト  コ リ ジ ョ ンのためにド
ロ ップされたフレームの数。

VLAN discard frames CFI ビッ ト が設定されたこ とによ り インターフェイス上でド ロ ップされたフレームの数。

Excess defer frames 時間が 大パケッ ト時間を超えた後で送信されなかったフレームの数。

64 byte frames インターフェイス上で送信された 64 バイ ト のフレームの総数。

127 byte frames インターフェイス上で送信された 65 ～ 127 バイ ト のフレームの総数。

255 byte frames インターフェイス上で送信された 128 ～ 255 バイ ト のフレームの総数。

511 byte frames インターフェイス上で送信された 256 ～ 511 バイ ト のフレームの総数。

1023 byte frames インターフェイス上で送信された 512 ～ 1023 バイ ト のフレームの総数。

1518 byte frames インターフェイス上で送信された 1024 ～ 1518 バイ ト のフレームの総数。

Too large frames インターフェイス上で送信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Good (1 coll) frames 1 回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。 この値には 1 回の
衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されなかったフレームの数は含まれません。

Good (>1 coll) frames 2 回以上の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されたフレームの数。 この値には 1 
回の衝突後、 インターフェイス上で正常に送信されなかったフレームの数は含まれません。

表 2-34 Receive のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Bytes インターフェイス上で受信されたフレームによって使用されたメモ リ （バイ ト ） の総
量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、 フレーム  ヘッ
ダー ビッ ト が含まれません。

Unicast frames インターフェイス上で正常に受信されたユニキャス ト  アド レスに向けられたフレームの
総数。

Multicast frames インターフェイス上で正常に受信されたマルチキャス ト  アド レスに向けられたフレーム
の総数。

Broadcast frames インターフェイス上で正常に受信されたブロードキャス ト  アド レスに向けられたフレー
ムの総数。

Unicast bytes インターフェイス上で受信されたユニキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ （バ
イ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、 フ
レーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

Multicast bytes インターフェイス上で受信されたマルチキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ
（バイ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、
フレーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

Broadcast bytes インターフェイス上で受信されたブロードキャス ト  フレームによって使用されたメモ リ
（バイ ト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレームも含まれます。 この値には、
フレーム  ヘッダー ビッ ト が含まれません。

Alignment errors インターフェイス上で受信されたアラ イ メ ン ト  エラーを持つフレームの総数。

FCS errors インターフェイス上で受信された有効な長さ （バイ ト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレームの総数。

表 2-33 Transmit FastEthernet および Stack Port のフ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明
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関連コマンド

Oversize frames インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Undersize frames インターフェイス上で受信された 64 バイ ト未満のフレームの数。

Collision fragments インターフェイス上で受信されたコ リ ジ ョ ン  フラグ メ ン ト の数。

Minimum size frames 小フレーム  サイズのフレームの総数。

65 to 127 byte frames 65 ～ 127 バイ ト のフレームの総数。

128 to 255 byte frames 128 ～ 255 バイ ト のフレームの総数。

256 to 511 byte frames 256 ～ 511 バイ ト のフレームの総数。

512 to 1023 byte frames 512 ～ 1023 バイ ト のフレームの総数。

1024 to 1518 byte frames 1024 ～ 1518 バイ ト のフレームの総数。

Overrun frames インターフェイス上で受信されたオーバーラン  フレームの総数。

Pause frames インターフェイス上で受信されたポーズ フレームの数。

Symbol error frames インターフェイス上で受信されたシンボル エラーを持つフレームの数。

Invalid frames, too large 大許可 MTU サイズ （FCS ビッ ト を含み、 フレーム  ヘッダーを含まない） を超え、
FCS エラーまたはアラ イ メ ン ト  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレームの数。

Valid frames, too large インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超えたフレームの数。

Invalid frames, too small 64 バイ ト （FCS ビッ ト を含み、 フレーム  ヘッダーを含まない） 未満で、 FCS エラーま
たはアラ イ メ ン ト  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレームの数。

Valid frames, too small 64 バイ ト （または VLAN タグ付きフレームでは 68 バイ ト ） 未満で、 有効な FCS 値を持
つインターフェイスで受信されたフレームの数。 フレーム  サイズには、 FCS ビッ ト が含
まれ、 フレーム  ヘッダー ビッ トは含まれません。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため入力ポー ト でド ロ ップされたフレームの数。

Valid oversize frames インターフェイス上で受信された 大許可フレーム  サイズを超え、 有効な FCS 値を持
つフレームの数。 フレーム  サイズには、 FCS 値が含まれ、 VLAN タグは含まれません。

System FCS error frames インターフェイス上で受信された有効な長さ （バイ ト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレームの総数。

RxPortFifoFull drop 
frames

入力キューが満杯であるためド ロ ップされた、 インターフェイス上で受信されたフレー
ムの総数。

表 2-34 Receive のフ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明

コマンド 説明

clear controllers 
ethernet-controllers

イーサネッ ト  コン ト ローラおよびスタ ッ ク  ポー ト  カウンタをク リ
アします。

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェイス単位
の統計情報を表示します。
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show controllers power inline
show controllers power inline
指定した Power over Ethernet （PoE） コン ト ローラのレジスタの値を表示するには、 show 
controllers power inline コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show controllers power inline [instance] [module switch-number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン インスタンスの範囲は 0 ～ 1 です。 0 ～ 1 以外の instance では、 スイ ッチは出力を提供しま
せん。

このコマン ドは、 すべてのスイ ッチで表示されますが、 PoE スイ ッチだけで有効です。 PoE を
サポー ト しないスイ ッチの情報は提供されません。

このコマン ドを使用する と、 シスコのテクニカル サポー ト担当がスイ ッチの ト ラブルシュー
ティ ングを行うのに役立つ情報が表示されます。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

instance （任意） 電源コン ト ローラのインスタンス。 各インスタンスは 4 つのポー
ト に対応します。 詳細については、 「使用上のガイ ド ラ イン」 の項を参照
して ください。 インスタンスを指定しない場合は、 すべてのインスタンス
が表示されます。

module switch 
number

（任意） 指定されたスタ ッ ク  メ ンバのポー ト だけを表示します。 スイ ッチ
番号は 1 ～ 4 です。

（注） スタ ッ ク構成がサポー ト されているのは、 Catalyst 2960-S スイ ッチ
だけです。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加されました。 
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show controllers power inline
例 次の例では、Catalyst 2960 または 2960-S スイ ッチ上での show controllers power inline コマン ド
の出力を示します。

Switch# show controllers power inline
Alchemy instance 0, address 0
 Pending event flag    :N N N N N N N N N N N N
 Current State         :00 05 10 51 61 11
 Current Event         :00 01 00 10 40 00
 Timers                :00 C5 57 03 12 20 04 B2 05 06 07 07
 Error State           :00 00 00 00 10 00
 Error Code            :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Power Status          :N Y N N Y N N N N N N N
 Auto Config           :N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y
 Disconnect            :N N N N N N N N N N N N
 Detection Status      :00 00 00 30 00 00
 Current Class         :00 00 00 30 00 00
 Tweetie debug         :00 00 00 00
 POE Commands pending at sub:
     Command 0 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 1 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 2 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 3 on each port :00 00 00 00 00 00

関連コマンド コマンド 説明

logging event 
power-inline-status

PoE イベン ト のロギングをイネーブルにします。

power inline 指定した PoE ポー ト またはすべての PoE ポー ト の電力管理モードを設
定します。

show power inline 指定した PoE ポー ト またはすべての PoE ポー ト の PoE ステータスを表
示します。
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show controllers tcam 
システムのすべての Ternary Content Addressable Memory （TCAM）、 および CAM コン ト ローラ
であるすべての TCAM インターフェイス  ASIC のレジスタのステー ト を表示するには、 show 
controllers tcam 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show controllers tcam [asic [number]] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用する こ とで、 シスコのテクニカル サポー ト担当がスイ ッチの ト ラブル
シューティ ングを行うのに役立つ情報が表示されます。

例 次の例では、 show controllers tcam コマン ドの出力を示します。

Switch# show controllers tcam
------------------------------------------------------------------------
TCAM-0 Registers
------------------------------------------------------------------------
  REV:    00B30103
  SIZE:   00080040
  ID:     00000000
  CCR:    00000000_F0000020

  RPID0:  00000000_00000000
  RPID1:  00000000_00000000
  RPID2:  00000000_00000000
  RPID3:  00000000_00000000

  HRR0:   00000000_E000CAFC
  HRR1:   00000000_00000000
  HRR2:   00000000_00000000
  HRR3:   00000000_00000000
  HRR4:   00000000_00000000
  HRR5:   00000000_00000000
  HRR6:   00000000_00000000
  HRR7:   00000000_00000000
<output truncated>

  GMR31:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF
  GMR32:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF

asic （任意） ポー ト の ASIC TCAM 情報を表示します。

number （任意） 指定されたポー ト  ASIC 番号の情報を表示します。 範囲は 0 ～ 15 
です。

detail （任意） TCAM レジスタの詳細情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show controllers tcam
  GMR33:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF

=============================================================================
 TCAM related PortASIC 1 registers
=============================================================================
LookupType:                   89A1C67D_24E35F00
LastCamIndex:                 0000FFE0
LocalNoMatch:                 000069E0
ForwardingRamBaseAddress:
                              00022A00 0002FE00 00040600 0002FE00 0000D400
                              00000000 003FBA00 00009000 00009000 00040600
                              00000000 00012800 00012900

関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
cpu-interface

CPU ネッ ト ワーク  ASIC の状態、および CPU に届くパケッ ト の送受信
の統計情報を表示します。

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアまたはインターフェイスの内部レジスタから読み込まれ
る、 各インターフェイスの送受信の統計情報を表示します。
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show controllers utilization
show controllers utilization
スイ ッチまたは特定のポー ト の帯域利用率を表示するには、 show controllers utilization コマン
ドを  EXEC モードで使用します。

show controllers [interface-id] utilization 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、 show controllers utilization コマン ドの出力を示しています。

Switch# show controllers utilization
Port       Receive Utilization  Transmit Utilization
Fa1/0/1            0                    0
Fa1/0/2    0                    0
Fa1/0/3     0
Fa1/0/4     0                    0
Fa1/0/5            0                    0
Fa1/0/6            0                    0
Fa1/0/7            0                    0
<output truncated>

<output truncated>

Switch Receive Bandwidth Percentage Utilization  : 0
Switch Transmit Bandwidth Percentage Utilization : 0

Switch Fabric Percentage Utilization : 0

次の例では、 特定のポー ト での show controllers utilization コマン ドの出力を示します。

Switch# show controllers gigabitethernet1/0/1 utilization
Receive Bandwidth Percentage Utilization   : 0
Transmit Bandwidth Percentage Utilization  : 0

interface-id （任意） スイ ッチ インターフェイスの ID です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show controllers utilization
関連コマンド

表 2-35 show controllers utilization のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Receive Bandwidth 
Percentage Utilization

スイ ッチの受信帯域利用率を表示します。 これは、 すべての
ポー ト の受信 ト ラフ ィ ッ クの合計をスイ ッチの受信容量で割っ
たものです。

Transmit Bandwidth 
Percentage Utilization

スイ ッチの送信帯域利用率を表示します。 これは、 すべての
ポー ト の送信 ト ラフ ィ ッ クの合計をスイ ッチの送信容量で割っ
たものです。

Fabric Percentage Utilization スイ ッチの送信と受信の両方の帯域利用率の平均を表示します。

コマンド 説明

show controllers 
ethernet-controller

インターフェイスの内部レジスタを表示します。
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show diagnostic
show diagnostic
オンラ イン診断テス ト の結果を表示して、 サポー ト されるテス ト  スイー ト を リ ス トするには、
show diagnostic コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show diagnostic content switch [num | all] 

show diagnostic post 

show diagnostic result switch [num | all] [detail | test {test-id | test-id-range | all} [detail]] 

show diagnostic schedule switch [num | all] 

show diagnostic status 

show diagnostic switch [num | all] [detail] 

構文の説明

デフォルト このコマン ドにデフォル ト設定はあ り ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

content 各テス トおよびすべてのモジュールに関して、 テス ト  ID、 テス ト
属性、 およびサポー ト されるカバレッジ テス ト  レベルを含むテ
ス ト情報を表示します。

switch num スイ ッチ番号を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 4 です。

switch all スイ ッチ スタ ッ クのすべてのスイ ッチを指定します。

post 電源投入時自己診断テス ト （POST） の結果を表示します。 コマ
ン ドの出力は show post コマン ド と同じです。

result テス ト結果を表示します。

detail （任意） すべてのテス ト統計を表示します。

test テス ト を指定します。

test-id テス ト の識別番号。 その他の情報については、 「使用上のガイ ド
ラ イン」 の項を参照して ください。

test-id-range テス ト の識別番号の範囲。 その他の情報については、 「使用上の
ガイ ド ラ イン」 の項を参照して ください。

all すべてのテス ト

schedule 現在スケジュールされている診断タス クを表示します。

status テス ト  ステータスを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
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show diagnostic
使用上のガイドライン switch num を入力しない場合、 すべてのスイ ッチの情報が表示されます。

コマン ド出力では、 表示されるテス ト結果は次のとおりです。

• Passed （.）

• Failed （F）

• Unknown （U）

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

例 次の例では、 スイ ッチに設定されているオンライン診断を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic content switch 3

Switch 3:
Diagnostics test suite attributes:

B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA

S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
R/* - Switch will reload after test list completion / NA
P/* - will partition stack / NA

Test Interval Thre-
ID Test Name attributes day hh:mm:ss.ms shold
==== ================================== ============ =============== =====
1) TestPortAsicStackPortLoopback B*N****A** 000 00:01:00.00 n/a
2) TestPortAsicLoopback  B*D*X**IR* not configured  n/a
3) TestPortAsicCam  B*D*X**IR* not configured  n/a
4) TestPortAsicRingLoopback  B*D*X**IR* not configured n/a
5) TestMicRingLoopback  B*D*X**IR* not configured  n/a
6) TestPortAsicMem  B*D*X**IR* not configured n/a

次の例では、 スイ ッチのオンラ イン診断結果を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic result switch 1
Switch 1: SerialNo :
Overall diagnostic result: PASS
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestPortAsicStackPortLoopback ---> .
2) TestPortAsicLoopback ------------> .
3) TestPortAsicCam -----------------> .
4) TestPortAsicRingLoopback --------> .
5) TestMicRingLoopback -------------> .
6) TestPortAsicMem -----------------> .
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show diagnostic
次の例では、 オンライン診断テス トのステータスを表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic status
<BU> - Bootup Diagnostics, <HM> - Health Monitoring Diagnostics,
<OD> - OnDemand Diagnostics, <SCH> - Scheduled Diagnostics
====== ================================= =============================== ======
Card Description Current Running Test Run by
------ --------------------------------- ---------------------  ------
1 N/A N/A
2 TestPortAsicStackPortLoopback <OD>

TestPortAsicLoopback <OD>
TestPortAsicCam <OD>
TestPortAsicRingLoopback <OD>
TestMicRingLoopback <OD>
TestPortAsicMem <OD>

3 N/A N/A
4 N/A N/A
====== ================================= =============================== ======
Switch# 

次の例では、 スイ ッチのオンラ イン診断のテス ト  スケジュールを表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic schedule switch 1
Current Time = 14:39:49 PST Tue Jul 5 2005
Diagnostic for Switch 1:
Schedule #1:
To be run daily 12:00
Test ID(s) to be executed: 1.

関連コマンド コマンド 説明

clear ip arp inspection 
statistics

ヘルス  モニタ リ ング診断テス ト を設定します。

diagnostic schedule テス トベースのオンラ イン診断テス ト のスケジューリ ングを設
定します。

diagnostic start オンラ イン診断テス ト を開始します。
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show dot1x
show dot1x
スイ ッチまたは指定されたポー ト の IEEE 802.1x 統計情報、 管理ステータス、 および動作ス
テータスを表示するには、 show dot1x コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show dot1x [{all [summary] | interface interface-id} [details | statistics]] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポー ト を指定しない場合は、グローバル パラ メータおよびサマ リーが表示されます。   ポー ト を
指定する場合、 ポー ト の詳細が表示されます。

単一方向または双方向の制御と してポー ト制御が設定され、 この設定がスイ ッチの設定と対立
する場合、 show dot1x {all | interface interface-id} 特権 EXEC コマン ド出力にその情報が表示さ
れます。

ControlDirection          = In (Inactive)

例 次の例では、 show dot1x コマン ドの出力を示します。

Switch# show dot1x 
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

all [summary] （任意） すべてのポー ト の IEEE 802.1x ステータスを表示します。

interface interface-id （任意） 指定のポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、 モジュール、 ポー
ト番号を含む） の IEEE 802.1x のステータスを表示します。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを
実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

details （任意） IEEE 802.1x インターフェイスの詳細を表示します。

statistics （任意） 指定されたポー ト の IEEE 802.1x 統計情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(25)SED 認証ステー ト のマシン  ステー トおよびポー ト  ステータス  フ ィールド
に auth-fail-vlan が含まれるよ うに表示が拡張されました。

12.2(25)SEE コマン ド構文が変更され、 コマン ド出力が修正されました。
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show dot1x
次の例では、 show dot1x all コマン ドの出力を示します。

Switch# show dot1x all
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
Violation Mode            = PROTECT
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

<output truncated>

次の例では、 show dot1x all summary コマン ドの出力を示します。

Interface       PAE     Client          Status
--------------------------------------------------------
Gi2/0/1         AUTH    none            UNAUTHORIZED
Gi2/0/2         AUTH    00a0.c9b8.0072  AUTHORIZED
Gi0/3         AUTH    none            UNAUTHORIZED

次の例では、 show dot1x interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/2
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = In
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
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show dot1x
次の例では、 show dot1x interface interface-id details コマン ドの出力を示します。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet0/2 details
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Dot1x Authenticator Client List Empty

次の例では、 ポー ト がゲス ト  VLAN に割り当てられ、 ホス ト  モードが multiple-hosts モードに
変更された場合の show dot1x interface interface-id details コマン ドの出力を示します。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/1 details
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Enabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
Guest-Vlan                = 182

Dot1x Authenticator Client List Empty

Port Status               = AUTHORIZED
Authorized By             = Guest-Vlan
Operational HostMode      = MULTI_HOST 
Vlan Policy               = 182

次の例では、 show dot1x interface interface-id statistics コマン ドの出力を示します。 表 2-36 に、
出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/2 statistics
Dot1x Authenticator Port Statistics for GigabitEthernet1/0/2
--------------------------------------------
RxStart = 0     RxLogoff = 0    RxResp = 1      RxRespID = 1
RxInvalid = 0   RxLenErr = 0    RxTotal = 2

TxReq = 2       TxReqID = 132   TxTotal = 134

RxVersion = 2   LastRxSrcMAC = 00a0.c9b8.0072
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show dot1x
関連コマンド

表 2-36 show dot1x statistics のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

RxStart 受信された有効な Extensible Authentication Protocol over LAN （EAPOL）
-Start フレームの数

RxLogoff 受信された EAPOL-Logoff フレームの数

RxResp 受信された有効な Extensible Authentication Protocol （EAP） -Response フ
レーム （Response/Identity フレーム以外） の数

RxRespID 受信された EAP-Response/Identity フレームの数

RxInvalid 受信された EAPOL フレームの う ち、 フレーム  タ イプを認識できないフ
レームの数

RxLenError 受信された EAPOL フレームの う ち、 パケッ ト本体の長さを示すフ ィール
ドが無効なフレームの数

RxTotal 受信されたすべてのタイプの有効な EAPOL フレームの数

TxReq 送信された EAP-Request フレーム （Request/Identity フレーム以外） の数

TxReqId 送信された Extensible Authentication Protocol （EAP） -Request/Identity フ
レームの数

TxTotal 送信されたすべてのタイプの Extensible Authentication Protocol over LAN
（EAPOL） フレームの数

RxVersion IEEE 802.1x バージ ョ ン  1 形式で受信されたパケッ ト の数

LastRxSrcMac 後に受信した EAPOL フレームで伝送された送信元 MAC アド レス

コマンド 説明

dot1x default IEEE 802.1x パラ メータをデフォル ト値に戻します。
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show dtp
show dtp
スイ ッチまたは指定されたインターフェイスのダイナ ミ ッ ク  ト ランキング プロ ト コル （DTP）
情報を表示するには、 show dtp 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show dtp [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

例 次の例では、 show dtp コマン ドの出力を示します。

Switch# show dtp
Global DTP information
        Sending DTP Hello packets every 30 seconds
        Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
        21 interfaces using DTP

次の例では、 show dtp interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show dtp interface gigabitethernet1/0/1
DTP information for GigabitEthernet1/0/1:
  TOS/TAS/TNS:                              ACCESS/AUTO/ACCESS
  TOT/TAT/TNT:                              NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
  Neighbor address 1:                       000943A7D081
  Neighbor address 2:                       000000000000
  Hello timer expiration (sec/state):       1/RUNNING
  Access timer expiration (sec/state):      never/STOPPED
  Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
  Multidrop timer expiration (sec/state):   never/STOPPED
  FSM state:                                S2:ACCESS
  # times multi & trunk                     0
  Enabled:                                  yes
  In STP:                                   no

interface 
interface-id

（任意） 指定されたインターフェイスのポー ト  セキュ リ テ ィ設定を表示します。
有効なインターフェイスには、 物理ポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、 モ
ジュール、 ポー ト番号を含む） が含まれます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show dtp
Statistics
  ----------
  3160 packets received (3160 good)
  0 packets dropped
      0 nonegotiate, 0 bad version, 0 domain mismatches, 0 bad TLVs, 0 other
  6320 packets output (6320 good)
      3160 native
  0 output errors
  0 trunk timeouts
  1 link ups, last link up on Mon Mar 01 1993, 01:02:29
  0 link downs

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces trunk インターフェイス  ト ランク情報を表示します。
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show eap
show eap
スイ ッチまたは指定されたポー ト の Extensible Authentication Protocol （EAP） レジス ト レー
シ ョ ン情報およびセッシ ョ ン情報を表示するには、 show eap 特権 EXEC コマン ドを使用し
ます。

show eap {{registrations [method [name] | transport [name]]} | {sessions [credentials name 
[interface interface-id] | interface interface-id | method name | transport name]}} 
[credentials name | interface interface-id | transport name] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次のキーワード と と もに show eap registrations 特権 EXEC コマン ドを使用する場合、 コマン ド
出力には次の情報が表示されます。

• None ： EAP および登録された EAP 方式で使用されるすべての下位レベル 

• method name キーワード ： 登録された指定の方式 

• transport name キーワード ： 登録された特定の下位レベル

次のキーワードを含む show eap sessions 特権 EXEC コマン ドを使用する場合、 コマン ド出力に
は次の情報が表示されます。

• None ： すべてのアクテ ィブな EAP セッシ ョ ン

• credentials name キーワード ： 指定された資格情報プロファ イル

• interface interface-id キーワード ： 指定されたインターフェイスのパラ メータ

• method name キーワード ： 指定された EAP 方式

• transport name キーワード ： 指定された下位レイヤ

registrations EAP レジス ト レーシ ョ ン情報を表示します。

method name （任意） EAP 方式のレジス ト レーシ ョ ン情報を表示します。

transport name （任意） EAP ト ランスポー ト のレジス ト レーシ ョ ン情報を表示します。

sessions EAP セッシ ョ ン情報を表示します。

credentials name （任意） EAP 方式のレジス ト レーシ ョ ン情報を表示します。

interface interface-id （任意） 指定されたポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、 モジュール、
ポー ト番号を含む） の EAP 情報を表示します。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを
実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加されました。 
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show eap
例 次の例では、 show eap registrations コマン ドの出力を示します。

Switch# show eap registrations
Registered EAP Methods:
  Method  Type            Name
    4     Peer            MD5

Registered EAP Lower Layers:
  Handle  Type            Name
    2     Authenticator   Dot1x-Authenticator
    1     Authenticator   MAB

次の例では、 show eap registrations transport コマン ドの出力を示します。

Switch# show eap registrations transport all
Registered EAP Lower Layers:
  Handle  Type            Name
    2     Authenticator   Dot1x-Authenticator
    1     Authenticator   MAB

次の例では、 show eap sessions コマン ドの出力を示します。

Switch# show eap sessions 
Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/1
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    0  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 2s)
EAP handle:              0x5200000A      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x93000004      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None

Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/2
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    0  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 2s)
EAP handle:              0xA800000B      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x0D000005      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None

<Output truncated>

次の例では、 show eap sessions interface interface-id 特権 EXEC コマン ドの出力を示します。

Switch# show eap sessions gigabitethernet1/0/1
Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/1
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    1  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 13s)
EAP handle:              0x5200000A      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x93000004      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None
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show eap
関連コマンド コマンド 説明

clear eap sessions スイ ッチまたは指定されたポー ト の EAP のセッシ ョ ン情報をク リ ア
します。
2-510
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show env
show env
スイ ッチ （スタン ドアロン  スイ ッチ、 スタ ッ ク  マスター、 またはスタ ッ ク  メ ンバ） のファン、
温度、 冗長電源システム （RPS） の可用性、 および電源情報を表示するには、 show env コマン
ドを  EXEC モードで使用します。

show env {all | fan | power | rps | stack [switch-number] | temperature } 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン マスター以外の特定のスイ ッチから情報にアクセスするには、 session 特権 EXEC コマン ドを使
用します。

任意のスイ ッチ メ ンバからスタ ッ ク内のスイ ッチに関する情報を表示するには、 show env 
stack [switch-number] コマン ドを使用します。

stack キーワードを指定して使用する と、 スタ ッ クまたはスタ ッ ク内で指定されたスイ ッチに
関するすべての情報が表示されます。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

例 次の例では、 マスター スイ ッチまたはスタン ドアロン  スイ ッチから入力した show env all コマ
ン ドの出力を示します。

Switch# show env all

all ファン と温度環境の両方の状態を表示します。

fan スイ ッチ ファンの状態を表示します。

power スイ ッチの電源の状態を表示します。

rps RPS 300 冗長電源システム （RPS 300） および Cisco RPS675 冗長電源シス
テム （RPS 675） がスイ ッチに接続されているかど うかを表示します。

stack 
[switch-number] 

スタ ッ クの各スイ ッチまたは指定されたスイ ッチのすべての環境ステータ
スを表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4 です （スタ ッ クのスイ ッチ番号
に対応）。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行
している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

temperature スイ ッチの温度ステータスを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show env
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is AVAILABLE

次の例では、 show env fan コマン ドの出力を示します。

Switch# show env fan
FAN is OK

次の例では、 show env stack コマン ドの出力を示します。

Switch# show env stack
SWITCH: 1
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
SWITCH: 2
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
SWITCH: 3
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT

次の例では、 Catalyst 2960-S スイ ッチ上での show env stack コマン ドの出力を示します。

Switch# show env stack
SWITCH: 1
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 32 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 49 Degree Celsius
Red Threshold    : 59 Degree Celsius
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT

次の例では、 マスター スイ ッチからスタ ッ ク  メ ンバ 3 に関する情報を表示する方法を示しま
す。

Switch# show env stack 3
SWITCH: 3
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
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show errdisable detect
show errdisable detect
error-disabled の検出状態を表示するには、 EXEC モードで show errdisable detect コマン ドを使
用します。

show errdisable detect 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 表示された gbic-invalid エラーの理由は、 無効な Small Form-Factor Pluggable （SFP） モジュー
ルを意味します。

例 次の例では、 show errdisable detect コマン ドの出力を示します。

Switch# show errdisable detect
ErrDisable Reason    Detection    Mode
-----------------    ---------    ----
arp-inspection       Enabled      port
bpduguard            Enabled      vlan
channel-misconfig    Enabled      port
community-limit      Enabled      port
dhcp-rate-limit      Enabled      port
dtp-flap             Enabled      port
gbic-invalid         Enabled      port
inline-power         Enabled      port
invalid-policy       Enabled      port
link-flap            Enabled      port
loopback             Enabled      port
lsgroup              Enabled      port
pagp-flap            Enabled      port
psecure-violation    Enabled      port/vlan
security-violatio    Enabled      port
sfp-config-mismat    Enabled      port
storm-control        Enabled      port
udld                 Enabled      port
vmps                 Enabled      port

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show errdisable detect
関連コマンド コマンド 説明

errdisable detect cause 特定の原因、 またはすべての原因に対して error-disabled 検出を
イネーブルにします。

show errdisable flap-values 認識されている状態のエラー情報を表示します。

show errdisable recovery error-disabled 回復タイマーの情報を表示します。

show interfaces status インターフェイスのステータスまたは error-disabled ステー ト に
ある インターフェイスの リ ス ト を表示します。
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show errdisable flap-values
show errdisable flap-values
ある原因をエラーと して認識させる条件を表示するには、 show errdisable flap-values コマン ド
を  EXEC モードで使用します。

show errdisable flap-values 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン Flaps 列には、 指定された時間間隔内にステー トへの変更を何回行う と、 エラーが検出されて
ポー ト がディセーブルになるのかが表示されます。 たとえば、 3 つのダイナ ミ ッ ク  ト ランキン
グ プロ ト コル （DTP） ステー ト （ポー ト  モード  アクセス / ト ランク）、 またはポー ト集約プロ
ト コル （PAgP） フ ラ ップが 30 秒間隔で変更された場合、 または 5 つの リ ンク  ステー ト （ リ ン
ク  アップ / ダウン） が 10 秒間隔で変更された場合は、 エラーと見なされてポー ト がシャ ッ ト
ダウンする こ とが示されます。

ErrDisable Reason    Flaps    Time (sec)
-----------------    ------   ----------
pagp-flap              3       30
dtp-flap               3       30
link-flap              5       10

例 次の例では、 show errdisable flap-values コマン ドの出力を示します。

Switch# show errdisable flap-values
ErrDisable Reason    Flaps    Time (sec)
-----------------    ------   ----------
pagp-flap              3       30
dtp-flap               3       30
link-flap              5       10

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

errdisable detect cause 特定の原因、 またはすべての原因に対して error-disabled 検出を
イネーブルにします。

show errdisable detect error-disabled 検出ステータスを表示します。

show errdisable recovery error-disabled 回復タイマーの情報を表示します。

show interfaces status インターフェイスのステータスまたは error-disabled ステー ト に
ある インターフェイスの リ ス ト を表示します。
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show errdisable recovery
show errdisable recovery
error-disabled 回復タイマー情報を表示するには、 show errdisable recovery コマン ドを  EXEC 
モードで使用します。

show errdisable recovery 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン gbic-invalid error-disable の理由は、 無効な Small Form-Factor Pluggable （SFP） インターフェイ
スを意味します。

例 次の例では、 show errdisable recovery コマン ドの出力を示します。

Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
udld                 Disabled
bpduguard            Disabled
security-violatio    Disabled
channel-misconfig    Disabled
vmps                 Disabled
pagp-flap            Disabled
dtp-flap             Disabled
link-flap            Enabled
psecure-violation    Disabled
gbic-invalid         Disabled
dhcp-rate-limit      Disabled
unicast-flood        Disabled
storm-control        Disabled
arp-inspection       Disabled
loopback             Disabled

Timer interval:300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface    Errdisable reason    Time left(sec)
---------    -----------------    --------------
Gi0/2 link-flap             279 

（注） [unicast-flood] フ ィールドは、 出力に表示はされますが無効です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show errdisable recovery
関連コマンド コマンド 説明

errdisable recovery 回復メカニズム変数を設定します。

show errdisable detect error-disabled 検出ステータスを表示します。

show errdisable flap-values 認識されている状態のエラー情報を表示します。

show interfaces status インターフェイスのステータスまたは error-disabled ステー ト に
ある インターフェイスの リ ス ト を表示します。
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show etherchannel
show etherchannel 
チャネルの EtherChannel 情報を表示するには、show etherchannel コマン ドを  EXEC モードで使
用します。

show etherchannel [channel-group-number {detail | port | port-channel | protocol | summary}] 
{detail | load-balance | port | port-channel | protocol | summary} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

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

例 次の例では、 show etherchannel 1 detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show etherchannel 1 detail
Group state = L2
Ports: 2   Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:   LACP
                Ports in the group:
                -------------------
Port: Gi1/0/1
------------

Port state    = Up Mstr In-Bndl
Channel group = 1           Mode = Active      Gcchange = -
Port-channel  = Po1         GC   =   -         Pseudo port-channel = Po1
Port index    = 0           Load = 0x00        Protocol =   LACP

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs   F - Device is sending fast LACPDU
        A - Device is in active mode.        P - Device is in passive mode.

Local information:
                            LACP port     Admin     Oper    Port     Port

channel-group-number （任意） チャネル グループの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 6 です。

detail EtherChannel の詳細を表示します。

load-balance ポー ト  チャネル内のポー ト間の負荷分散方式、 またはフレーム配布
方式を表示します。

port EtherChannel ポー ト情報を表示します。

port-channel ポー トチャネル情報を表示します。

protocol EtherChannel で使用されるプロ ト コルを表示します。

summary 各チャネル グループのサマ リーを  1 行で表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show etherchannel
Port      Flags   State     Priority      Key       Key     Number   State
Gi1/0/1   SA      bndl      32768         0x1       0x1     0x101    0x3D
Gi1/0/2   SA      bndl      32768         0x0       0x1     0x0      0x3D

Age of the port in the current state: 01d:20h:06m:04s
          
                Port-channels in the group:
                ----------------------

Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
------------

Age of the Port-channel   = 01d:20h:20m:26s
Logical slot/port   = 10/1          Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
  0     00     Gi1/0/1  Active          0
  0     00     Gi1/0/2  Active          0
  0     00     Gi0/1    Active          0
  0     00     Gi0/2    Active          0

Time since last port bundled:    01d:20h:20m:20s    Gi1/0/2

次の例では、 show etherchannel 1 summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show etherchannel 1 summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        u - unsuitable for bundling
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi1/0/1(P)  Gi1/0/2(P)
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show etherchannel
次の例では、 show etherchannel 1 port-channel コマン ドの出力を示します。

Switch# show etherchannel 1 port-channel 
                Port-channels in the group: 
                ----------------------
Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel   = 01d:20h:24m:50s
Logical slot/port   = 10/1          Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
0     00     Gi1/0/1  Active          0
  0     00     Gi1/0/2  Active          0

Time since last port bundled:    01d:20h:24m:44s    Gi1/0/2

次の例では、 show etherchannel protocol コマン ドの出力を示します。

Switch# show etherchannel protocol
                Channel-group listing:
                -----------------------
Group: 1
----------
Protocol:  LACP

Group: 2
----------
Protocol:  PAgP

関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポー ト を割り当てます。

channel-protocol チャネ リ ングを管理するため、 ポー ト上で使用されるプロ ト コル
を制限します。

interface port-channel ポー ト  チャネルへのアクセスや、 ポー ト  チャネルの作成を行い
ます。
2-520
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show fallback profile
show fallback profile 
スイ ッチで設定されたフォールバッ ク  プロファ イルを表示するには、 show fallback profile 特
権 EXEC コマン ドを使用します。

show fallback profile

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  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチで設定されたプロファ イルを表示するには、 show fallback profile 特権 EXEC コマン ド
を使用します。

例 次の例では、 show fallback profile コマン ドの出力を示します。

switch# show fallback profile 
Profile Name: dot1x-www
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : webauth-fallback
IP Access-Group IN: default-policy
Profile Name: dot1x-www-lpip
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : web-lpip
IP Access-Group IN: default-policy
Profile Name: profile1
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : NONE
IP Access-Group IN: NONE

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

dot1x fallback profile IEEE 802.1x 認証をサポー ト しないク ラ イアン ト用のフォール
バッ ク方式と して Web 認証を使用するよ う ポー ト を設定します。

fallback profile profile Web 認証のフォールバッ ク  プロファ イルを作成します。

ip admission rule スイ ッチ ポー ト で Web 認証をイネーブルにします。

ip admission name proxy 
http

スイ ッチで Web 認証をグローバルにイネーブルにします。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定されたポー ト の IEEE 802.1x の状態を表示します。
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show flowcontrol
show flowcontrol
フロー制御ステータスおよび統計情報を表示するには、 show flowcontrol コマン ドを  EXEC 
モードで使用します。

show flowcontrol [interface interface-id | module number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチまたは特定のインターフェイスのフロー制御ステータスおよび統計情報を表示するに
は、 このコマン ドを使用します。

スイ ッチ インターフェイス情報をすべて表示するには、 show flowcontrol コマン ドを使用しま
す。 スタン ドアロン  スイ ッチでは、 show flowcontrol コマン ドの出力結果は、 show flowcontrol 
module number コマン ドの出力結果と同じにな り ます。

特定のインターフェイスの情報を表示するには、 show flowcontrol interface interface-id コマン
ドを使用します。

例 次の例では、 show flowcontrol コマン ドの出力を示します。

Switch# show flowcontrol
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi2/0/1    Unsupp.  Unsupp.  off      off         0       0
Gi2/0/2    desired  off      off      off         0       0
Gi2/0/3    desired  off      off      off         0       0
<output truncated>

次の例では、 show flowcontrol interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show flowcontrol gigabitethernet2/0/2
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi2/0/2    desired  off      off      off         0       0

interface interface-id （任意） 特定のインターフェイスのフロー制御ステータスおよび統計
情報を表示します。

module number （任意） 指定されたスタ ッ ク  メ ンバのすべてのインターフェイスのフ
ロー制御ステータス と統計情報を表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 8 
です。 このオプシ ョ ンは、 特定のインターフェイス  ID を入力したと
きは利用できません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show flowcontrol
関連コマンド コマンド 説明

flowcontrol インターフェイスの受信フロー制御ステー ト を設定します。
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show interfaces
show interfaces
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの管理ステータスおよび動作ス
テータスを表示するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] [accounting | capabilities [module number] | 
counters | description | etherchannel | flowcontrol | pruning | stats | status [err-disabled] | 
switchport [backup | module number] | transceiver | properties | detail [module number] | 
trunk]

構文の説明 interface-id （任意） 有効なインターフェイスには、 物理ポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  
メ ンバ、 モジュール、 およびポー ト番号を含む） やポー ト  チャネルが含
まれます。 指定できるポー トチャネルの範囲は 1 ～ 6 です。

vlan vlan-id （任意） VLAN ID です。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

accounting （任意） インターフェイスのアカウン ト情報 （アクテ ィブ プロ ト コル、
入出力のパケッ ト 、 オクテッ ト を含む） を表示します。

（注） ソフ ト ウェアで処理されたパケッ ト だけが表示されます。 ハード
ウェアでスイ ッチングされるパケッ トは表示されません。

capabilities （任意） すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの
性能 （機能、 インターフェイス上で設定可能なオプシ ョ ンを含む） を表
示します。 このオプシ ョ ンはコマン ド ラ インのヘルプに表示されますが、
VLAN ID に使用できません。

module number （任意） 指定されたスタ ッ ク  メ ンバのすべてのインターフェイスの機能、
スイ ッチポー ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン、 または ト ランシーバの特性
（上記のキーワードに対応） を表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4 で
す。 このオプシ ョ ンは、 特定のインターフェイス  ID を入力する と きは利
用できません。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実
行している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。 その他のすべての 
Catalyst 2960 スイ ッチでは、 有効なモジュール番号は 1 のみです。

counters ( 任意 ) show interfaces counters コマン ドを参照して ください。

description （任意） 特定のインターフェイスに設定された管理ステータスおよび説明
を表示します。

etherchannel （任意） インターフェイス  EtherChannel 情報を表示します。

flowcontrol （任意） インターフェイスのフロー制御情報を表示します。

pruning （任意） インターフェイス  ト ランク  VTP プルーニング情報を表示します。

stats （任意） インターフェイスのスイ ッチング  パスによる入出力パケッ ト を
表示します。

status （任意） インターフェイスのステータスを表示します。 [Type] フ ィールド
の unsupported のステータスは、 他社製の Small Form-Factor Pluggable
（SFP） モジュールがモジュール スロ ッ ト に装着されている こ と を示して
います。

err-disabled （任意） error-disabled ステー ト のインターフェイスを表示します。

switchport （任意） ポー ト  ブロ ッキング、 ポー ト保護設定など、 スイ ッチング  ポー
ト の管理ステータスおよび動作ステータスを表示します。
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show interfaces
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show interfaces capabilities コマン ドに異なるキーワードを指定する こ とで、 次のよ う な結果に
な り ます。

• show interfaces capabilities module number コマン ドを使用して、 スタ ッ クのスイ ッチ上の
すべてのインターフェイスの性能を表示します。 スタ ッ ク内に該当するモジュール番号を
持つスイ ッチがない場合、 出力はあ り ません。

（注） スタ ッ ク構成がサポー ト されているのは、 Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

• 指定されたインターフェイスの機能を表示するには、 show interfaces interface-id 
capabilities を使用します。

• スタ ッ ク内のすべてのインターフェイスの機能を表示するには、 show interfaces 
capabilities を使用します （モジュール番号またはインターフェイス  ID の指定なし）。

LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチで、 スタ ッ ク内の特定のスイ ッチ
上のすべてのインターフェイスのスイ ッチ ポー ト特性を表示するには、 show interfaces 
switchport module number コマン ドを使用します。 スタ ッ ク内に該当するモジュール番号を持
つスイ ッチがない場合、 出力はあ り ません。

（注） その他のすべての Catalyst 2960 スイ ッチでは、 ～を使用します。 crb、 fair-queue、 irb、
mac-accounting、 precedence、 random-detect、 rate-limit、 および shape キーワードは、 コマン
ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングに表示されますが、 サポー ト されていません。

backup （任意） スタ ッ ク上の指定したインターフェイスまたはすべてのインター
フェイスの、 Flex Link バッ クアップ インターフェイス  コンフ ィギュレー
シ ョ ンおよびステータスを表示します。

transceiver [detail | 
properties]

（任意） CWDM または DWDM Small Form-Factor （SFP） モジュール イン
ターフェイスの物理プロパティ を表示します。 キーワードの意味は次の
とおりです。

• detail ： （任意） 高低の番号、 アラーム情報を含む較正プロパティ を
表示します。

• properties ： （任意） インターフェイスの速度とデュプレ ッ ク スの設
定を表示します。

trunk インターフェイス  ト ランク情報を表示します。 インターフェイスを指定
しない場合は、 アクテ ィブな ト ランキング  ポー ト の情報だけが表示され
ます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show interfaces
例 次の例では、スタ ッ ク  メ ンバ 3 のインターフェイスに対する  show interfaces コマン ドの出力を
示します。

Switch# show interfaces gigabitethernet3/0/2 
GigabitEthernet3/is down, line protocol is down
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0009.43a7.d085 (bia 0009.43a7.d085)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interfaces" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     2 packets input, 1040 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     4 packets output, 1040 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の例では、 show interfaces accounting コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces accounting
Vlan1
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
                      IP    1094395  131900022     559555   84077157
           Spanning Tree     283896   17033760         42       2520
                     ARP      63738    3825680        231      13860
Interface Vlan2 is disabled
Vlan7
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.
Vlan31
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.

GigabitEthernet1/0/1
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.
GigabitEthernet1/0/2
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.

<output truncated>

次の例では、 インターフェイスの show interfaces capabilities コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 capabilities
GigabitEthernet1/0/2

Model:                 WS-C2960G-24TC-L
Type:                  10/100/1000BaseTX
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex: full,auto
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
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  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)
  Fast Start:            yes
  QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  UDLD:                  yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
  PortSecure:            yes
  Dot1x:                 yes

Multiple Media Types:  rj45, sfp, auto-select 

次の例では、 description インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して、 イ
ンターフェイスを  Connects to Marketing と して指定した場合の show interfaces interface-id 
description コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status         Protocol Description
Gi1/0/2 up             down     Connects to Marketing

次の例では、 スイ ッチにポー ト  チャネルが設定されている場合の show interfaces etherchannel 
コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces etherchannel
----
Port-channel1:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/1           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

Port-channel2:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/2           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

Port-channel3:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/3           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

次の例では、 VTP ド メ イン内でプルーニングがイネーブルの場合の show interfaces interface-id 
pruning コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port    Vlans pruned for lack of request by neighbor
Gi1/0/2 3,4

Port    Vlans traffic requested of neighbor
Gi1/0/2  1-3

次の例では、 指定した VLAN インターフェイスの show interfaces stats コマン ドの出力を示し
ます。

Switch# show interfaces vlan 1 stats
Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
        Processor    1165354  136205310     570800   91731594
      Route cache          0          0          0          0
            Total    1165354  136205310     570800   91731594
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次の例では、 show interfaces status コマン ドの出力の一部を示します。 すべてのインターフェ
イスのステータスが表示されます。

Switch# show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa1/0/1                      connected    routed     a-half  a-100 10/100BaseTX
Fa1/0/2                      notconnect   121,40       auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/3                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/4                      notconnect   18           auto   auto Not Present
Fa1/0/5                      connected    121        a-full a-1000 10/100BaseTX
Fa1/0/6                      connected    122,11     a-full a-1000 10/100BaseTX 

<output truncated>
Gi1/0/1                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2                      notconnect   1            auto   auto unsupported

次の例では、 show interfaces status err-disabled コマン ドの出力を示します。 error-disabled ス
テー ト のインターフェイスのステータスを表示します。

Switch# show interfaces status err-disabled 
Port      Name               Status       Reason
Gi2/0/26                     err-disabled gbic-invalid

次の例では、 ポー ト の show interfaces switchport コマン ドの出力を示します。 表 2-37 に、 出力
内のフ ィールドの説明を示します。

（注） プラ イベー ト  VLAN はサポー ト されていないため、 これらのフ ィールドは適用されません。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1 switchport
Name: Gi1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association:10 (VLAN0010) 502 (VLAN0502)
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled

Voice VLAN: none (Inactive)
Appliance trust: none
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次の例では、 show interfaces switchport backup コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface    Backup Interface    State
     --------------------------------------------------------------

Fa1/0/1              Fa1/0/2             Active Up/Backup Standby
Fa3/0/3   Fa4/0/5  Active Down/Backup Up

     Po1                 Po2 Active Standby/Backup Up

次の例では、 show interfaces switchport backup コマン ドの出力を示します。 この例では、 ス
イ ッチで VLAN 1 ～ 50、 60、 100 ～ 120 が設定されています。

Switch(config)#interface gigabitEthernet 2/0/6
Switch(config-if)#switchport backup interface gigabitEthernet 2/0/8 prefer vlan 60,100-120

両方のインターフェイスが起動している場合、 Gi2/0/8 が VLAN 60、 100 ～ 120 の ト ラフ ィ ッ ク
を転送し、 Gi2/0/6 が VLAN 1 ～ 50 の ト ラフ ィ ッ クを転送します。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

表 2-37 show interfaces switchport のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Name ポー ト名を表示します。

Switchport ポー ト の管理ステータスおよび動作ステータスを表示し
ます。 この出力の場合、 ポー トはスイ ッチポー ト  モード
です。

Administrative Mode

Operational Mode

管理モードおよび動作モードを表示します。

Administrative Trunking 
Encapsulation

Operational Trunking Encapsulation

Negotiation of Trunking

管理上および運用上のカプセル化方式、 および ト ランキ
ング  ネゴシエーシ ョ ンがイネーブルかど うかを表示し
ます。

Access Mode VLAN ポー ト を設定する  VLAN ID を表示します。

Trunking Native Mode VLAN

Trunking VLANs Enabled

Trunking VLANs Active

ネイテ ィブ モードの ト ランクの VLAN ID を一覧表示し
ます。 ト ランク上の許可 VLAN を一覧表示します。 ト ラ
ンク上のアクテ ィブ VLAN を一覧表示します。

Pruning VLANs Enabled プルーニングに適格な VLAN を一覧表示します。

Protected インターフェイス上で保護ポー ト がイネーブル （True）
であるかまたはディセーブル （False） であるかを表示し
ます。

Unknown unicast blocked

Unknown multicast blocked

不明なマルチキャス トおよび不明なユニキャス ト  ト ラ
フ ィ ッ クがインターフェイス上でブロ ッ ク されているか
ど うかを表示します。

Voice VLAN 音声 VLAN がイネーブルである  VLAN ID を表示します。

Appliance trust IP Phone のデータ  パケッ ト のサービス  ク ラス （CoS） 設
定を表示します。
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Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがダウンする と （LINK_DOWN）、 このインターフェイスで優先さ
れる  VLAN は、 Flex Link ペアのピア インターフェイスに移動します。 この例では、 インター
フェイス  Gi2/0/6 がダウンして、 Gi2/0/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を引き継ぎます。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 1-50, 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがアップになる と、 このインターフェイスで優先される  VLAN はピ
ア インターフェイスでブロ ッ ク され、 アップしたインターフェイスでフォワーディ ング  ス
テー ト にな り ます。 この例では、 インターフェイス  Gi2/0/6 がアップになる と、 このインター
フェイスで優先される  VLAN はピア インターフェイス  Gi2/0/8 でブロ ッ ク され、Gi2/0/6 で転送
されます。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 60, 100-120

次の例では、 show interfaces interface-id pruning コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port    Vlans pruned for lack of request by neighbor

次の例では、 show interfaces interface-id trunk コマン ドの出力を示します。 ポー ト の ト ランキ
ング情報が表示されます。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/1       auto         negotiate      trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1       1-4

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1       1-4

次の例では、 show interfaces interface-id transceiver properties コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 transceiver properties
Name : Gi1/0/2
Administrative Speed: auto 
Operational Speed: auto 
2-530
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show interfaces
Administrative Duplex: auto
Administrative Power Inline: N/A
Operational Duplex: auto
Administrative Auto-MDIX: off
Operational Auto-MDIX: off
Configured Media: sfp
Active Media: sfp
Attached: 10/100/1000BaseTX SFP-10/100/1000BaseTX
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次の例では、 show interfaces interface-id transceiver detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show interfaces gigabitethernet2/0/3 transceiver detail
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is externally calibrated.
mA:milliamperes, dBm:decibels (milliwatts), N/A:not applicable.
++:high alarm, +:high warning, -:low warning, -- :low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are uncalibrated.

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
        Temperature         Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
------- ------------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 41.5               110.0       103.0 -8.0      -12.0

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
-------  ---------------    ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 3.20 4.00        3.70 3.00       2.95

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Current            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (milliamperes)     (mA)        (mA)       (mA)       (mA)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 31.0 84.0        70.0 4.0        2.0

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 -0.0 ( -0.0) -0.0        -0.0 -0.0       -0.0

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 N/A  ( -0.0) -- -0.0        -0.0 -0.0       -0.0

関連コマンド コマンド 説明

switchport access ポー ト をスタテ ィ ッ ク  アクセス  ポー ト またはダイナ ミ ッ ク  アク
セス  ポー ト と して設定します。

switchport block インターフェイス上で不明なユニキャス ト またはマルチキャス
ト  ト ラフ ィ ッ クをブロ ッ ク します。

switchport backup interface 相互バッ クアップを提供するレイヤ 2 インターフェイスのペアで
ある  Flex Link を設定します。

switchport mode ポー ト の VLAN メ ンバーシップ モードを設定します。

switchport protected 同じスイ ッチの他の保護されたポー ト からレイヤ 2 のユニキャス
ト 、 マルチキャス ト 、 およびブロードキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを
分離します。

switchport trunk pruning ト ランキング モードのポー ト の VLAN プルーニング適格リ ス ト
を設定します。
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show interfaces counters
スイ ッチまたは特定のインターフェイスの各種カウンタを表示するには、 show interfaces 
counters 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] counters [errors | etherchannel |module switch- 
number | protocol status | trunk] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを入力しない場合は、 すべてのインターフェイスのすべてのカウンタが表示されま
す。

（注） vlan vlan-id キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されますが、 サポー
ト されていません。

例 次の例では、 show interfaces counters コマン ドの出力の一部を示します。 スイ ッチのすべての
カウンタが表示されます。

Switch# show interfaces counters
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi1/0/1 0             0             0             0
Gi1/0/2 0             0             0             0

<output truncated>

interface-id （任意） 物理インターフェイスの ID です。

errors （任意） エラー カウンタを表示します。

etherchannel （任意） 送受信されたオクテッ ト 、 ブロードキャス ト  パケッ ト 、 マル
チキャス ト  パケッ ト 、 およびユニキャス ト  パケッ ト など、
EtherChannel カウンタを表示します。

module switch- number （任意） 指定されたスタ ッ ク  メ ンバのカウンタを表示します。 指定で
きる範囲は 1 ～ 4 です （スタ ッ クのスイ ッチ番号に対応）。

このコマン ドの module キーワードは、 スタ ッ ク  メ ンバ番号 （1 ～ 4）
を参照しています。 インターフェイス  ID に含まれるモジュール番号
は、 常に 0 です。

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを
実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

protocol status （任意） インターフェイスでイネーブルになっているプロ ト コルのス
テータスを表示します。

trunk （任意） ト ランク  カウンタを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 スタ ッ ク  メ ンバ 2 の show interfaces counters module コマン ドの出力の一部を示
します。 スタ ッ ク内で指定されたスイ ッチのすべてのカウンタが表示されます。

Switch# show interfaces counters module 2
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi2/0/1              520             2             0             0
Gi2/0/2              520             2             0             0
Gi2/0/3              520             2             0             0
Gi2/0/4              520             2             0             0
Gi2/0/5              520             2             0             0
Gi2/0/6              520             2             0             0
Gi2/0/7              520             2             0             0
Gi2/0/8              520             2             0             0

<output truncated>

次の例では、 すべてのインターフェイスに対する  show interfaces counters protocol status コマ
ン ドの出力の一部を示します。

Switch# show interfaces counters protocol status
Protocols allocated:
 Vlan1: Other, IP
 Vlan20: Other, IP, ARP
 Vlan30: Other, IP, ARP
 Vlan40: Other, IP, ARP
 Vlan50: Other, IP, ARP
 Vlan60: Other, IP, ARP
 Vlan70: Other, IP, ARP
 Vlan80: Other, IP, ARP
 Vlan90: Other, IP, ARP
 Vlan900: Other, IP, ARP
 Vlan3000: Other, IP
 Vlan3500: Other, IP
FastEthernet1/0/1: Other, IP, ARP, CDP
FastEthernet1/0/2: Other, IP
FastEthernet1/0/3: Other, IP
FastEthernet1/0/4: Other, IP
FastEthernet1/0/5: Other, IP
FastEthernet1/0/6: Other, IP
FastEthernet1/0/7: Other, IP
FastEthernet1/0/8: Other, IP
FastEthernet1/0/9: Other, IP
FastEthernet1/0/10: Other, IP, CDP

<output truncated>

次の例では、 show interfaces counters trunk コマン ドの出力を示します。 すべてのインター
フェイスの ト ランク  カウンタが表示されます。

Switch# show interfaces counters trunk
Port        TrunkFramesTx  TrunkFramesRx  WrongEncap
Gi1/0/1 0              0           0
Gi1/0/2 0              0           0
Gi1/0/3 80678           4155           0
Gi1/0/4 82320            126           0
Gi1/0/5 0 0           0

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces 追加のインターフェイスの特性を表示します。
2-534
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show inventory
show inventory
ハード ウェアの製品識別 （PID） 情報を表示するには、 show inventory コマン ドを  EXEC モー
ドで使用します。

show inventory [entity-name | raw] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマン ドでは大文字と小文字が区別されます。 引数がない場合、 show inventory コマン ドは製
品識別情報を持つすべての識別可能なエンテ ィテ ィのコンパク ト  ダンプを生成します。 コンパ
ク ト  ダンプには、 エンテ ィテ ィの場所 （スロ ッ ト  ID）、 エンテ ィテ ィの説明、 およびそのエン
テ ィテ ィの Unique Device Indicator （UDI） （PID、 VID、 および SN） が表示されます。

（注） PID がない場合は、 show inventory コマン ドを入力しても出力は表示されません。

例 次の例では、 show inventory コマン ドの出力を示します。

Switch# show inventory
NAME: "1", DESCR: "WS-C2960-48TC-L"
PID: WS-C2960-24TC-L   , VID: 02 , SN: FHH0923D075

NAME: "GigabitEthernet0/1", DESCR: "100BaseBX-10D SFP"
PID:                     , VID:    , SN: NEC09050251     

NAME: "GigabitEthernet0/2", DESCR: "100BaseBX-10U SFP"
PID:                     , VID:    , SN: NEC09050020     

entity-name （任意） 指定されたエンテ ィテ ィ を表示します。 たとえば、 Small 
Form-Factor Pluggable （SFP） モジュールが取り付けられているイン
ターフェイス （gigabitethernet0/1 など） を入力します。

raw （任意） デバイスのすべてのエンテ ィテ ィ を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
2-535
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show ip arp inspection
show ip arp inspection
ダイナ ミ ッ ク  アド レス解決プロ ト コル （ARP） インスペクシ ョ ンの設定および動作ステー ト 、
あるいはすべての VLAN または指定されたインターフェイスや VLAN に対する この機能のス
テータスを表示するには、 show ip arp inspection 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show ip arp inspection [interfaces [interface-id] | log | statistics [vlan vlan-range] | vlan 
vlan-range] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show ip arp inspection コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip arp inspection

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled

interfaces [interface-id] （任意） 指定されたインターフェイスまたはすべてのインター
フェイスの ARP パケッ ト の信頼状態およびレー ト制限を表示
します。 有効なインターフェイスには、 物理ポー ト とポー ト  
チャネルが含まれます。

log （任意） ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン  ログ バッファの設
定と内容を表示します。

statistics [vlan vlan-range] （任意） 指定された VLAN の転送済みパケッ ト 、 ド ロ ップ済み
パケッ ト 、 MAC 検証に失敗したパケッ ト 、 IP 検証に失敗した
パケッ ト 、 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） によって許
可および拒否されたパケッ ト 、 DHCP によって許可および拒否
されたパケッ ト の統計情報を表示します。 VLAN が指定されて
いない場合、 または範囲が指定されている場合は、 ダイナ ミ ッ
ク  ARP インスペクシ ョ ンがイネーブルにされた （アクテ ィブ）
VLAN だけの情報を表示します。

VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、 それぞれをハイフン
で区切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN 
を指定できます。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

vlan vlan-range （任意） 指定された VLAN のダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ
ンの設定および動作ステー ト を表示します。 VLAN が指定され
ていない場合、 または範囲が指定されている場合は、 ダイナ
ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ンがイネーブルにされた （アク
テ ィブ） VLAN だけの情報を表示します。

VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、 それぞれをハイフン
で区切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の VLAN 
を指定できます。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 
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IP Address Validation      : Enabled

  Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
  ----     -------------    ---------   ---------          ----------
     1     Enabled          Active      deny-all           No

  Vlan     ACL Logging      DHCP Logging      Probe Logging
  ----     -----------      ------------      -------------
     1     Acl-Match        All               Permit

  Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
  ----      ---------        -------     ----------      ---------
     1              0              0              0              0

  Vlan   DHCP Permits    ACL Permits  Probe Permits   Source MAC Failures
  ----   ------------    -----------  -------------   -------------------
     1              0              0              0                     0

  Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures   Invalid Protocol Data
  ----   -----------------   ----------------------   ---------------------
     1                   0                        0                       0

次の例では、 show ip arp inspection interfaces コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip arp inspection interfaces
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval

 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/0/1          Untrusted               15                 1
 Gi1/0/2          Untrusted               15                 1
 Gi1/0/3          Untrusted               15                 1

次の例では、 show ip arp inspection interfaces interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip arp inspection interfaces gigabitethernet1/0/1 
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
---------------  -----------     ----------    --------------

 Gi1/0/1          Untrusted               15                 1
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show ip arp inspection
次の例では、 show ip arp inspection log コマン ドの出力を示します。バッファがク リ アされる前
のログ  バッファの内容を表示します。

Switch# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 32
Syslog rate : 10 entries per 300 seconds.

Interface   Vlan  Sender MAC      Sender IP        Num Pkts   Reason       Time
----------  ----  --------------  ---------------  ---------  -----------  ----
Gi1/0/1  5     0003.0000.d673  192.2.10.4               5  DHCP Deny    19:39:01 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.0000.d774  128.1.9.25               6  DHCP Deny    19:39:02 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1111  10.10.10.1               7  DHCP Deny    19:39:03 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1112  10.10.10.2               8  DHCP Deny    19:39:04 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1114  173.1.1.1               10  DHCP Deny    19:39:06 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1115  173.1.1.2               11  DHCP Deny    19:39:07 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1116  173.1.1.3               12  DHCP Deny    19:39:08 UTC 
Mon Mar 1 1993

ログ バッファがオーバーフローする場合は、 ログ イベン ト がログ  バッファに収まらないこ と
を意味しており、 show ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ドの出力が影響を受けます。 パ
ケッ ト数および時間以外のすべてのデータの代わりに -- が表示されます。 このエン ト リ に対し
ては、 その他の統計情報は表示されません。 出力にこのエン ト リ が表示される場合は、 ログ  
バッファのエン ト リ数を増やすか、 ip arp inspection log-buffer グローバル コンフ ィギュレー
シ ョ ン  コマン ドでロギング  レー ト を増やします。

次の例では、 show ip arp inspection statistics コマン ドの出力を示します。 ダイナ ミ ッ ク  ARP イ
ンスペクシ ョ ンによって処理されたすべてのアクテ ィブ VLAN のパケッ ト の統計情報を表示し
ます。

Switch# show ip arp inspection statistics
Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
    5              3           4618           4605              4
 2000              0              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    5              0             12                     0
 2000              0              0                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    5                   0                        9
 2000                   0                        0

show ip arp inspection statistics コマン ドでは、スイ ッチは信頼されたダイナ ミ ッ ク  ARP インス
ペクシ ョ ン  ポー ト上の各 ARP 要求および応答パケッ ト の転送済みパケッ ト数を増加させます。
スイ ッチは、 送信元 MAC、 宛先 MAC、 または IP 検証チェ ッ クによって拒否された各パケッ ト
の ACL または DHCP 許可済みパケッ ト数を増加させ、 適切な失敗数を増加させます。
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show ip arp inspection
次の例では、 show ip arp inspection statistics vlan 5 コマン ドの出力を示します。 ダイナ ミ ッ ク  
ARP によって処理された VLAN 5 のパケッ ト の統計情報を表示します。

Switch# show ip arp inspection statistics vlan 5
Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
    5              3           4618           4605              4

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    5              0             12                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures Invalid Protocol Data
 ----   -----------------   ---------------------- ---------------------
    5                   0                        9 3

次の例では、show ip arp inspection vlan 5 コマン ドの出力を示します。VLAN 5 のダイナ ミ ッ ク  
ARP インスペクシ ョ ンの設定および動作ステー ト を表示します。

Switch# show ip arp inspection vlan 5
Source Mac Validation      :Enabled
Destination Mac Validation :Enabled
IP Address Validation      :Enabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    5     Enabled          Active      second             No

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    5     Acl-Match        All

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義します。

clear ip arp inspection log ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン  ログ バッファをク リ
アします。

clear ip arp inspection statistics ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ンの統計情報をク リ ア
します。

ip arp inspection log-buffer ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン  ロギング バッファを
設定します。

ip arp inspection vlan logging VLAN 単位で記録するパケッ ト のタ イプを制御します。

show arp access-list ARP アクセス  リ ス ト に関する詳細を表示します。
2-539
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping
DHCP スヌーピング設定を表示するには、 show ip dhcp snooping コマン ドを  EXEC モードで使
用します。

show ip dhcp snooping 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show ip dhcp snooping コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
40-42
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is allowed 
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
GigabitEthernet1/0/1  yes         unlimited
GigabitEthernet1/0/2  yes         unlimited
GigabitEthernet2/0/3             no          2000 
GigabitEthernet2/0/4  yes         unlimited

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示します。
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show ip dhcp snooping binding
show ip dhcp snooping binding
スイ ッチ上にあるすべてのインターフェイスの DHCP スヌーピング バインディ ング  データ
ベース と設定情報を表示するには、 show ip dhcp snooping binding コマン ドを  EXEC モードで
使用します。

show ip dhcp snooping binding [ip-address] [mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip dhcp snooping binding コマン ドの出力は、 ダイナ ミ ッ クに設定されたバインディ ング
だけを表示します。 DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内のダイナ ミ ッ クおよび
スタテ ィ ッ クに設定されたバインディ ングを表示するには、 show ip source binding 特権 EXEC 
コマン ドを使用します。

DHCP スヌーピングがイネーブルでインターフェイスがダウン  ステー ト に変更された場合、 静
的に設定されたバインディ ングは削除されません。

例 次の例では、 スイ ッチの DHCP スヌーピング バインディ ング  エン ト リ を表示する方法を示し
ます。

Switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9837        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
00:D0:B7:1B:35:DE   10.1.2.151       237         dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 2

次の例では、 特定の IP アド レスの DHCP スヌーピング バインディ ング エン ト リ を表示する方
法を示します。

Switch# show ip dhcp snooping binding 10.1.2.150
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9810        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
Total number of bindings: 1

ip-address （任意） バインディ ング エン ト リ  IP アド レスを指定します。

mac-address （任意） バインディ ング エン ト リ  MAC アド レスを指定します。

interface interface-id （任意） バインディ ング入力インターフェイスを指定します。

vlan vlan-id （任意） バインディ ング エン ト リ  VLAN を指定します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show ip dhcp snooping binding
次の例では、特定の MAC アド レスの DHCP スヌーピング バインディ ング エン ト リ を表示する
方法を示します。

Switch# show ip dhcp snooping binding 0102.0304.0506
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9788        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 1

次の例では、 ポー ト の DHCP スヌーピング バインディ ング  エン ト リ を表示する方法を示し
ます。

Switch# show ip dhcp snooping binding interface gigabitethernet2/0/2
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:30:94:C2:EF:35   10.1.2.151       290         dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 1

次の例では、 VLAN 20 の DHCP スヌーピング バインディ ング  エン ト リ を表示する方法を示し
ます。

Switch# show ip dhcp snooping binding vlan 20
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9747        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
00:00:00:00:00:02   10.1.2.151       65          dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 2

表 2-38 に、 show ip dhcp snooping binding コマン ド出力のフ ィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 2-38 show ip dhcp snooping binding コマンドの出力結果

フ ィールド 説明

MacAddress ク ラ イアン ト  ハード ウェアの MAC アド レス

IpAddress DHCP サーバから割り当てられたク ラ イアン ト  IP アド レス

Lease(sec) IP アド レスに対する残りの リース時間 

Type バインディ ング タ イプ

VLAN ク ラ イアン ト  インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP ク ラ イアン ト  ホス ト に接続されるインターフェイス

Total number of bindings スイ ッチに設定される合計バインディ ング数

（注） コマン ド出力では、 合計バインディ ング数が表示されない
こ と もあ り ます。 たとえば、 200 バインディ ングがスイ ッ
チに設定されてすべてのバインディ ングが表示される前に
表示を停止させた場合、 合計数は変更されません。

コマンド 説明

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定
します。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show ip dhcp snooping database
show ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディ ング  データベース  エージェン ト のステータスを表示するには、
show ip dhcp snooping database コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ip dhcp snooping database [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 show ip dhcp snooping database コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip dhcp snooping database
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        0   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0

次の例では、 show ip dhcp snooping database detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip dhcp snooping database detail 
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

detail （任意） 詳細なステータス と統計情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show ip dhcp snooping database
Total Attempts       :       21   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :       21
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :       21
Media Failures       :        0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エー
ジェン ト またはバインディ ング  ファ イルを設定します。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング情報を表示します。
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show ip dhcp snooping statistics
show ip dhcp snooping statistics
DHCP スヌーピング統計情報をサマ リー形式または詳細形式で表示するには、 show ip dhcp 
snooping statistics コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ip dhcp snooping statistics [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチ スタ ッ クでは、 すべての統計情報がスタ ッ ク  マスターで生成されます。 新しいス
タ ッ ク  マスターが選出された場合、 統計カウンタは リ セッ ト されます。

スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

例 次の例では、 show ip dhcp snooping statistics コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip dhcp snooping statistics
 Packets Forwarded                                     = 0
 Packets Dropped                                       = 0
 Packets Dropped From untrusted ports                  = 0

次の例では、 show ip dhcp snooping statistics detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip dhcp snooping statistics detail
 Packets Processed by DHCP Snooping                    = 0
 Packets Dropped Because
   IDB not known                                       = 0
   Queue full                                          = 0
   Interface is in errdisabled                         = 0
   Rate limit exceeded                                 = 0
   Received on untrusted ports                         = 0
   Nonzero giaddr                                      = 0
   Source mac not equal to chaddr                      = 0
   Binding mismatch                                    = 0
   Insertion of opt82 fail                             = 0
   Interface Down                                      = 0
   Unknown output interface                            = 0
   Reply output port equal to input port               = 0
   Packet denied by platform                           = 0

detail （任意） 詳細な統計情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(37)SE このコマン ドが追加されました。 
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show ip dhcp snooping statistics
表 2-39 に、 DHCP スヌーピング統計とそれらの説明を示します。

表 2-39 DHCP スヌーピング統計情報

DHCP スヌーピング統計情報 説明

Packets Processed by DHCP Snooping 転送されたパケッ トおよびド ロ ップされたパケッ ト も含めて、 DHCP スヌー
ピングによって処理されたパケッ ト の合計数。

Packets Dropped Because IDB not 
known

パケッ ト の入力インターフェイスを判断できないエラーの数。

Queue full パケッ ト の処理に使用される内部キューが満杯であるエラーの数。 非常に
高いレー ト で DHCP パケッ ト を受信し、 入力ポー ト でレー ト制限がイネー
ブルになっていない場合、 このエラーが発生する こ とがあ り ます。

Interface is in errdisabled error-disabled と してマーク されたポー ト でパケッ ト を受信した回数。 これ
が発生する可能性があるのは、 ポー ト が error-disabled ステー ト である場合
にパケッ ト が処理キューに入り、 そのパケッ ト が後で処理される場合です。

Rate limit exceeded ポー ト で設定されているレー ト制限を超えて、 インターフェイスが 
error-disabled ステー ト になった回数。

Received on untrusted ports 信頼できないポー ト で DHCP サーバ パケッ ト （OFFER、 ACK、 NAK、
LEASEQUERY のいずれか） を受信してド ロ ップした回数。

Nonzero giaddr 信頼できないポー ト で受信した DHCP パケッ ト の リ レー エージェン ト  アド
レス  フ ィールド （giaddr） がゼロ以外だった回数。 または no ip dhcp 
snooping information option allow-untrusted グローバル コンフ ィギュレー
シ ョ ン  コマン ドを設定しておらず、 信頼できないポー ト で受信したパケッ
ト にオプシ ョ ン  82 データが含まれていた回数。

Source mac not equal to chaddr DHCP パケッ ト のク ラ イアン ト  MAC アド レス  フ ィールド （chaddr） がパ
ケッ ト の送信元 MAC アド レス と一致せず、 ip dhcp snooping verify 
mac-address グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドが設定されてい
る回数。

Binding mismatch MAC アド レス と  VLAN のペアのバインディ ングになっているポー ト とは異
なるポー ト で、 RELEASE パケッ ト または DECLINE パケッ ト を受信した回
数。 これは、 誰かが本来のク ラ イアン ト をスプーフ ィ ングし よ う と してい
る可能性がある こ と を示しますが、 ク ラ イアン ト がスイ ッチの別のポー ト
に移動して RELEASE または DECLINE を実行したこ と を表すこ と もあ り ま
す。 MAC アド レスは、 イーサネッ ト  ヘッダーの送信元 MAC アド レスでは
な く、 DHCP パケッ ト の [chaddr] フ ィールドから採用されます。

Insertion of opt82 fail パケッ トへのオプシ ョ ン  82 挿入がエラーになった回数。オプシ ョ ン  82 デー
タを含むパケッ ト がインターネッ ト の単一物理パケッ ト のサイズを超えた
場合、 挿入はエラーになる こ とがあ り ます。

Interface Down パケッ ト が DHCP リ レー エージェン トへの応答であるが、 リ レー エージェ
ン ト の SVI インターフェイスがダウンしている回数。 DHCP サーバへのク
ラ イアン ト要求の送信と応答の受信の間で SVI がダウンした場合に発生す
るエラーですが、 めったに発生しません。
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show ip dhcp snooping statistics
関連コマンド

Unknown output interface オプシ ョ ン  82 データまたは MAC アド レス  テーブルのルッ クアップのいず
れかで、 DHCP 応答パケッ ト の出力インターフェイスを判断できなかった回
数。 パケッ トはド ロ ップされます。 オプシ ョ ン  82 が使用されておらず、 ク
ラ イアン ト  MAC アド レスが期限切れになった場合に発生する こ とがあ り ま
す。 ポー ト セキュ リ テ ィ  オプシ ョ ンで IPSG がイネーブルであ り、 オプシ ョ
ン  82 がイネーブルでない場合、 ク ラ イアン ト の MAC アド レスは学習され
ず、 応答パケッ トはド ロ ップされます。

Reply output port equal to input port DHCP 応答パケッ ト の出力ポー ト が入力ポー ト と同じであ り、 ループの可能
性の原因となった回数。 ネッ ト ワークの設定の誤り、 またはポー ト の信頼
設定の誤用の可能性を示します。

Packet denied by platform プラ ッ ト フォーム固有のレジス ト リによってパケッ ト が拒否された回数。

表 2-39 DHCP スヌーピング統計情報 （続き）

DHCP スヌーピング統計情報 説明

コマンド 説明

clear ip dhcp snooping DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  カウン
タ、 DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  
エージェン ト統計情報カウンタ、 DHCP スヌーピング統計
情報カウンタをク リ アします。
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show ip igmp profile
show ip igmp profile
設定されたすべてのインターネッ ト  グループ管理プロ ト コル （IGMP） プロファ イル、 または
指定された IGMP プロファ イルを表示するには、 show ip igmp profile 特権 EXEC コマン ドを使
用します。

show ip igmp profile [profile number] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 プロファ イル番号を指定した場合と指定しない場合の show ip igmp profile 特権 
EXEC コマン ドの出力を示します。 プロファ イル番号が入力されていない場合、 表示にはス
イ ッチ上で設定されたすべてのプロファ イルが含まれます。

Switch# show ip igmp profile 40
IGMP Profile 40
    permit
    range 233.1.1.1 233.255.255.255

Switch# show ip igmp profile
IGMP Profile 3
    range 230.9.9.0 230.9.9.0
IGMP Profile 4
    permit
    range 229.9.9.0 229.255.255.255

関連コマンド

profile number （任意） 表示する  IGMP プロファ イル番号。 指定できる範囲は 1 ～ 
4294967295 です。 プロファ イル番号が入力されていない場合、 すべての 
IGMP プロファ イルが表示されます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

ip igmp profile 指定された IGMP プロファ イル番号を設定します。
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show ip igmp snooping
show ip igmp snooping
スイ ッチまたは VLAN のインターネッ ト  グループ管理プロ ト コル （IGMP） スヌーピング設定
を表示するには、 show ip igmp snooping コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ip igmp snooping [groups | mrouter | querier] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチまたは特定の VLAN のスヌーピングの設定を表示するのにこのコマン ドを使用しま
す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 トークン リ ングおよび FDDI VLAN に予約されていて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、 show ip igmp snooping vlan 1 コマン ドの出力を示します。 こ こでは、 特定の 
VLAN のスヌーピング特性を表示します。

Switch# show ip igmp snooping vlan 1
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping             :Enabled
IGMPv3 snooping (minimal) :Enabled
Report suppression        :Enabled
TCN solicit query         :Disabled
TCN flood query count     :2
Last member query interval : 100

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval : 100

groups ( 任意 ) show ip igmp snooping groups コマン ドを参照して ください。

mrouter ( 任意 ) show ip igmp snooping mrouter コマン ドを参照して ください。

querier ( 任意 ) show ip igmp snooping querier コマン ドを参照して ください。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です
（特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show ip igmp snooping
次の例では、 show ip igmp snooping コマン ドの出力を示します。 こ こでは、 スイ ッチ上の 
VLAN すべてのスヌーピング特性を表示します。

Switch# show ip igmp snooping 
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping              : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal)  : Enabled
Report suppression         : Enabled
TCN solicit query          : Disabled
TCN flood query count      : 2
Last member query interval : 100

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval          : 100

Vlan 2:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval          : 333

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネー
ブルにします。

ip igmp snooping 
last-member-query-interval

IGMP スヌーピングの設定可能な Leave タ イマーをイ
ネーブルにします。

ip igmp snooping querier レイヤ 2 ネッ ト ワークの IGMP クエ リ ア機能をイネー
ブルにします。

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポー ト抑制をイネーブルにします。

ip igmp snooping tcn IGMP ト ポロジ変更通知動作を設定します。

ip igmp snooping tcn flood IGMP ト ポロジ変更通知動作と してマルチキャス ト  フ
ラ ッディ ングを指定します。

ip igmp snooping vlan 
immediate-leave

VLAN の IGMP スヌーピング即時脱退処理をイネーブ
ルにします。

ip igmp snooping vlan mrouter マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を追加、 またはマルチ
キャス ト の学習方式を設定します。

ip igmp snooping vlan static レイヤ 2 ポー ト をマルチキャス ト  グループのメ ンバと
して静的に追加します。

show ip igmp snooping groups スイ ッチの IGMP スヌーピング マルチキャス ト  テーブ
ルを表示します。
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show ip igmp snooping
show ip igmp snooping mrouter スイ ッチまたは指定されたマルチキャス ト  VLAN の 
IGMP スヌーピング マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を表
示します。

show ip igmp snooping querier スイ ッチ上に設定された IGMP クエ リ アの設定および
動作情報を表示します。

コマンド 説明
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show ip igmp snooping groups
スイ ッチのインターネッ ト  グループ管理プロ ト コル （IGMP） スヌーピング マルチキャス ト  
テーブル、 またはマルチキャス ト情報を表示するには、 show ip igmp snooping groups 特権 
EXEC コマン ドを使用します。 指定されたマルチキャス ト  VLAN のマルチキャス ト  テーブル、
または特定のマルチキャス ト情報を表示するには、 vlan キーワードを指定して使用します。

show ip igmp snooping groups [count] [dynamic] [user] [vlan vlan-id [ip_address]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャス ト情報またはマルチキャス ト  テーブルを表示するには、 このコマン ドを使用しま
す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 トークン リ ングおよび FDDI VLAN に予約されていて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、キーワードの指定をしない show ip igmp snooping groups コマン ドの出力を示しま
す。 スイ ッチのマルチキャス ト  テーブルが表示されます。

Switch# show ip igmp snooping groups
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
1         224.1.4.4      igmp                    Fa1/0/11
1         224.1.4.5      igmp                    Fa1/0/11
2         224.0.1.40     igmp        v2          Fa1/0/15

次の例では、 show ip igmp snooping groups count コマン ドの出力を示します。 スイ ッチ上のマ
ルチキャス ト  グループの総数が表示されます。

Switch# show ip igmp snooping groups count
Total number of multicast groups: 2

count （任意） 実エン ト リの代わりに、 指定されたコマンド  オプシ ョ ンの

エン ト リ総数を表示します。 
dynamic （任意） IGMP スヌーピングによ り学習したエン ト リ を表示します。

user （任意） ユーザ設定のマルチキャス ト  エン ト リだけを表示します。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。

ip_address （任意） 指定グループ IP アド レスのマルチキャス ト  グループの特性を表示
します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 show ip igmp snooping groups dynamic コマン ドの出力を示します。 IGMP スヌー
ピングによ り学習したエン ト リ だけを表示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 1 dynamic
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
104       224.1.4.2      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15
104       224.1.4.3      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15

次の例では、 show ip igmp snooping groups vlan vlan-id ip-address コマン ドの出力を示します。
指定された IP アド レスのグループのエン ト リ を表示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 104 224.1.4.2
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
104       224.1.4.2      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。

ip igmp snooping vlan mrouter マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を設定します。

ip igmp snooping vlan static レイヤ 2 ポー ト をマルチキャス ト  グループのメ ンバと して
静的に追加します。

show ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピング設定を表示し
ます。

show ip igmp snooping mrouter スイ ッチまたは指定されたマルチキャス ト  VLAN の IGMP 
スヌーピング マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を表示します。
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show ip igmp snooping mrouter
スイ ッチまたは指定されたマルチキャス ト  VLAN の、 動的に学習されたインターネッ ト  グ
ループ管理プロ ト コル （IGMP） スヌーピングと、 手動で設定されたマルチキャス ト  ルータ  
ポー ト を表示するには、 show ip igmp snooping mrouter 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチまたは特定の VLAN 上のマルチキャス ト  ルータ  ポー ト を表示するには、 このコマン
ドを使用します。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 トークン リ ングおよび FDDI VLAN に予約されていて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

マルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ン （MVR） がイネーブルの場合、 show ip igmp 
snooping mrouter コマン ドは MVR マルチキャス ト  ルータの情報および IGMP スヌーピング情
報を表示します。

例 次の例では、 show ip igmp snooping mrouter コマン ドの出力を示します。 スイ ッチ上でマルチ
キャス ト  ルータ  ポー ト を表示します。

Switch# show ip igmp snooping mrouter
Vlan    ports
----    -----
   1    Gi2/0/1(dynamic)

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。

ip igmp snooping vlan mrouter マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を追加します。

ip igmp snooping vlan static レイヤ 2 ポー ト をマルチキャス ト  グループのメ ンバと して
静的に追加します。

show ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピング設定を表示し
ます。

show ip igmp snooping groups スイ ッチまたは指定されたパラ メータの IGMP スヌーピン
グ マルチキャス ト情報を表示します。
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show ip igmp snooping querier
スイ ッチで設定された IGMP クエ リ アの設定と動作情報を表示するには、 show ip igmp 
snooping querier detail コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ip igmp snooping querier [detail | vlan vlan-id [detail]] 

構文の説明 

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン クエ リ アと も呼ばれ、 IGMP クエ リー メ ッセージを送信する検出装置の IGMP バージ ョ ンおよ
び IP アド レスを表示するには、 show ip igmp snooping querier コマン ドを使用します。 サブ
ネッ トは複数のマルチキャス ト  ルータを保有できますが、 IGMP クエ リ アは 1 つしか保有でき
ません。 IGMPv2 を実行しているサブネッ ト では、 マルチキャス ト  ルータの 1 つがクエ リ ア と
して設定されます。 クエ リ アには、 レイヤ 3 スイ ッチを指定できます。

show ip igmp snooping querier コマン ド出力でも、 検出されたクエ リ アの VLAN およびイン
ターフェイスを表示します。 クエ リ アがスイ ッチの場合、 出力では [Port] フ ィールドに Router  
が表示されます。 クエ リ アがルータの場合、 出力では、 [Port] フ ィールドにクエ リ アを学習し
たポー ト番号が表示されます。

show ip igmp snooping querier detail コマン ドは、 show ip igmp snooping querier コマン ドに類
似しています。 ただし、 show ip igmp snooping querier コマン ドでは、 スイ ッチ クエ リ アによ
り直前に検出されたデバイス  IP アド レスだけが表示されます。

show ip igmp snooping querier detail コマン ドは、スイ ッチ クエ リ アによって 後に検出された
デバイスの IP アド レスのほか、 次の追加情報を表示します。

• VLAN で選択されている  IGMP クエ リ ア

• VLAN で設定されたスイ ッチ クエ リ ア （ある場合） に関連する設定および動作情報

例 次の例では、 show ip igmp snooping querier コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address     IGMP Version        Port
---------------------------------------------------
1         172.20.50.11   v3                  Gi1/0/1
2         172.20.40.20   v2                  Router

detail （任意） IGMP クエ リ アの詳細情報を表示します。

vlan vlan-id [detail] （任意） 指定された VLAN の IGMP クエ リ ア情報を表示します。 指定
できる範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。 詳細情報を表示す
るには、 detail キーワードを使用します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 show ip igmp snooping querier detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip igmp snooping querier detail

Vlan      IP Address     IGMP Version   Port
-------------------------------------------------------------
1         1.1.1.1        v2             Fa8/0/1 

Global IGMP switch querier status
--------------------------------------------------------
admin state                    : Enabled
admin version                  : 2
source IP address              : 0.0.0.0        
query-interval (sec)           : 60
max-response-time (sec)        : 10
querier-timeout (sec)          : 120
tcn query count                : 2
tcn query interval (sec)       : 10

Vlan 1:   IGMP switch querier status

--------------------------------------------------------
elected querier is 1.1.1.1         on port Fa8/0/1
--------------------------------------------------------
admin state                    : Enabled
admin version                  : 2
source IP address              : 10.1.1.65      
query-interval (sec)           : 60
max-response-time (sec)        : 10
querier-timeout (sec)          : 120
tcn query count                : 2
tcn query interval (sec)       : 10
operational state              : Non-Querier
operational version            : 2
tcn query pending count        : 0

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping スイ ッチまたは VLAN の IGMP スヌーピングをイネーブル
にします。

ip igmp snooping querier レイヤ 2 ネッ ト ワークの IGMP クエ リ ア機能をイネーブル
にします。

show ip igmp snooping スイ ッチまたは指定されたマルチキャス ト  VLAN の IGMP 
スヌーピング マルチキャス ト  ルータ  ポー ト を表示します。
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show ip source binding
スイ ッチ上の IP ソース  バインディ ングを表示するには、 show ip source binding コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show ip source binding [ip-address] [mac-address] [dhcp-snooping | static] [interface 
interface-id] [vlan vlan-id]

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド履歴

使用上のガイドライン show ip source binding コマン ドの出力は、DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内
のダイナ ミ ッ クおよびスタテ ィ ッ クに設定されたバインディ ングを表示します。

ダイナ ミ ッ クに設定されたバインディ ングだけを表示するには、show ip dhcp snooping binding 
特権 EXEC コマン ドを使用します。

例 次の例では、 show ip source binding コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip source binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
--------------      ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1         infinite    static         10    GigabitEthernet1/0/1
00:00:00:0A:00:0A   11.0.0.2         10000       dhcp-snooping  10    GigabitEthernet1/0/1

関連コマンド

ip-address （任意） 特定の IP アド レスの IP 送信元バインディ ングを表示します。

mac-address （任意） 特定の MAC アド レスの IP 送信元バインディ ングを表示し
ます。

dhcp-snooping （任意） DHCP スヌーピングによって学習された IP 送信元バインディ
ングを表示します。

static （任意） スタテ ィ ッ ク  IP 送信元バインディ ングを表示します。

interface interface-id （任意） 特定のインターフェイス上の IP 送信元バインディ ングを表示
します。

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN 上の IP 送信元バインディ ングを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング  データベースを設定し
ます。

ip source binding スイ ッチにスタテ ィ ッ ク  IP 送信元バインディ ングを設定し
ます。
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show ip verify source
スイ ッチ上または特定のインターフェイス上の IP ソース  ガードの設定を表示するには、 show 
ip verify source コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ip verify source [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 show ip verify source コマン ドの出力を示します。

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
gi1/0/1        ip           active       10.0.0.1                         10
gi1/0/1        ip           active       deny-all                         11-20
gi1/0/2        ip           inactive-trust-port
gi1/0/3        ip           inactive-no-snooping-vlan
gi1/0/4        ip-mac       active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
gi1/0/4        ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20
gi1/0/4        ip-mac       active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
gi1/0/4        ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20
gi1/0/5        ip-mac       active       10.0.0.3         permit-all      10
gi1/0/5        ip-mac       active       deny-all         permit-all      11-20

上記の例では、 IP 送信元ガードの設定は次のよ うにな り ます。

• Gigabit Ethernet 1 インターフェイスでは、DHCP スヌーピングは VLAN 10 ～ 20 上でイネー
ブルです。 VLAN 10 では、 IP アド レス  フ ィルタ リ ングによる  IP ソース  ガードがインター
フェイスで設定され、 バインディ ングがインターフェイスに存在します。 VLAN 11 ～ 20 
では、 2 番めのエン ト リが、 IP ソース  ガードが設定されていない VLAN のインターフェイ
スで、 デフォル ト  ポー ト のアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） が適用されている こ と を
示します。

• Gigabit Ethernet 2 インターフェイスは、 信頼性のある  DHCP スヌーピングと して設定され
ています。

• Gigabit Ethernet 3 インターフェイスでは、 DHCP スヌーピングは、 インターフェイスが所属
する  VLAN 上でイネーブルではあ り ません。

• Gigabit Ethernet 4 インターフェイスでは、 送信元 IP および MAC アド レスのフ ィルタ リ ン
グによる  IP ソース  ガードがイネーブルで、 スタテ ィ ッ クな IP 送信元バインディ ングが 
VLAN 10 と  11 で設定されます。 VLAN 12 ～ 20 では、 IP ソース  ガードが設定されていな
い VLAN のインターフェイスで、 デフォル ト  ポー ト の ACL が適用されています。

interface interface-id （任意） 特定のインターフェイス上の IP 送信元ガードの設定を表示
します。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 
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• Gigabit Ethernet 5 インターフェイスでは、 送信元 IP および MAC アド レスのフ ィルタ リ ン
グによる  IP ソース  ガードがイネーブルで、 スタテ ィ ッ クな IP バインディ ングで設定され
ていますが、 ポー ト  セキュ リ テ ィはディセーブルです。 スイ ッチは、 送信元 MAC アド レ
スをフ ィルタ リ ングできません。

次の例では、 IP 送信元ガードがディセーブルにされたインターフェイスの出力を示します。

Switch# show ip verify source gigabitethernet1/0/6  
IP source guard is not configured on the interface gi1/0/6.

関連コマンド コマンド 説明

ip verify source インターフェイス上の IP 送信元ガードをイネーブルにします。
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show ipv6 mld snooping
スイ ッチまたは VLAN の IP Version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピング
設定を表示するには、 show ipv6 mld snooping コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチまたは特定の VLAN の MLD スヌーピングの設定を表示するのにこのコマン ドを使用
します。

1002 ～ 1005 の VLAN 番号は、 トークン リ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約されて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュアル IPv4/IPv6 テンプレー ト を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力し、 スイ ッチを リ ロード します （Catalyst 2960 スイ ッチ
のみ）。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。
Catalyst 2960 スイ ッチには、 デュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レー ト が設定されている必要があ り ます （Catalyst 2960-S スイ ッチには必要あ り ません）。

例 次の例では、 show ipv6 mld snooping vlan  コマン ドの出力を示します。 こ こでは、 特定の 
VLAN のスヌーピング特性を表示します。

Switch# show ipv6 mld snooping vlan 100
Global MLD Snooping configuration:
-------------------------------------------
MLD snooping                  : Enabled
MLDv2 snooping (minimal)      : Enabled
Listener message suppression  : Enabled
TCN solicit query             : Disabled
TCN flood query count         : 2
Robustness variable           : 3
Last listener query count     : 2
Last listener query interval  : 1000
Vlan 100:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加されました。 
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show ipv6 mld snooping
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 3
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

次の例では、 show ipv6 mld snooping コマン ドの出力を示します。 こ こでは、 スイ ッチ上の 
VLAN すべてのスヌーピング特性を表示します。

Switch# show ipv6 mld snooping
Global MLD Snooping configuration:
-------------------------------------------
MLD snooping                  : Enabled
MLDv2 snooping (minimal)      : Enabled
Listener message suppression  : Enabled
TCN solicit query             : Disabled
TCN flood query count         : 2
Robustness variable           : 3
Last listener query count     : 2
Last listener query interval  : 1000

Vlan 1:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 1
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

<output truncated>

Vlan 951:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 3
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping スイ ッチ上または VLAN 上の MLD スヌーピングをイネー
ブルにし、 設定を行います。

sdm prefer スイ ッチの使用方法に基づきシステム  リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレー ト を設定します。
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show ipv6 mld snooping address
Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピングが保持するすべての、 または指定された IP 
version 6 （IPv6） マルチキャス ト  アド レス情報を表示するには、 show ipv6 mld snooping 
address コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ipv6 mld snooping address [[vlan vlan-id] [ipv6 address]] [vlan vlan-id] [count | dynamic 
| user] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン IPv6 マルチキャス ト  アド レス情報を表示するのに、 このコマン ドを使用します。

VLAN ID を入力した後に限り、 IPv6 マルチキャス ト  アド レスを入力できます。

1002 ～ 1005 の VLAN 番号は、 トークン リ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約されて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

学習されたグループに関する情報だけを表示するには、 dynamic キーワードを使用します。 設
定されたグループに関する情報だけを表示するには、 user キーワードを使用します。

デュアル IPv4/IPv6 テンプレー ト を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力し、 スイ ッチを リ ロード します （Catalyst 2960 スイ ッチ
のみ）。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。
Catalyst 2960 スイ ッチには、 デュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レー ト が設定されている必要があ り ます （Catalyst 2960-S スイ ッチには必要あ り ません）。

vlan vlan-id （任意） MLD スヌーピング マルチキャス ト  アド レス情報を表示する  
VLAN を指定します。指定できる  VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

ipv6-multicast-address （任意） 指定された IPv6 マルチキャス ト  アド レスに関する情報を表示
します。 このキーワードは、 VLAN ID を入力した場合だけ使用でき
ます。

count （任意） スイ ッチ上または指定された VLAN のマルチキャス ト  グルー
プ数を表示します。

dynamic （任意） MLD スヌーピング学習グループ情報を表示します。

user （任意） MLD スヌーピング ユーザ設定グループ情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加されました。 
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show ipv6 mld snooping address
例 次の例では、 show snooping address コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping address

Vlan Group Type Version Port List
-------------------------------------------------------------
2 FF12::3 user Fa1/0/2, Gi2/0/2, Gi3/0/1,Gi3/0/3

次の例では、 show snooping address count コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping address count
Total number of multicast groups: 2

次の例では、 show snooping address user コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping address user
Vlan Group  Type Version Port List
-------------------------------------------------------------
2 FF12::3 user v2 Fa1/0/2, Gi2/0/2, Gi3/0/1,Gi4/0/3

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping vlan VLAN で IPv6 MLD スヌーピングを設定します。

sdm prefer スイ ッチの使用方法に基づきシステム  リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレー ト を設定します。
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show ipv6 mld snooping mrouter
show ipv6 mld snooping mrouter
スイ ッチまたは VLAN に対して動的に学習され、 手動で設定された IP Version 6 （IPv6）
Multicast Listener Discovery （MLD） ルータ  ポー ト を表示するには、 show ipv6 mld snooping 
mrouter コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチまたは特定の VLAN の MLD スヌーピング ルータ  ポー ト を表示するには、このコマン
ドを使用します。

1002 ～ 1005 の VLAN 番号は、 トークン リ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約されて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュアル IPv4/IPv6 テンプレー ト を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力し、 スイ ッチを リ ロード します （Catalyst 2960 スイ ッチ
のみ）。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。
Catalyst 2960 スイ ッチには、 デュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レー ト が設定されている必要があ り ます （Catalyst 2960-S スイ ッチには必要あ り ません）。

例 次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter コマン ドの出力を示します。 MLD スヌーピング
に参加する、 スイ ッチのすべての VLAN のスヌーピング特性が表示されます。

Switch# show ipv6 mld snooping mrouter
Vlan    ports
----    -----
   2    Gi1/0/11(dynamic)
  72    Gi1/0/11(dynamic)
 200    Gi1/0/11(dynamic)

次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter vlan コマン ドの出力を示します。 特定の VLAN 
のマルチキャス ト  ルータ  ポー ト が表示されます。

Switch# show ipv6 mld snooping mrouter vlan 100
Vlan    ports
----    -----
   2    Gi1/0/11(dynamic)

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加されました。 
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show ipv6 mld snooping mrouter
関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping スイ ッチ上または VLAN 上の MLD スヌーピングをイネー
ブルにし、 設定を行います。

ipv6 mld snooping vlan mrouter 
interface interface-id | static 
ipv6-multicast-address interface 
interface-id]

VLAN にマルチキャス ト  ルータ  ポー ト を設定します。

sdm prefer スイ ッチの使用方法に基づきシステム  リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレー ト を設定します。
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show ipv6 mld snooping querier
show ipv6 mld snooping querier
スイ ッチまたは VLAN が受信した 新の IP Version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery
（MLD） スヌーピング クエ リ ア関連情報を表示するには、 show ipv6 mld snooping querier コマ
ン ドを  EXEC モードで使用します。

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン MLD クエ リー メ ッセージを送信する検出された装置 （クエ リ ア と も呼ばれる） の MLD バー
ジ ョ ンおよび IPv6 アド レスを表示するには、show ipv6 mld snooping querier コマン ドを使用し
ます。サブネッ トは複数のマルチキャス ト  ルータを持つこ とができますが、MLD クエ リ アは 1 
つだけです。 クエ リ アには、 レイヤ 3 スイ ッチを指定できます。

show ipv6 mld snooping querier コマン ド出力は、 クエ リ アが検出された VLAN およびインター
フェイスも表示します。 クエ リ アがスイ ッチの場合、 出力では [Port] フ ィールドに Router  が表
示されます。 クエ リ アがルータの場合、 出力では、 [Port] フ ィールドにクエ リ アを学習した
ポー ト番号が表示されます。

show ipv6 mld snoop querier vlan コマン ドの出力では、 外部または内部クエ リ アからのクエ
リー メ ッセージに応答して受信された情報を表示します。 特定の VLAN 上のスヌーピング  ロ
バス ト ネス変数などのユーザ設定の VLAN 値は表示されません。 このクエ リ ア情報は、 スイ ッ
チが送信する  MASQ メ ッセージ上だけで使用されます。 クエ リー メ ッセージに応答しないメ
ンバを期限切れにするのに使用するユーザ設定のロバス ト ネス変数は無効にはな り ません。

1002 ～ 1005 の VLAN 番号は、 トークン リ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約されて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュアル IPv4/IPv6 テンプレー ト を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを入力し、 スイ ッチを リ ロード します （Catalyst 2960 スイ ッチ
のみ）。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。
Catalyst 2960 スイ ッチには、 デュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レー ト が設定されている必要があ り ます （Catalyst 2960-S スイ ッチには必要あ り ません）。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

detail （任意） スイ ッチまたは VLAN の MLD スヌーピングの詳細なクエ リ
ア情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加されました。 
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show ipv6 mld snooping querier
例 次の例では、 show ipv6 mld snooping querier コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping querier
Vlan      IP Address               MLD Version Port
-------------------------------------------------------------
2 FE80::201:C9FF:FE40:6000 v1 Gi0/1

次の例では、 show ipv6 mld snooping querier detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping querier detail
Vlan      IP Address               MLD Version Port
-------------------------------------------------------------
2 FE80::201:C9FF:FE40:6000 v1 Gi0/1

次の例では、 show ipv6 mld snooping querier vlan コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 mld snooping querier vlan 2
IP address : FE80::201:C9FF:FE40:6000 
MLD version : v1
Port : Gi3/0/1
Max response time : 1000s

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping スイ ッチ上または VLAN 上の IPv6 MLD スヌーピングをイネー
ブルにし、 設定を行います。

ipv6 mld snooping 
last-listener-query-count

MLD ク ラ イアン ト が期限切れになる前にスイ ッチが送信する ク
エ リーの 大数を設定します。

ipv6 mld snooping 
last-listener-query-interval

スイ ッチがクエ リーを送信してから、 マルチキャス ト  グループ
からポー ト を削除する前に待機する 大応答時間を設定します。

ipv6 mld snooping 
robustness-variable

応答がない場合、 マルチキャス ト  アド レスが期限切れになる前
にスイ ッチが送信する クエ リーの 大数を設定します。

sdm prefer スイ ッチの使用方法に基づきシステム  リ ソースを 適化するよ
う  SDM テンプレー ト を設定します。

ipv6 mld snooping スイ ッチ上または VLAN 上の IPv6 MLD スヌーピングをイネー
ブルにし、 設定を行います。
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show ipv6 route updated
IPv6 ルーティ ング  テーブルの現在の内容を表示するには、show ipv6 route updated コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show ipv6 route [protocol] updated [boot-up]{hh:mm | day{month [hh:mm]} [{hh:mm | 
day{month [hh:mm]}] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン IPv6 ルーティ ング  テーブルの現在の内容を表示するには、show ipv6 route 特権 EXEC コマン ド
を使用します。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

protocol （任意） 次のいずれかのキーワードを使用して指定したルーテ ィ ング 
プロ ト コルのルー ト を表示します。

• bgp

• isis

• ospf

• rip

または、 次のいずれかのキーワードを使用して指定したルー ト  タ イプ
のルー ト を表示します。

• connected

• local

• static

• interface interface id

boot-up IPv6 ルーテ ィ ング テーブルの現在の内容を表示します。

hh:mm 24 時間表記の 2 桁の数値で時刻を入力します。 必ずコロン （:） を使
用して ください。 たとえば、 13:32 のよ うに入力します。

day 日にちを入力します。 指定できる範囲は 1 ～ 31 です。

month 月を大文字または小文字で入力します。 January または august など、
月の名前をすべて入力する こ と も、 jan または Aug のよ うに月の名前
の 初の 3 文字を入力する こ と もできます。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加されました。 
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例 次の例では、 show ipv6 route updated rip コマン ドの出力を示します。

Switch# show ipv6 route rip updated
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
R 2001::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:8D01, GigabitEthernet0/1
Last updated 10:31:10 27 February 2007
R 2004::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/2
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 4000::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/3
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 5000::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/4
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 5001::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/5
Last updated 17:23:05 22 February 2007

関連コマンド コマンド 説明

show ipv6 route IPv6 ルーテ ィ ング テーブルの現在の内容を表示します。
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show lacp 
Link Aggregation Control Protocol （LACP） チャネル グループ情報を表示するには、 show lacp 
コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show lacp [channel-group-number] {counters | internal | neighbor | sys-id} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show lacp コマン ドを入力する と、 アクテ ィブなチャネル グループの情報が表示されます。 特
定のチャネル情報を表示するには、 チャネル グループ番号を指定して show lacp コマン ドを入
力します。

チャネル グループを指定しない場合は、 すべてのチャネル グループが表示されます。

channel-group-number オプシ ョ ンを入力する こ とで、 sys-id 以外のすべてのキーワードでチャネ
ル グループを指定できます。

例 次の例では、 show lacp counters コマン ドの出力を示します。 表 2-40 に、 出力内のフ ィールド
の説明を示します。

Switch# show lacp counters
               LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs
Port         Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err
---------------------------------------------------------------------
Channel group:1
Gi2/0/1  19     10       0      0        0      0         0     
Gi2/0/2  14     6        0      0        0      0         0     

channel-group-number （任意） チャネル グループの番号です。 指定できる範囲は 1 ～ 6 です。

counters ト ラフ ィ ッ ク情報を表示します。

internal 内部情報を表示します。

neighbor ネイバー情報を表示します。

sys-id LACP で使用されるシステム  ID を表示します。システム  ID は、LACP 
システム  プラ イオ リ テ ィおよびスイ ッチ MAC アド レスで構成されて
います。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 show lacp internal コマン ドの出力を示します。

Switch# show lacp 1 internal 
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode 

Channel group 1
                              LACP port     Admin     Oper    Port     Port
Port        Flags   State     Priority      Key       Key     Number   State
Gi2/0/1 SA      bndl      32768         0x3       0x3     0x4      0x3D  
Gi2/0/2 SA      bndl      32768         0x3       0x3     0x5      0x3D  

表 2-41 に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

 

表 2-40 show lacp counters のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

LACPDUs Sent および Recv ポー ト によって送受信された LACP パケッ ト数

Marker Sent および Recv ポー ト によって送受信された LACP Marker パケッ ト数

Marker Response Sent および 
Recv

ポー ト によって送受信された LACP Marker 応答パケッ ト数

LACPDUs Pkts および Err ポー ト の LACP によって受信された、 未知で不正なパケッ
ト数

表 2-41 show lacp internal のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

State 特定のポー ト の状態。 次に使用可能な値を示します。

• – ： ポー トは unknown ステー ト です。

• bndl ： ポー ト がアグ リ ゲータに接続され、 他のポー ト
とバン ドルされています。

• susp ： ポー ト が中断されている状態で、 アグ リ ゲータ
には接続されていません。

• hot-sby ： ポー ト がホッ ト スタンバイの状態です。

• indiv ： ポー ト をその他ポー ト と と もにバン ドルできま
せん。

• indep ： ポー トは independent ステー ト です。 バン ドル
されていませんが、 データ  ト ラフ ィ ッ クを切り替える
こ とができます。 この場合、 LACP は相手側ポー ト で
実行されていません。

• down ： ポー ト がダウンしています。

LACP Port Priority ポー ト のプラ イオ リ テ ィ設定。 互換性のあるすべてのポー
ト が集約する こ と を回避するため、 ハード ウェアの制限が
ある場合、 LACP はポー ト  プラ イオ リ テ ィによ りポー ト を
スタンバイ  モードにします。
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次の例では、 show lacp neighbor コマン ドの出力を示します。

Switch# show lacp neighbor 
Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode     

Channel group 3 neighbors

Partner’s information:

          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags
Gi2/0/1   32768,0007.eb49.5e80  0xC              19s        SP

          LACP Partner         Partner         Partner
          Port Priority        Oper Key        Port State
          32768                0x3             0x3C

Partner’s information:

          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags

          LACP Partner         Partner         Partner
          Port Priority        Oper Key        Port State
          32768                0x3             0x3C

Admin Key ポー ト に割り当てられた管理用のキー。 LACP は自動的に
管理用のキー値を生成します （16 進数）。 管理用のキー
は、 ポー ト が他のポー ト と集約できる能力を定義します。
その他のポー ト と統合するポー ト の機能は、 ポー ト の物理
特性 （たとえば、 データ  レー トやデュプレッ ク ス機能）
と、 設定した設定制限によって判断されます。

Oper Key ポー ト で使用される実行時の操作キー。 LACP は自動的に
値を生成します （16 進数）。

Port Number ポー ト番号。

Port State ポー ト の状態変数。 1 つのオクテッ ト内で個々のビッ ト と
してエンコード され、 次のよ う な意味にな り ます。

• bit0 ： LACP のアクテ ィ ビテ ィ

• bit1 ： LACP のタイムアウ ト

• bit2 ： 集約

• bit3 ： 同期

• bit4 ： 収集

• bit5 ： 配信

• bit6 ： デフォル ト

• bit7 ： 期限切れ

（注） 上の リ ス ト では、 bit7 が MSB で bit0 は LSB です。

表 2-41 show lacp internal のフ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明
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次の例では、 show lacp sys-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show lacp sys-id 
32765,0002.4b29.3a00

システム  ID は、 システム  プラ イオ リ テ ィおよびシステム  MAC アド レスで構成されています。
初の 2 バイ トはシステム  プラ イオ リ テ ィ、 後の 6 バイ トはグローバルに管理されているシ

ステム関連の個々の MAC アド レスです。

関連コマンド コマンド 説明

clear lacp LACP チャネル グループ情報を消去します。

lacp port-priority LACP ポー ト  プラ イオ リ テ ィ を設定します。

lacp system-priority LACP システム  プラ イオ リ テ ィ を設定します。
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show link state group
リ ンク ステー ト  グループ情報を表示するには、 show link state group 特権 EXEC コマン ドを使
用します。

show link state group [number] [detail] 

構文の説明

デフォルト デフォル トはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン リ ンク ステー ト  グループ情報を表示するには、 show link state group コマン ドを使用します。
キーワードを指定せずにこのコマン ドを入力する と、 すべての リ ンク ステー ト  グループの情報
が表示されます。 特定のグループの情報を表示するには、 グループ番号を入力します。

グループの詳細情報を表示するには、 detail キーワードを入力します。 show link state group 
detail コマン ドの出力では、 リ ンク ステー ト  ト ラ ッキングがイネーブルになっているか、 また
はアップス ト リームまたはダウンス ト リーム （あるいはその両方） インターフェイスが設定さ
れた リ ンク ステー ト  グループだけが表示されます。 グループに リ ンク ステー ト  グループ設定
がない場合、 イネーブルまたはディセーブルと して表示されません。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show link state group 1 コマン ドの出力を示します。

Switch# show link state group 1
Link State Group: 1      Status: Enabled, Down

次の例では、 show link state group detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show link state group detail
(Up):Interface up   (Dwn):Interface Down   (Dis):Interface disabled

Link State Group: 1 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi1/0/15(Dwn) Gi1/0/16(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi1/0/11(Dis) Gi1/0/12(Dis) Gi1/0/13(Dis) Gi1/0/14(Dis)

Link State Group: 2 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi1/0/15(Dwn) Gi1/0/16(Dwn) Gi1/0/17(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi1/0/11(Dis) Gi1/0/12(Dis) Gi1/0/13(Dis) Gi1/0/14(Dis)

number （任意） リ ンク ステー ト  グループの番号です。

detail （任意） 詳細情報を表示するよ う指定します。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加されました。 
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show link state group
(Up):Interface up (Dwn):Interface Down (Dis):Interface disabled

関連コマンド コマンド 説明

link state group リ ンク ステー ト  グループのメ ンバと してインターフェイスを設定
します。

link state track リ ンク ステー ト  グループをイネーブルにします。

show running-config 現在の動作設定を表示します。
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show location
エンドポイン ト のロケーシ ョ ン情報を表示するには、 show location コマン ドを  EXEC モードで
使用します。

show location admin-tag 

show location civic-location {identifier id number | interface interface-id | static} 

show location elin-location {identifier id number | interface interface-id | static} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン エンドポイン ト のロケーシ ョ ン情報を表示するには、 show location コマン ドを使用します。

例 次の例では、 インターフェイスのロケーシ ョ ン情報を表示する  show location civic-location コマ
ン ドの出力を示します。

Switch# show location civic interface gigibitethernet2/0/1 
Civic location information
--------------------------
Identifier              : 1
County                  : Santa Clara
Street number           : 3550
Building                : 19
Room                    : C6
Primary road name       : Cisco Way
City                    : San Jose
State                   : CA
Country                 : US

admin-tag 管理タグまたはサイ ト情報を表示します。

civic-location 都市ロケーシ ョ ン情報を表示します。

elin-location 緊急ロケーシ ョ ン情報 （ELIN） を表示します。

identifier id 都市ロケーシ ョ ンまたは elin ロケーシ ョ ンの ID を指定します。
指定できる  ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

interface interface-id （任意） 指定されたインターフェイスまたはすべてのインター
フェイスに対するロケーシ ョ ン情報を表示します。 有効なイン
ターフェイスには、 物理ポー ト が含まれます。

static スタテ ィ ッ ク  コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、すべての都市ロケーシ ョ ン情報を表示する  show location civic-location コマン ドの
出力を示します。

Switch# show location civic-location static
Civic location information
--------------------------
Identifier              : 1
County                  : Santa Clara
Street number           : 3550
Building                : 19
Room                    : C6
Primary road name       : Cisco Way
City                    : San Jose
State                   : CA
Country                 : US
Ports                   : Gi0/1 
--------------------------
Identifier              : 2
Street number           : 24568
Street number suffix    : West
Landmark                : Golden Gate Bridge
Primary road name       : 19th Ave
City                    : San Francisco
Country                 : US
--------------------------

次の例では、 緊急ロケーシ ョ ン情報を表示する  show location elin-location コマン ドの出力を示
します。

Switch# show location elin-location identifier 1
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin       : 14085553881
Ports      : Gi0/2 

次の例では、 すべての緊急ロケーシ ョ ン情報を表示する  show location elin static コマン ドの出
力を示します。

Switch# show location elin static 
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin       : 14085553881
Ports      : Gi0/2 
--------------------------
Identifier : 2
Elin       : 18002228999
--------------------------

関連コマンド コマンド 説明

location （グローバル コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン） 

エンドポイン ト にグローバル ロケーシ ョ ン情報を設定し
ます。

location （インターフェイス  コン
フ ィギュレーシ ョ ン）

インターフェイスにロケーシ ョ ン情報を設定します。
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show logging onboard
オンボード障害ロギング （OBFL） 情報を表示するには、 show logging onboard 特権 EXEC コマ
ン ドを使用します。

show logging onboard [module [switch-number]] {{clilog | environment | message | poe | 
temperature | uptime | voltage} [continuous | detail | summary] [start hh:mm:ss day month 
year] [end hh:mm:ss day month year]} 

構文の説明 module [switch-number] （任意） 指定したスイ ッチの OBFL 情報を表示します。

スイ ッチ番号 （スタ ッ ク  メ ンバ番号） を指定するには、
switch-number パラ メータを使用します。 スイ ッチがスタン ドア
ロン  スイ ッチの場合、 スイ ッチ番号は 1 です。 スイ ッチがス
タ ッ ク内にある場合、 スタ ッ ク内のスイ ッチ メ ンバ番号に応じ
て 1 ～ 8 を指定できます。

このパラ メータの詳細については、 このコマン ドの 「使用上の
ガイ ド ラ イン」 を参照して ください。

clilog スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバに入力
された OBFL CLI コマン ドを表示します。

environment スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバ、 およ
び接続されているすべての FRU デバイスの Unique Device 
Identifier （UDI） 情報を表示します。 この情報には、 製品識別
（PID）、 Version Identification （VID）、 およびシ リ アル番号が含ま
れます。

message スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバによっ
て生成されたハード ウェア関連のシステム  メ ッセージを表示し
ます。

poe スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバの PoE 
ポー ト の消費電力を表示します。

temperature スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバの温度
を表示します。

uptime スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバの起動
時刻、 スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスタ ッ ク  メ ンバ
の再起動の理由、 およびスタン ドアロン  スイ ッチまたは指定し
たスタ ッ ク  メ ンバの 後の再起動からの稼働時間を表示します。

voltage スタン ドアロン  スイ ッチまたは指定したスイ ッチ スタ ッ ク  メ ン
バのシステム電圧を表示します。

continuous （任意） 連続ファ イルのデータを表示します。

summary （任意） サマ リー ファ イルのデータを表示します。

start hh:mm:ss day month 
year

（任意） 指定した日時からのデータを表示します。 詳細について
は、 「使用上のガイ ド ラ イン」 を参照して ください。

end hh:mm:ss day month year （任意） 指定した日時までのデータを表示します。 詳細について
は、 「使用上のガイ ド ラ イン」 を参照して ください。

detail （任意） 連続データおよびサマ リー データの両方を表示します。
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コマンド  デフォルト デフォル トはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン OBFL がイネーブルの場合、 スイ ッチはすべてのデータが格納される連続ファ イルに OBFL 
データを記録します。 連続ファ イルは循環式です。 連続ファ イルがいっぱいになる と、 スイ ッ
チはサマ リー ファ イル （別名、 履歴ファ イル） にデータをま とめます。 サマ リー ファ イルを
作成する と、 連続ファ イルのスペースが解放されるので、 スイ ッチは新しいデータを書き込め
ます。

module キーワードを入力し、 スイ ッチ番号を入力しなかった場合、 OBFL をサポー トするス
タ ッ ク  メ ンバに関する  OBFL 情報が表示されます。

特定の時間内にだけ収集されたデータを表示するには、 start キーワード と  end キーワードを使
用します。 start 時刻および end 時刻を指定する と きには、 次の注意事項に従って ください。

• hh:mm:ss ： 24 時間表記の 2 桁の数値で時刻を入力します。 必ずコロン （:） を使用して くだ
さい。 たとえば、 13:32:45 のよ うに入力します。

• day ： 日にちを入力します。 指定できる範囲は 1 ～ 31 です。

• month ： 月を大文字または小文字で入力します。 January または august など、 月の名前を
すべて入力する こ と も、 jan または Aug のよ うに月の名前の 初の 3 文字を入力する こ と
もできます。

• year ： 4 桁の数字で年を入力します （例 ： 2008）。 指定できる範囲は 1993 ～ 2035 です。

（注） このコマン ドは、 LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト
されています。

例 次の例では、 show logging onboard clilog continuous コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard clilog continuous
--------------------------------------------------------------------------------
CLI LOGGING CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
MM/DD/YYYY HH:MM:SS COMMAND
--------------------------------------------------------------------------------
05/12/2006 15:33:17 show logging onboard temperature detail
05/12/2006 15:33:21 show logging onboard voltage detail
05/12/2006 15:33:32 show logging onboard poe detail
05/12/2006 16:14:09 show logging onboard temperature summary
...
<output truncated>
....
05/16/2006 13:07:53 no hw-module module logging onboard message level
05/16/2006 13:16:13 show logging onboard uptime continuous
05/16/2006 13:39:18 show logging onboard uptime summary
05/16/2006 13:45:57 show logging onboard clilog summary
--------------------------------------------------------------------------------

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 show logging onboard message コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard message
--------------------------------------------------------------------------------
ERROR MESSAGE SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Facility-Sev-Name      | Count | Persistence Flag
MM/DD/YYYY HH:MM:SS
--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、スイ ッチ上での show logging onboard poe continuous end 01:01:00 jan 2000 コマン
ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard poe continuous end 01:01:00 1 jan 2000
--------------------------------------------------------------------------------
POE CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  |
--------------------------------------------------------------------------------
Gi1/0/1                                  1
Gi1/0/2                                  2
Gi1/0/3                                  3
Gi1/0/4                                  4
...
<output truncated>
...
Gi1/0/21                                21
Gi1/0/22                                22
Gi1/0/23                                23
Gi1/0/24                                24

--------------------------------------------------------------------------------
       Time Stamp   |Sensor Watts
MM/DD/YYYY HH:MM:SS |  Gi1/0/1  Gi1/0/2  Gi1/0/3  Gi1/0/4  Gi1/0/5  Gi1/0/6  Gi1/0/7  Gi1/0/8  Gi1/0/9  
Gi1/0/10 Gi1/0/11 Gi1/0/12 Gi1/0/13 Gi1/0/14 Gi1/0/15 Gi1/0/16 Gi1/0/17 Gi1/0/18 Gi1/0/19 Gi1/0/20 Gi1/0/21 
Gi1/0/22 Gi1/0/23 Gi1/0/24
--------------------------------------------------------------------------------
03/01/1993 00:04:03    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.0 00    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000 
03/01/1993 00:05:03    0.000    1.862    0.000    1.862    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、 show logging onboard status コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard status 
Devices registered with infra
                 Slot no.: 0 Subslot no.: 0, Device obfl0:
Application name clilog :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name environment :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name errmsg :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
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Application name poe :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name temperature :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name uptime :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name voltage :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled

次の例では、 show logging onboard temperature continuous コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard temperature continuous
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPERATURE CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  |
--------------------------------------------------------------------------------
Board temperature                        1

--------------------------------------------------------------------------------
       Time Stamp   |Sensor Temperature 0C
MM/DD/YYYY HH:MM:SS |  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
--------------------------------------------------------------------------------
05/12/2006 15:33:20   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 16:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 17:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 18:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 19:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 20:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 21:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 22:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 23:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 00:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 01:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 02:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 03:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 04:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 05:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 06:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 07:25:24   36   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 08:25:24   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
<output truncated>
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次の例では、 show logging onboard uptime summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard uptime summary
--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
First customer power on : 03/01/1993 00:03:50
Total uptime            :   0 years   0 weeks   3 days  21 hours  55 minutes
Total downtime          :   0 years   0 weeks   0 days   0 hours   0 minutes
Number of resets        : 2
Number of slot changes  : 1
Current reset reason    : 0x0
Current reset timestamp : 03/01/1993 00:03:28
Current slot            : 1
Current uptime          :   0 years   0 weeks   0 days   0 hours  55 minutes
--------------------------------------------------------------------------------
Reset  |        |
Reason | Count  |
--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、 show logging onboard voltage summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show logging onboard voltage summary
--------------------------------------------------------------------------------
VOLTAGE SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Number of sensors          : 8
Sampling frequency         : 60 seconds
Maximum time of storage    : 3600 minutes
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  | Maximum Voltage
--------------------------------------------------------------------------------
12.00V                              0      12.567
5.00V                               1       5.198
3.30V                               2       3.439
2.50V                               3       2.594
1.50V                               4       1.556
1.20V                               5       1.239
1.00V                               6       0.980
0.75V                               7       0.768
--------------------------------------------------------------------------------
Nominal Range                         Sensor ID

--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

関連コマンド コマンド 説明

clear logging onboard フラ ッシュ  メモ リ内の OBFL データを削除しま
す。

hw-module module [switch-number] logging 
onboard

OBFL をイネーブルにします。
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show mac access-group
あるインターフェイスまたはスイ ッチに設定されている  MAC アクセス  コン ト ロール リ ス ト
（ACL） を表示するには、 show mac access-group コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac access-group [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mac-access group コマン ドの出力を示します。 ポー ト  2 には、 適用される  
MAC アクセス  リ ス ト  macl_e1 があ り ます。 MAC ACL は他のインターフェイスに適用されま
せん。

Switch# show mac access-group 
Interface GigabitEthernet0/1:
   Inbound access-list is not set
Interface GigabitEthernet0/2:
   Inbound access-list is macl_e1
Interface GigabitEthernet0/3:
   Inbound access-list is not set
Interface GigabitEthernet0/4:
   Inbound access-list is not set

<output truncated>

次の例では、 show mac access-group interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac access-group interface gigabitethernet0/1
Interface GigabitEthernet0/1:
   Inbound access-list is macl_e1

関連コマンド

interface interface-id （任意） 特定のインターフェイスで設定された MAC ACL を表示しま
す。 有効なインターフェイスは物理ポー ト とポー ト  チャネルです。
ポー ト  チャネル範囲は 1 ～ 6 です （特権 EXEC モードでのみ使用可
能）。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mac access-group インターフェイスに MAC アクセス  グループを適用します。
2-583
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show mac address-table
show mac address-table
特定の MAC アド レス  テーブルのダイナ ミ ッ ク / スタテ ィ ッ ク  エン ト リ 、 または特定のイン
ターフェイスや VLAN 上の MAC アド レス  テーブルのダイナ ミ ッ ク / スタテ ィ ッ ク  エン ト リ を
表示するには、 show mac address-table コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table
          Mac Address Table
------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type       Ports
----    -----------       ----       -----
 All    0000.0000.0001    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0002    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0003    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0009    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0012    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC     CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC     CPU
   1    0030.9441.6327    DYNAMIC    Gi0/4
Total Mac Addresses for this criterion: 12

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

clear mac address-table dynamic MAC アド レス  テーブルから、 特定のダイナ ミ ッ ク  アド
レス、 特定のインターフェイス上のすべてのダイナ ミ ッ
ク  アド レス、 または特定の VLAN 上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アド レスを削除します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。
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show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。

show mac address-table notification すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。

コマンド 説明
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show mac address-table address
指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情報を表示するには、 show mac 
address-table address コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table address mac-address [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table address コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table address 0002.4b28.c482
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
 All    0002.4b28.c482  STATIC  CPU
Total Mac Addresses for this criterion: 1 

関連コマンド

mac-address 48 ビッ ト の MAC アド レスを指定します。 有効な形式は H.H.H です。

interface interface-id （任意） 特定のインターフェイスの情報を表示します。 有効なイン
ターフェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN だけのエン ト リ を表示します。 指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。

show mac address-table notification すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table aging-time
特定のアド レス  テーブル インスタンスのエージング  タ イム、 指定された VLAN 上または指定
がない場合はすべての VLAN 上のすべてのアド レス  テーブル インスタンスのエージング  タ イ
ムを表示するには、 show mac address-table aging-time コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table aging-time [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN 番号が指定されない場合、 すべての VLAN に対するエージング  タ イムが表示されます。

例 次の例では、 show mac address-table aging-time コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table aging-time
Vlan    Aging Time
----    ----------
   1     300 

次の例では、 show mac address-table aging-time vlan 10 コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table aging-time vlan 10
Vlan    Aging Time
----    ----------
  10     300 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN のエージング タ イム情報を表示します。 指定で
きる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mac address-table aging-time ダイナ ミ ッ ク  エン ト リ が使用または更新された後、 MAC 
アド レス  テーブル内に保持される時間を設定します。

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情報
を表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在している
アド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表示
します。
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show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table 
notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェ
イスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表示
します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示し
ます。

コマンド 説明
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show mac address-table count
 show mac address-table count
すべての VLAN または指定された VLAN に存在するアド レス数を表示するには、 show mac 
address-table count コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table count [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN 番号が指定されない場合、 すべての VLAN に対するアド レス  カウン ト が表示されます。

例 次の例では、 show mac address-table count コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table count
Mac Entries for Vlan   : 1
---------------------------
Dynamic Address Count  : 2
Static  Address Count  : 0
Total Mac Addresses    : 2 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN のアド レス数を表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 
4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情報
を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。

show mac address-table 
notification

すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table dynamic
show mac address-table dynamic
ダイナ ミ ッ クな MAC アド レス  テーブル エン ト リだけを表示するには、show mac address-table 
dynamic コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table dynamic [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table dynamic コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table dynamic
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0030.b635.7862  DYNAMIC Gi0/2
   1    00b0.6496.2741  DYNAMIC Gi0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2 

address mac-address （任意） 48 ビッ ト の MAC アド レスを指定します。 有効なフォーマッ ト
は H.H.H です （特権 EXEC モードの場合だけ利用可能）。

interface interface-id （任意） 照合を行う インターフェイスを指定します。 有効なインター
フェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN のエン ト リ を表示します。 指定できる範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show mac address-table dynamic
関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table dynamic MAC アド レス  テーブルから、 特定のダイナ ミ ッ ク  アド
レス、 特定のインターフェイス上のすべてのダイナ ミ ッ
ク  アド レス、 または特定の VLAN 上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アド レスを削除します。

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table interface
show mac address-table interface
指定された VLAN の指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル情報を表示するに
は、 show mac address-table interface ユーザ EXEC コマン ドを使用します。

show mac address-table interface interface-id [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table interface gigabitethernet0/2
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0030.b635.7862  DYNAMIC Gi0/2
   1    00b0.6496.2741  DYNAMIC Gi0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2 

関連コマンド

interface-id （任意） インターフェイス  タ イプを指定します。 有効なインターフェ
イスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN のエン ト リ を表示します。 指定できる範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リだけを表
示します。

show mac address-table notification すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リだけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table learning
show mac address-table learning
すべての VLAN または指定した VLAN の MAC アド レス  ラーニングのステータスを表示するに
は、 show mac address-table learning コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table learning [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定された VLAN と、その VLAN で MAC アド レス  ラーニングがイネーブルかディセーブルか
を表示するには、 キーワードを指定しないで show mac address-table learning コマン ドを使用
します。 デフォル トは、 すべての VLAN で MAC アド レス  ラーニングがイネーブルです。 個々
の VLAN の学習ステータスを表示するには、 特定の VLAN ID を指定してこのコマン ドを使用
します。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 MAC アド レス  ラーニングが VLAN 200 でディセーブルになっている こ と を示す 
show mac address-table learning コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table learning
VLAN    Learning Status
----    ---------------
1             yes
100           yes
200           no

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN の情報を表示します。 指定できる範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(46)SE1 このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mac address-table learning vlan VLAN の MAC アド レス  ラーニングをイネーブルまたは
ディセーブルにします。
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show mac address-table move update
show mac address-table move update
スイ ッチの MAC アド レス  テーブル移行更新の情報を表示するには、 show mac address-table 
move update コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table move update 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mac address-table move update コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table move update
Switch-ID : 010b.4630.1780
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/On, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60
Rcv packet count : 10
Rcv conforming packet count : 5
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : Po2
Rcv last src-mac-address : 0003.fd6a.8701
Rcv last switch-ID : 0303.fd63.7600
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

clear mac address-table move 
update

MAC アド レス  テーブル移行更新カウンタをク リ アし
ます。

mac address-table move update 
{receive | transmit}

スイ ッチ上の MAC アド レス  テーブル移行更新を設定し
ます。
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show mac address-table notification
show mac address-table notification
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの MAC アド レス通知設定を表
示するには、 show mac address-table notification コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table notification {change [interface [interface-id] | mac-move | threshold}

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを指定しないで show mac address-table notification change コマン ドを使用する と、
MAC アド レス変更通知機能がイネーブルかディセーブルか、 MAC 通知間隔、 履歴テーブルの

大許容エン ト リ数、 および履歴テーブルの内容を表示します。

すべてのインターフェイスの通知を表示するには、 interface キーワードを使用します。
interface-id が含まれる場合、 そのインターフェイスのフラグだけが表示されます。

例 次の例では、 show mac address-table notification change コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table notification change
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
Interval between Notification Traps : 60 secs
Number of MAC Addresses Added : 4
Number of MAC Addresses Removed : 4
Number of Notifications sent to NMS : 3
Maximum Number of entries configured in History Table : 100
Current History Table Length : 3
MAC Notification Traps are Enabled
History Table contents
----------------------
History Index 0, Entry Timestamp 1032254, Despatch Timestamp 1032254
MAC Changed Message :
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0   Port: 1

change MAC 変更通知機能パラ メータおよび履歴テーブルを表示します。

interface （任意） すべてのインターフェイスの情報を表示します。 有効なイン
ターフェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

interface-id （任意） 指定されたインターフェイスの情報を表示します。 有効なイ
ンターフェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

mac-move MAC アド レス移動通知のステータスを表示します。

threshold MAC アド レス  テーブルしきい値モニタ リ ングのステータスを表示し
ます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(40)SE change、 mac-move、 および threshold キーワードが追加されました。
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show mac address-table notification
History Index 1, Entry Timestamp 1038254, Despatch Timestamp 1038254
MAC Changed Message :
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0   Port: 1
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0   Port: 1
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0   Port: 1

History Index 2, Entry Timestamp 1074254, Despatch Timestamp 1074254
MAC Changed Message :
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0   Port: 1

関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table notification MAC アド レス通知グローバル カウンタをク リ アします。

mac address-table notification MAC アド レス変更、 移動、 またはアド レス  テーブルし
きい値の MAC アド レス通知機能をイネーブルにします。

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表
示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示
します。
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show mac address-table static
show mac address-table static
スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを表示するには、 show mac address-table 
static コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table static [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table static コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table static
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
 All    0100.0ccc.cccc  STATIC  CPU
 All    0180.c200.0000  STATIC  CPU
 All    0100.0ccc.cccd  STATIC  CPU
 All    0180.c200.0001  STATIC  CPU
All    0180.c200.0004  STATIC  CPU

 All    0180.c200.0005  STATIC  CPU
   4    0001.0002.0004  STATIC  Drop
   6    0001.0002.0007  STATIC  Drop
Total Mac Addresses for this criterion: 8 

関連コマンド

address mac-address （任意） 48 ビッ ト の MAC アド レスを指定します。 有効なフォーマッ
トは H.H.H です （特権 EXEC モードの場合だけ利用可能）。

interface interface-id （任意） 照合を行う インターフェイスを指定します。 有効なインター
フェイスには、 物理ポー ト とポー ト  チャネルが含まれます。

vlan vlan-id （任意） 特定の VLAN のアド レスを表示します。 指定できる範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mac address-table static MAC アド レス  テーブルにスタテ ィ ッ ク  アド レスを追
加します。

mac address-table static drop ユニキャス ト  MAC アド レス  フ ィルタ リ ングをイネー
ブルにし、 特定の送信元または宛先 MAC アド レスを
持つ ト ラフ ィ ッ クを ド ロ ップするよ うにスイ ッチを設
定します。
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show mac address-table static
show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リ だけを
表示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブ
ル情報を表示します。

show mac address-table notification すべてのインターフェイスまたは指定されたインタ
ーフェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示し
ます。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表
示します。

コマンド 説明
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show mac address-table vlan
show mac address-table vlan
指定された VLAN の MAC アド レス  テーブル情報を表示するには、show mac address-table vlan 
コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mac address-table vlan vlan-id 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mac address-table vlan 1 コマン ドの出力を示します。

Switch# show mac address-table vlan 1
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0100.0ccc.cccc  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0000  STATIC  CPU
   1    0100.0ccc.cccd  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0001  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0002  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0003  STATIC  CPU

1    0180.c200.0005  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0006  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0007  STATIC  CPU
Total Mac Addresses for this criterion: 9 

関連コマンド

vlan-id （任意） 特定の VLAN のアド レスを表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定された MAC アド レスの MAC アド レス  テーブル情
報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング 
タ イムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在してい
るアド レス数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナ ミ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リだけを表
示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アド レス  テーブル
情報を表示します。
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show mac address-table vlan
show mac address-table notification すべてのインターフェイスまたは指定されたインター
フェイスに対する  MAC アド レス通知設定を表示します。

show mac address-table static スタテ ィ ッ ク  MAC アド レス  テーブル エン ト リだけを表
示します。

コマンド 説明
2-600
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show mls qos
show mls qos
グローバルな Quality of Service （QoS） 設定情報を表示するには、 show mls qos コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show mls qos 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 QoS がイネーブルで DSCP 透過も イネーブルの場合の show mls qos コマン ドの出
力を示します。

Switch# show mls qos
QoS is enabled
QoS ip packet dscp rewrite is enabled

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mls qos スイ ッチ全体に対して QoS をイネーブルにします。
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show mls qos aggregate-policer
show mls qos aggregate-policer
Quality of Service （QoS） 集約ポ リサー設定を表示するには、 show mls qos aggregate-policer コ
マン ドを  EXEC モードで使用します。

show mls qos aggregate-policer [aggregate-policer-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポ リサーは、 大許容伝送速度、 大バース ト伝送サイズ、 およびいずれかの 大値を超過し
た場合の対処法を定義します。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mls qos aggregate-policer コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos aggregate-policer policer1
aggregate-policer policer1 1000000 2000000 exceed-action drop
Not used by any policy map 

関連コマンド

aggregate-policer-name （任意） 指定された名前のポ リ シー設定を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mls qos aggregate-policer ポ リ シー マップ内で複数のク ラスが共有するポ リサー パラ
メータを定義します。
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show mls qos input-queue
show mls qos input-queue
入力キューの Quality of Service （QoS） を表示するには、 show mls qos input-queue コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show mls qos input-queue 

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  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show mls qos input-queue コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos input-queue
Queue     :      1      2
----------------------------------------------
buffers   :      90     10
bandwidth :      4      4
priority  :      0      10
threshold1:      100    100
threshold2:      100    100

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェイプド  ラ ウン ド ロビン （SRR） の重みを入力
キューに割り当てます。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map 割り当てられたサービス  ク ラス （CoS） 値を入力
キューにマッピングし、 CoS 値をキューと しきい値 ID 
に割り当てます。

mls qos srr-queue input dscp-map 割り当てられた Diffserv コード  ポイン ト （DSCP） 値
を入力キューにマッピングし、 DSCP 値をキューと し
きい値 ID に割り当てます。

mls qos srr-queue input 
priority-queue

入力プラ イオ リ テ ィ  キューを設定し、 帯域幅を保証し
ます。

mls qos srr-queue input threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し きい値のパーセンテージ
を入力キューに割り当てます。
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show mls qos interface
show mls qos interface
Quality of Service （QoS） 情報をポー ト  レベルで表示するには、 show mls qos interface コマン ド
を  EXEC モードで使用します。

show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing | statistics] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン policer キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されますが、 サポー ト さ
れていません。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 VLAN ベース  QoS がイネーブルの場合の show mls qos interface interface-id コマ
ン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
trust state:not trusted
trust mode:not trusted
trust enabled flag:ena
COS override:dis
default COS:0
DSCP Mutation Map:Default DSCP Mutation Map
Trust device:none
qos mode:vlan-based

interface-id （任意） 指定されたポー ト の QoS 情報を表示します。 有効なインターフェ
イスには、 物理ポー ト が含まれます。

buffers （任意） キュー間のバッファ割り当てを表示します。

queueing （任意） キューイングの指針 （共有またはシェーピング） およびキューに
対応したウェイ ト を表示します。

statistics （任意） 送受信された DiffServ コード  ポイン ト （DSCP） の統計情報、
サービス  ク ラス （CoS） 値、 キューに入れられたかまたは出力キュー単位
で削除されたパケッ ト数、 各ポ リサーのプロファ イル内外のパケッ ト数を
表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show mls qos interface
次の例では、 VLAN ベース  QoS がディセーブルの場合の show mls qos interface interface-id コ
マン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/2
trust state:not trusted
trust mode:not trusted
trust enabled flag:ena
COS override:dis
default COS:0
DSCP Mutation Map:Default DSCP Mutation Map
Trust device:none
qos mode:port-based

次の例では、 show mls qos interface interface-id buffers コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2 buffers
GigabitEthernet1/0/2
The port is mapped to qset : 1
The allocations between the queues are : 25 25 25 25

次の例では、 show mls qos interface interface-id queueing コマン ドの出力を示します。 出力緊急
キューは、 設定されたシェイプド  ラ ウン ド ロビン （SRR） の重みを無効にします。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2 queueing
GigabitEthernet1/0/2
Egress Priority Queue :enabled
Shaped queue weights (absolute) :  25 0 0 0
Shared queue weights  :  25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100  (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

次の例では、 show mls qos interface interface-id statistics コマン ドの出力を示します。 表 2-42 
に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet0/2 statistics
GigabitEthernet1/0/2

  dscp: incoming
-------------------------------

  0 -  4 :      4213          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0          0          0
 10 - 14 :         0          0          0          0          0
 15 - 19 :         0          0          0          0          0
 20 - 24 :         0          0          0          0          0
 25 - 29 :         0          0          0          0          0
 30 - 34 :         0          0          0          0          0
 35 - 39 :         0          0          0          0          0
 40 - 44 :         0          0          0          0          0
 45 - 49 :         0          0          0          6          0
 50 - 54 :         0          0          0          0          0
 55 - 59 :         0          0          0          0          0
 60 - 64 :         0          0          0          0
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show mls qos interface
  dscp: outgoing
-------------------------------

  0 -  4 :    363949          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0          0          0
 10 - 14 :         0          0          0          0          0
 15 - 19 :         0          0          0          0          0
 20 - 24 :         0          0          0          0          0
 25 - 29 :         0          0          0          0          0
 30 - 34 :         0          0          0          0          0
 35 - 39 :         0          0          0          0          0
 40 - 44 :         0          0          0          0          0
 45 - 49 :         0          0          0          0          0
 50 - 54 :         0          0          0          0          0
 55 - 59 :         0          0          0          0          0
 60 - 64 :         0          0          0          0
  cos: incoming
-------------------------------

  0 -  4 :    132067          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0
  cos: outgoing
-------------------------------

  0 -  4 :    739155          0          0          0          0
  5 -  9 :        90          0          0

Policer: Inprofile:        0 OutofProfile:        0

関連コマンド

表 2-42 show mls qos interface statistics のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

DSCP incoming DSCP 値ごとに受信したパケッ ト数

outgoing DSCP 値ごとに送信したパケッ ト数

CoS incoming CoS 値ごとに受信したパケッ ト数

outgoing CoS 値ごとに送信したパケッ ト数

Policer Inprofile ポ リサーごとのプロファ イル内パケッ ト数

OutofProfile ポ リサーごとのプロファ イル外パケッ ト数

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッファをキューセッ ト に割り当てます。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し きい値を設定し、 バッ
ファのアベイ ラビ リ テ ィ を保証し、 キューセッ ト に対
する 大メモ リ割り当てを設定します。

mls qos srr-queue input bandwidth SRR の重みを入力キューに割り当てます。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッファを割り当てます。

mls qos srr-queue input cos-map CoS 値を入力キューにマッピングするか、または CoS 
値をキューと し きい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map DSCP 値を入力キューにマッピングするか、 または 
DSCP 値をキューと し きい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオ リ テ ィ  キューを設定し、 帯域幅を保証
します。
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show mls qos interface
mls qos srr-queue input threshold WTD し きい値のパーセンテージを入力キューに割り
当てます。

mls qos srr-queue output cos-map CoS 値を出力キューにマッピング、 または CoS 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map DSCP 値を出力キュー、 またはキューと し きい値 ID 
にマッピングします。

policy-map ポ リ シー マップを作成、 または変更します。

priority-queue ポー ト上で出力緊急キューをイネーブルにします。

queue-set ポー ト をキューセッ ト にマッピングします。

srr-queue bandwidth limit ポー ト での 大出力を制限します。

srr-queue bandwidth shape シェーピングされた重みを割り当て、 ポー ト にマッピ
ングされた 4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピング
をイネーブルにします。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り当て、ポー ト にマッピングされた 
4 つの出力キュー上で帯域幅の共有をイネーブルにし
ます。

コマンド 説明
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show mls qos maps
show mls qos maps
Quality of Service （QoS） マッ ピング情報を表示するには、 show mls qos maps コマン ドを  EXEC 
モードで使用します。

show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | 
dscp-mutation dscp-mutation-name | dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 分類では、 QoS はマッピング テーブルを使用して ト ラフ ィ ッ クのプラ イオ リ テ ィ を表示し、 受
信したサービス  ク ラス （CoS）、 Diffserv コード  ポイン ト （DSCP）、 または IP precedence 値か
ら対応する  CoS または DSCP 値を取得します。

ポ リ シング設定 DSCP、 DSCP/CoS、 および DSCP/DSCP-mutation マップは、 マ ト リ ク ス と して
表示されます。 d1 列では、 DSCP で も重要度の高い桁を指定します。 d2 行では、 DSCP で
も重要度の低い桁を指定します。 d1 値および d2 値の共通部分では、 ポ リ シング設定 DSCP、
CoS、 または Mutated-DSCP 値を提供します。 たとえば、 DSCP/CoS マップでは、 DSCP 値 43 は 
CoS 値 5 に対応します。

DSCP 入力キューしきい値および DSCP 出力キューしきい値マップは、 マ ト リ ク ス と して表示
されます。 d1 列では、 も重要度の高い DSCP 番号の桁を指定します。 d2 行では、 も重要
度の低い DSCP 番号の桁を指定します。d1 値と  d2 値の共通部分では、キュー ID と し きい値 ID 
を提供します。 たとえば、 DSCP 入力キューしきい値マップでは、 DSCP 値 43 はキュー 2 およ
びしきい値 1 （02-01） に対応します。

CoS 入力キューしきい値および CoS 出力キューしきい値マップでは、 CoS 値が一番上の行、 対
応するキュー ID およびしきい値 ID が 2 番めの行に表示されます。 たとえば、 CoS 入力キュー
しきい値マップでは、 CoS 値 5 はキュー 2 およびしきい値 1 （2-1） に対応する こ とにな り ます。

cos-dscp （任意） サービス  ク ラス （CoS） /DSCP マップを表示し
ます。

cos-input-q （任意） CoS 入力キューのしきい値マップを表示します。

cos-output-q （任意） CoS 出力キューのしきい値マップを表示します。

dscp-cos （任意） DSCP/CoS マップを表示します。

dscp-input-q （任意） DSCP 入力キューしきい値マップを表示します。

dscp-mutation dscp-mutation-name （任意） 指定された DSCP/DSCP-mutation マップを表示
します。

dscp-output-q （任意） DSCP 出力キューしきい値マップを表示します。

ip-prec-dscp （任意） IP precedence/DSCP マップを表示します。

policed-dscp （任意） ポ リ シング設定 DSCP マップを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show mls qos maps
例 次の例では、 show mls qos maps コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos maps
Policed-dscp map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

Dscp-cos map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
      1 :    01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
      2 :    02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
      3 :    03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
      4 :    05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
      5 :    06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
      6 :    07 07 07 07

Cos-dscp map:
     cos:   0  1  2  3  4  5  6  7
  --------------------------------
    dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

IpPrecedence-dscp map:
     ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7
     --------------------------------
       dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

Dscp-outputq-threshold map:
  d1 :d2    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  --------------------------------------------------------------------
   0 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
   1 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 03-01 03-01 03-01 03-01
   2 :    03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01
   3 :    03-01 03-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
   4 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 04-01 04-01
   5 :    04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
   6 :    04-01 04-01 04-01 04-01

Dscp-inputq-threshold map:
    d1 :d2    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
    --------------------------------------------------------------------
     0 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     1 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     2 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     3 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     4 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 01-01 01-01
     5 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     6 :    01-01 01-01 01-01 01-01
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show mls qos maps
Cos-outputq-threshold map:
              cos:  0   1   2   3   4   5   6   7
              ------------------------------------
  queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1

   Cos-inputq-threshold map:
              cos:  0   1   2   3   4   5   6   7
              ------------------------------------
  queue-threshold: 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1

Dscp-dscp mutation map:
   Default DSCP Mutation Map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

関連コマンド コマンド 説明

mls qos map CoS/DSCP マップ、 DSCP/CoS マップ、
DSCP/DSCP-mutation マップ、 IP precedence/DSCP マップ、
およびポ リ シング設定 DSCP マップを定義します。

mls qos srr-queue input cos-map CoS 値を入力キューにマッピングするか、 または CoS 値
をキューと し きい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue input dscp-map DSCP 値を入力キューにマッピングするか、 または DSCP 
値をキューと し きい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output cos-map CoS 値を出力キューにマッピング、 または CoS 値を
キューおよびしきい値 ID にマッピングします。

mls qos srr-queue output dscp-map DSCP 値を出力キュー、 またはキューと し きい値 ID に
マッピングします。
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show mls qos queue-set
show mls qos queue-set
出力キューの Quality of Service （QoS） を表示するには、 show mls qos queue-set コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show mls qos queue-set [qset-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mls qos queue-set コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos queue-set
Queueset: 1
Queue   :        1       2       3       4
----------------------------------------------
buffers   :      25      25      25      25
threshold1:      100     200     100     100
threshold2:      100     200     100     100
reserved  :      50      50      50      50
maximum   :      400     400     400     400
Queueset: 2
Queue   :        1       2       3       4
----------------------------------------------
buffers   :      25      25      25      25
threshold1:      100     200     100     100
threshold2:      100     200     100     100
reserved  :      50      50      50      50
maximum   :      400     400     400     400

関連コマンド

qset-id （任意） キューセッ ト の ID です。 各ポー トはキューセッ ト に属し、 ポー
ト単位で出力キュー 4 つの特性すべてを定義します。 指定できる範囲は 
1 ～ 2 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッファをキューセッ ト に割り当てます。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し きい値を設定し、 バッファ
のアベイ ラビ リ テ ィ を保証し、 キューセッ ト に対する
大メモ リ割り当てを設定します。
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show mls qos vlan
show mls qos vlan
スイ ッチ仮想インターフェイス （SVI） に適用されているポ リ シー マップを表示するには、
show mls qos vlan コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show mls qos vlan vlan-id 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mls qos vlan コマン ドからの出力は、 VLAN ベースの Quality of Service （QoS） がイネーブ
ルでポ リ シーマップが設定されている場合のみ意味があ り ます。

例 次の例では、 show mls qos vlan コマン ドの出力を示します。

Switch# show mls qos vlan 10
Vlan10
Attached policy-map for Ingress:pm-test-pm-2

関連コマンド

vlan-id ポ リ シー マップを表示するために SVI の VLAN ID を指定します。 指定で
きる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

policy-map 複数のポー ト に適用できるポ リ シー マップを作成または
変更し、 ポ リ シー マップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モー
ドを開始します。
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show monitor
show monitor
スイ ッチのすべてのスイ ッチド  ポー ト  アナラ イザ （SPAN） および Remote SPAN （RSPAN）
セッシ ョ ンに関する情報を表示するには、 show monitor コマン ドを  EXEC モードで使用しま
す。

show monitor [session {session_number | all | local | range list | remote}

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを指定してコマン ドを使用する こ とで、 特定のセッシ ョ ン、 すべてのセッシ ョ ン、
すべてのローカル セッシ ョ ン、 すべての リ モー ト  セッシ ョ ンが表示されます。

show monitor コマン ド と  show monitor session all コマン ドの出力は同じです。

例 次の例では、 show monitor コマン ドの出力を示します。

Switch# show monitor
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Gi0/1
Both : Gi0/2-3,Gi0/5-6
Destination Ports : Gi0/20
Encapsulation : Replicate

session （任意） 指定された SPAN セッシ ョ ンの情報を表示します。

session_number SPAN または RSPAN のセッシ ョ ン番号を指定します。 指定できる範
囲は 1 ～ 66 です。

all すべての SPAN セッシ ョ ンを表示します。

local ローカルの SPAN セッシ ョ ンだけを表示します。

range list SPAN セッシ ョ ンの範囲 （list は有効なセッシ ョ ンの範囲） を表示し
ます。 1 つのセッシ ョ ンまたはセッシ ョ ンの範囲のいずれかが表示さ
れ、 範囲の場合、 2 つの数字のう ち低い方が 初にな り ます （ハイフ
ンで区切られます）。 カンマ区切りのパラ メータ間、 またはハイフン
指定の範囲にスペースは入力しません。

（注） このキーワードは、 特権 EXEC モードの場合だけ使用可能
です。

remote リ モー ト の SPAN セッシ ョ ンだけを表示します。

detail （任意） 指定されたセッシ ョ ンの詳細情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show monitor
Ingress : Disabled
Session 2
---------
Type : Remote Source Session
Source VLANs :
TX Only : 10
Both : 1-9
Dest RSPAN VLAN : 105

次の例では、ローカル SPAN 送信元セッシ ョ ン 1 に対する  show monitor コマン ドの出力を示し
ます。

Switch# show monitor session 1
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Gi0/1
Both : Gi0/2-3,Gi0/5-6
Destination Ports : Gi0/20
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled

次の例では、 入力 ト ラフ ィ ッ ク転送をイネーブルにした場合の show monitor session all コマン
ドの出力を示します。

Switch# show monitor session all
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
Both : Gi0/2
Destination Ports : Gi0/3
Encapsulation : Native
Ingress : Enabled, default VLAN = 5
Ingress encap : DOT1Q

Session 2
---------
Type : Local Session
Source Ports :
Both : Gi0/8
Encapsulation : Replicate
Ingress : Enabled, default VLAN = 4
Ingress encap : Untagged

関連コマンド コマンド 説明

monitor session SPAN または RSPAN セッシ ョ ンを開始、 または修正します。
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show mvr
show mvr
現在のマルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ン （MVR） グローバル パラ メータ値を表示す
るには、 キーワードを指定しないで show mvr 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show mvr 

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  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマン ド情報には、 MVR がイネーブルであるかど うか、 MVR マルチキャス ト  VLAN、 大ク
エ リー応答時間、 マルチキャス ト  グループ数、 および MVR モード （dynamic または 
compatible） が含まれます。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mvr コマン ドの出力を示します。 マルチキャス ト  グループの 大数は 256 
です。 MVR モードは、 compatible （Catalyst 2900 XL および Catalyst 3500 XL スイ ッチと連動す
る場合） または dynamic （動作が IGMP スヌーピング動作と一貫性があ り、 送信元ポー ト上で
ダイナ ミ ッ ク  MVR メ ンバーシップがサポー ト されている場合） のいずれかです。

Switch# show mvr
MVR Running: TRUE
MVR multicast VLAN: 1
MVR Max Multicast Groups: 256
MVR Current multicast groups: 0
MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)
MVR Mode: compatible

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

mvr （グローバル コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン）

ス イ ッチ上でマルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ンをイ
ネーブルにして、 設定します。

mvr （インターフェイス  コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン）

MVR ポー ト を設定します。

show mvr interface コマン ドに interface および members キーワードを追加した場
合、 設定された MVR インターフェイス、 指定されたインター
フェイスのステータス、 またはインターフェイスが属するすべ
てのマルチキャス ト  グループが表示されます。

show mvr members MVR マルチキャス ト  グループのメ ンバであるポー トすべてを表
示します。 グループ内にメ ンバがいない場合、 グループは非ア
クテ ィブである こ と を示します。
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show mvr interface
show mvr interface
Multicast VLAN Registration （MVR） レシーバおよび送信元ポー ト を表示するには、 キーワー
ドを指定せずに show mvr interface 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show mvr interface [interface-id [members [vlan vlan-id]]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 入力したポー ト が非 MVR ポー ト または送信元ポー ト の場合は、 エラー メ ッセージが戻されま
す。 入力したポー ト がレシーバ ポー ト の場合は、 ポー ト  タ イプ、 ポー ト単位のステータス、
および即時脱退設定が表示されます。

members キーワードを入力する と、 インターフェイス上の MVR グループ メ ンバがすべて表示
されます。 VLAN ID を入力する と、 VLAN の MVR グループ メ ンバがすべて表示されます。

キーワードを指定してこのコマン ドを使用する と、 特定のレシーバ ポー ト の MVR パラ メータ
が表示されます。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mvr interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show mvr interface
Port      Type            Status          Immediate Leave
----      ----            -------         ---------------
Gi1/0/1     SOURCE          ACTIVE/UP       DISABLED
Gi1/0/2     RECEIVER        ACTIVE/DOWN     DISABLED

interface-id （任意） インターフェイスの MVR タ イプ、 ステータス、 および即時
脱退設定を表示します。

有効なインターフェイスには、 物理ポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ン
バ、 モジュール、 ポー ト番号を含む） が含まれます。

（注） スタ ッ ク構成がサポー ト されているのは、 Catalyst 2960-S ス
イ ッチだけです。

members （任意） 指定されたインターフェイスが属する  MVR グループをすべ
て表示します。

vlan vlan-id （任意） この VLAN 上の MVR グループ メ ンバをすべて表示します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show mvr interface
上記の Status の定義は、 次のとおりです。

• ACTIVE は、 ポー ト が VLAN に含まれている こ と を意味します。

• UP/DOWN は、 ポー ト が転送中か転送中でないかを示します。

• INACTIVE は、 ポー ト が VLAN に含まれていないこ とを意味します。

次の例では、 指定されたポー ト の show mvr interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show mvr interface gigabitethernet1/0/2
Type: RECEIVER Status: ACTIVE Immediate Leave: DISABLED 

次の例では、 show mvr interface interface-id members コマン ドの出力を示します。

Switch# show mvr interface gigabitethernet1/0/2 members
239.255.0.0     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.1     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.2     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.3     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.4     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.5     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.6     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.7     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.8     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.9     DYNAMIC ACTIVE

関連コマンド コマンド 説明

mvr （グローバル コンフ ィギュ
レーシ ョ ン）

ス イ ッチ上でマルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ンを
イネーブルにして、 設定します。

mvr （インターフェイス  コン
フ ィギュレーシ ョ ン）

MVR ポー ト を設定します。

show mvr スイ ッチのグローバル MVR 設定を表示します。

show mvr members MVR マルチキャス ト  グループのメ ンバであるすべてのレ
シーバ ポー ト を表示します。
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show mvr members
show mvr members
現在 IP マルチキャス ト  グループのメ ンバであるすべてのレシーバおよび送信元ポー ト を表示
するには、 show mvr members 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show mvr members [ip-address]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show mvr members コマン ドは、 レシーバおよび送信元ポー ト に適用されます。 MVR 互換モー
ドの場合、 すべての送信元ポー トは、 すべてのマルチキャス ト  グループのメ ンバです。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show mvr members コマン ドの出力を示します。

Switch# show mvr members
MVR Group IP    Status          Members
------------    ------          -------
239.255.0.1     ACTIVE          Gi1/0/1(d), Gi1/0/2(s)
239.255.0.2     INACTIVE        None
239.255.0.3     INACTIVE        None
239.255.0.4     INACTIVE        None
239.255.0.5     INACTIVE        None
239.255.0.6     INACTIVE        None
239.255.0.7     INACTIVE        None
239.255.0.8     INACTIVE        None
239.255.0.9     INACTIVE        None
239.255.0.10    INACTIVE        None

<output truncated>

次の例では、 show mvr members ip-address コマン ドの出力を示します。次のアド レスを持った 
IP マルチキャス ト  グループのメ ンバを表示します。

Switch# show mvr members 239.255.0.2
239.255.003.--22     ACTIVE          Gi1/0/1(d), Gi1/0/2(d), Gi1/0/3(d), 
                                     Gi1/0/4(d), Gi1/0/5(s)

ip-address （任意） IP マルチキャス ト  アド レスです。 アド レスを入力する と、 マ
ルチキャス ト  グループのメ ンバであるすべてのレシーバおよび送信
元ポー ト が表示されます。 アド レスを入力しない場合は、 すべての 
Multicast VLAN Registration （MVR） グループのすべてのメ ンバが リ
ス ト されます。 グループ内にメ ンバがない場合は、 グループは 
Inactive と して表示されます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show mvr members
関連コマンド コマンド 説明

mvr （グローバル コンフ ィギュ
レーシ ョ ン）

スイ ッチ上でマルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ンを
イネーブルにして、 設定します。

mvr （インターフェイス  コン
フ ィギュレーシ ョ ン）

MVR ポー ト を設定します。

show mvr スイ ッチのグローバル MVR 設定を表示します。

show mvr interface コマン ドに members キーワードを追加した場合、 設定され
た MVR インターフェイス、 指定されたインターフェイス
のステータス、 またはインターフェイスが属するすべての
マルチキャス ト  グループが表示されます。
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show network-policy profile
show network-policy profile
ネッ ト ワーク  ポ リ シー プロファ イルを表示するには、 show network policy profile 特権 EXEC 
コマン ドを使用します。

show network-policy profile [profile number] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 show network-policy profile コマン ドの出力を示します。

Switch# show network-policy profile 
Network Policy Profile 10
   voice vlan 17 cos 4 
  Interface: 
   none 
Network Policy Profile 30
   voice vlan 30 cos 5 
  Interface: 
   none 
Network Policy Profile 36
   voice vlan 4 cos 3 
  Interface: 
   Interface_id 

関連コマンド

profile 
number

（任意） ネッ ト ワーク  ポ リ シー プロファ イル番号を表示します。 プロファ イル
が入力されていない場合、 すべてのネッ ト ワーク  ポ リ シー プロファ イルが表示
されます。

detail （任意） 詳細なステータス と統計情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 

12.2(55)SE このコマン ドは、 LAN Lite イ メージでサポー ト されます。

コマンド 説明

network-policy インターフェイスにネッ ト ワークポ リ シーを適用します。

network-policy profile （グローバ
ル コンフ ィギュレーシ ョ ン）

ネッ ト ワークポ リ シー プロファ イルを作成します。

network-policy profile （ネッ ト
ワークポ リ シー コンフ ィギュ
レーシ ョ ン）

ネッ ト ワークポ リ シー プロファ イルの属性を設定します。
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show nmsp
show nmsp
スイ ッチのネッ ト ワーク  モビ リ テ ィ  サービス  プロ ト コル （NMSP） 情報を表示するには、
show nmsp 特権 EXEC コマン ドを使用します。 このコマン ドは、 スイ ッチで暗号化ソフ ト ウェ
ア イ メージが実行されている場合にだけ利用できます。

show nmsp {attachment suppress interface | capability | notification interval | statistics 
{connection | summary} | status | subscription {detail | summary}}  

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show nmsp attachment suppress interface コマン ドの出力を示します。

Switch# show nmsp attachment suppress interface
NMSP Attachment Suppression Interfaces
--------------------------------------
GigabitEthernet1/1
GigabitEthernet1/2

次の例では、 show nmsp capability コマン ドの出力を示します。

Switch# show nmsp capability
NMSP Switch Capability
------------------------------

attachment suppress 
interface

アタ ッチメ ン ト抑制インターフェイスを表示します。

capability サポー ト されるサービス とサブサービスを含むスイ ッチ機能を表示
します。

notification interval サポー ト されるサービスの通知間隔を表示します。

statistics {connection | 
summary}

NMSP 統計情報を表示します。

• connection ： 各接続でのメ ッセージ カウンタを表示します。

• summary ： グローバル カウンタを表示します。

status NMSP 接続に関する情報を表示します。

subscription {detail | 
summary}

各 NMSP 接続に関するサブス ク リプシ ョ ン情報を表示します。

• detail ： 各接続でサブス ク ラ イブしているすべてのサービス と
サブサービスを表示します。

• summary ： 各接続でサブスク ラ イブしているすべてのサービス
を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加されました。 
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show nmsp
Service          Subservice
-----------       --------------
Attachment    Wired Station
Location        Subscription

次の例では、 show nmsp notification interval コマン ドの出力を示します。

Switch# show nmsp notification interval
NMSP Notification Intervals
----------------------------------
Attachment notify interval: 30 sec (default)
Location notify interval: 30 sec (default)

次の例では、 show nmsp statistics connection コマン ド と  show nmsp statistics summary コマン
ドの出力を示します。

Switch# show nmsp statistics connection
NMSP Connection Counters
----------------------------------
Connection 1:
   Connection status: UP
   Freed connection: 0

   Tx message count       Rx message count
   -----------------------     -----------------------
   Subscr Resp: 1            Subscr Req: 1
   Capa Notif: 1              Capa Notif: 1
   Atta Resp: 1                Atta Req: 1
   Atta Notif: 0
   Loc Resp: 1                 Loc Req: 1
   Loc Notif: 0
Unsupported msg: 0

Switch# show nmsp statistics summary
NMSP Global Counters
----------------------------
  Send too big msg: 0
  Failed socket write: 0
  Partial socket write: 0
  Socket write would block: 0
  Failed socket read: 0
  Socket read would block: 0
  Transmit Q full: 0
  Max Location Notify Msg: 0
  Max Attachment Notify Msg: 0
Max Tx Q Size: 0

次の例では、 show nmsp status コマン ドの出力を示します。

Switch# show nmsp status
NMSP Status
----------------
NMSP: enabled
MSE IP Address    TxEchoResp RxEchoReq TxData RxData
172.19.35.109       5 5 4 4 

次の例では、 show nmsp show subscription detail コマン ド と  show nmsp show subscription 
summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show nmsp subscription detail
Mobility Services Subscribed by 172.19.35.109:
Services                Subservices
-----------------      -------------------
Attachment:          Wired Station
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show nmsp
Location:               Subscription

Switch# show nmsp subscription summary
Mobility Services Subscribed:
MSE IP Address     Services
--------------------     ---------------------
172.19.35.109       Attachment, Location

関連コマンド コマンド 説明

clear nmsp statistics NMSP 統計カウンタをク リ アします。

nmsp スイ ッチ上でネッ ト ワーク  モビ リ テ ィ  サービス  プロ ト コ
ル （NMSP） をイネーブルにします。
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show pagp
show pagp
ポー ト集約プロ ト コル （PAgP） チャネル グループ情報を表示するには、 show pagp コマン ドを  
EXEC モードで使用します。

show pagp [channel-group-number] {counters | dual-active | internal | neighbor}  ] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show pagp コマン ドを入力する と、 アクテ ィブなチャネル グループの情報が表示されます。 非
アクテ ィブ ポー ト  チャネルの情報を表示するには、 チャネル グループ番号を指定して show 
pagp コマン ドを入力します。

（注） このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

例 次の例では、 show pagp 1 counters コマン ドの出力を示します。

Switch# show pagp 1 counters
             Information        Flush
Port         Sent   Recv     Sent   Recv
--------------------------------------
Channel group: 1
Gi1/0/1    45     42       0      0 
  Gi1/0/2    45     41       0      0 

channel-group-number （任意） チャネル グループの番号です。 指定できる範囲は 1 ～ 6 
です。

counters ト ラフ ィ ッ ク情報を表示します。

dual-active デュアル アクテ ィブ ステータスを表示します。

internal 内部情報を表示します。

neighbor ネイバー情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(46)SE dual-active キーワードが追加されました。
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show pagp
次の例では、 show pagp 1 internal コマン ドの出力を示します。

Switch# show pagp 1 internal
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Channel group 1
                                  Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port        Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Gi1/0/1     SC    U6/S7   H       30s      1        128        Any      16
Gi1/0/2     SC    U6/S7   H       30s      1        128        Any      16

次の例では、 show pagp 1 neighbor コマン ドの出力を示します。

Switch# show pagp 1 neighbor
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.

Channel group 1 neighbors
            Partner              Partner          Partner           Partner Group
Port        Name                 Device ID        Port         Age  Flags   Cap.
Gi1/0/1     switch-p2            0002.4b29.4600   Gi01//1        9s SC      10001 
Gi1/0/2     switch-p2            0002.4b29.4600   Gi1/0/2       24s SC      10001 

次の例では、 show pagp dual-active コマン ドの出力を示します。

Switch# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 1
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi1/0/1   No              Switch               Gi3/0/3   N/A
Gi1/0/2   No              Switch               Gi3/0/4   N/A

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

clear pagp PAgP チャネル グループ情報をク リ アします。
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show policy-map
show policy-map
着信 ト ラフ ィ ッ クの分類基準を定義する  Quality of Service （QoS） ポ リ シー マップを表示する
には、 show policy-map コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している必要があ り ます。

control-plane および interface キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示さ
れますが、 サポー ト されていません。 表示されている統計情報は無視して ください。

ポ リ シーマップには、 帯域幅制限および制限を超過した場合の対処法を指定するポ リサーを格
納できます。

例 次の例では、 show policy-map コマン ドの出力を示します。

Switch# show policy-map
Policy Map videowizard_policy2
  class  videowizard_10-10-10-10
   set dscp 34
   police 100000000 2000000 exceed-action drop

 Policy Map mypolicy
  class  dscp5
   set dscp 6

関連コマンド

policy-map-name （任意） 指定されたポ リ シー マップの名前を表示します。

class class-map-name （任意） 各ク ラスの QoS ポ リ シー アクシ ョ ンを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

policy-map 複数のポー ト に接続可能なポ リ シー マップを作成または変更して、
サービス  ポ リ シーを指定します。
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show port-security
show port-security
インターフェイスまたはスイ ッチのポー ト  セキュ リ テ ィ設定を表示するには、 show 
port-security 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show port-security [interface interface-id] [address | vlan]  

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン キーワードを指定しないでこのコマン ドを入力する と、 スイ ッチのすべてのセキュア ポー ト の
管理ステータスおよび動作ステータスが出力されます。

interface-id を入力した場合、 コマン ドはインターフェイスのポー ト  セキュ リ テ ィ設定を表示し
ます。

address キーワードを指定してコマン ドを入力する と、 すべてのインターフェイスのセキュア 
MAC アド レス、 および各セキュア アド レスのエージング情報が表示されます。

interface-id キーワードおよび address キーワードを指定してコマン ドを入力する と、 各セキュ
ア アド レスのエージング情報を持ったインターフェイスの MAC アド レスがすべて表示されま
す。 インターフェイス上でポー ト  セキュ リ テ ィがイネーブルでない場合も、 このコマン ドを使
用して、 そのインターフェイスの MAC アド レスをすべて表示できます。

vlan キーワードを指定してコマン ドを入力する と、 インターフェイスの VLAN すべてに対する
セキュア MAC アド レスの 大設定数および現在数が表示されます。 このオプシ ョ ンは、 ス
イ ッチポー ト  モードが trunk に設定されているインターフェイス上だけで表示されます。

例 次の例では、 show port-security コマン ドの出力を示します。

Switch# show port-security
Secure Port      MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
                    (Count)        (Count)      (Count)
-------------------------------------------------------------------------------
     Gi1/0/1         1             0             0            Shutdown
-------------------------------------------------------------------------------

interface 
interface-id

（任意） 指定されたインターフェイスのポー ト  セキュ リ テ ィ設定を表示しま
す。 有効なインターフェイスには、 物理ポー ト （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、
モジュール、 ポー ト番号を含む） が含まれます。

（注） スタ ッ ク構成がサポー ト されているのは、 Catalyst 2960-S スイ ッチだ
けです。

address （任意） すべてのポー ト または指定されたポー ト上のすべてのセキュア MAC 
アド レスを表示します。

vlan （任意） 指定されたインターフェイスのすべての VLAN のポー ト  セキュ リ
テ ィ設定を表示します。 このキーワードは、 スイ ッチポー ト  モードが trunk 
に設定されているインターフェイス上だけで表示されます。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show port-security
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、 show port-security interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/1
Port Security : Enabled
Port status : SecureUp
Violation mode : Shutdown
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 0
Configured MAC Addresses : 0
Aging time : 0 mins
Aging type : Absolute
SecureStatic address aging : Disabled
Security Violation count : 0

次の例では、 show port-security address コマン ドの出力を示します。

Switch# show port-security address

Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0006.0700.0800    SecureConfigured    Gi1/0/2     1
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、 show port-security interface gigabitethernet1/0/2 address コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 address
          Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0006.0700.0800    SecureConfigured    Gi0/2     1
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses: 1

次の例では、 show port-security interface interface-id vlan コマン ドの出力を示します。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 vlan 
Default maximum:not set, using 5120
VLAN  Maximum    Current   
    5    default          1
   10    default         54
   11    default        101
   12    default        101
   13    default        201
   14    default        501

関連コマンド コマンド 説明

clear port-security MAC アド レス  テーブルからスイ ッチ上またはインターフェイ
ス上の特定のタイプのセキュア アド レスまたはすべてのセ
キュア アド レスを削除します。

switchport port-security ポー ト上でポー ト  セキュ リ テ ィ をイネーブルにし、 ポー ト の
使用対象をユーザ定義のステーシ ョ ン  グループに制限し、 セ
キュア MAC アド レスを設定します。
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show power inline
show power inline
指定された Power over Ethernet （PoE） ポー ト またはすべての PoE ポー ト の PoE ステータスを表
示するには、 show power inline コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show power inline [police] [[interface-id | consumption | dynamic-priority] | module 
switch-number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドを使用するには、 Catalyst 2960-S スイ ッチが LAN Base イ メージを実行している
必要があ り ます。

例 次の例では、 Catalyst 2960 スイ ッチ上での show power inline コマン ドの出力を示します。 出力
では、 ポー ト  2 がスタテ ィ ッ クに設定されており、 電力がこのポー ト に事前に割り当てられて
いますが、 受電デバイスは接続されていません。 ポー ト  6 は、 大ワ ッ ト数が 10 W に設定さ
れているために power-deny ステー ト になっているスタテ ィ ッ ク  ポー ト です。 接続された受電
デバイスには、 Class 0 または Class 3 装置について報告されたク ラスの 大ワ ッ ト数が設定さ
れています。 表 2-43 に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show power inline
Available:370.0(w)  Used:80.6(w)  Remaining:289.4(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                                                      (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa0/1   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa0/2   static off 15.4  n/a  n/a   15.4
Fa0/3   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4

police （任意） リ アルタイムの電力消費に関するパワー ポ リシング情報を表示し
ます。

interface-id （任意） 指定されたインターフェイスの PoE 関連電力管理情報を表示し
ます。

consumption （任意） PoE ポートに接続した装置に割り当てられた電力を表示します。

dynamic-priority （任意） 各 PoE インターフェイスのダイナミ ッ ク  プライオ リティ を表示し
ます。 このキーワードは、 Catalyst 2960-C スイ ッチでのみサポート されて
います。

module 
switch-number

（任意） 指定されたスタ ッ ク  メ ンバのポートだけを表示します。 指定でき
る範囲は 1 ～ 4 です。

（注） スタ ッ ク構成がサポート されているのは、 Catalyst 2960-S スイ ッチ
だけです。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加されました。 

12.2(25)FX police キーワードが追加されました。

12.2(55)EX1 dynamic-priority キーワードが追加されました。
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show power inline
Fa0/4   auto   on         6.3     IP Phone 7960       2  15.4
Fa0/5   static on 15.4 IP Phone 7960       2  15.4
Fa0/6   static power-deny 10.0  n/a  n/a   10.0
Fa0/7   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
<output truncated>

次の例では、 Catalyst 2960-S スイ ッチ スタ ッ クの出力を示します。 Catalyst 2960-S は、 大
ワ ッ ト数 30 W の PoE+ をサポー ト しています。

Switch# show power inline
Available:370.0(w)  Used:80.6(w)  Remaining:289.4(w)

Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts) 
------   ---------   --------   ---------
1  370.0      114.9       255.1
2  370.0       34.3       335.

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts) 
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/1  auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   30.0
Gi1/0/2 static off 30  n/a  n/a   30.0
Gi1/0/3 auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   30.0
Gi1/0/4 auto   on         6.3     IP Phone 7960       2  30.0
<output truncated>

次の例では、 Catalyst 2960CPD-8PT 上での show power inline コマン ドの出力を示します。 使用
可能な電力と、 接続されている各デバイスに必要な電力が表示されます。

Switch# show power inline
Available:22.4(w)  Used:15.4(w)  Remaining:7.0(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts) 
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/5     auto   on         15.4    IP Phone 8961       4     15.4 
Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 

Catalyst 2960CPD-8TT および Catalyst 2960CG-8TC ダウン リ ンク  ポー トは、 エン ド  デバイスに
電力を供給できません。 次の例では、 Catalyst 2960CPD-8TT スイ ッチ上での show power inline 
コマン ドの出力を示します。

Switch# show power inline
Available:0.0(w)  Used:0.0(w)  Remaining:0.0(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
2-630
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show power inline
次の例では、 ポー ト での show power inline コマン ドの出力を示します。

Switch# show power inline fastethernet2/0/1 
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa2/0/1 auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4

次の例では、すべての PoE スイ ッチ ポー ト の show power inline consumption コマン ドの出力を
示します。

Switch# show power inline consumption 
Default PD consumption : 15400 mW

次の例では、 スタ ッ ク  メ ンバ 1 での show power inline module switch-number コマン ドの出力を
示します。

Switch# show power inline module 1
Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts)
------   ---------   --------   ---------
1           370.0      166.2       203.9
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa1/0/1   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/2   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/3   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/4   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/5   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/6   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
<output truncated>

表 2-43 show power inline のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Admin 管理モード ： auto、 off、 static

Oper 動作モード ： 

• on ： 受電デバイスが検出され、 電力が適用されています。

• off ： PoE が適用されていません。

• faulty ： 装置検出または受電デバイスが障害の状態です。

• power-deny ： 受電デバイスが検出されていますが、 PoE が使用できな
い状態か、 大ワ ッ ト数が検出された受電デバイスの 大数を超えて
います。

Power PoE の供給ワ ッ ト数

Device 検出された装置のタイプ ： n/a、 unknown、 Cisco powered-device、 IEEE 
powered-device、 <CDP からの名前 >

Class IEEE 分類 ： n/a、 Class <0 ～ 4>

Available システム内の PoE の総数

Used ポー ト に割り当てられている  PoE の数

Remaining システム内でポー ト に割り当てられていない PoE の数 （Available - Used = 
Remaining）
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次の例では、 Catalyst 2960 スイ ッチ上での show power inline police interface-id コマン ドの出力
を示します。 表 2-52 に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show power inline police gigabitethernet0/4 
Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper
          State  State      Police     Police     Power  Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi0/4 auto power-deny log n/a 4.0 0.0

次の例では、 Catalyst 2960-S スイ ッチ上での show power inline police コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show power inline police
Module Available Used Remaining

(Watts) (Watts) (Watts)
------   ---------   --------   ---------
1 370.0 0.0 370.0
3 865.0 864.0 1.0

Admin Oper Admin Oper Cutoff Oper 
Interface State State Police Police Power Power
--------- ------ ----------- ---------- ---------- ------ ------
Gi0/1 auto off none n/a n/a 0.0 
Gi0/2 auto off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/3 auto off errdisable n/a  5.4 0.0 
Gi0/4 off off none n/a n/a 0.0 
Gi0/5 off  off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/6 off off errdisable n/a 5.4 0.0 
Gi0/7 auto off none n/a n/a 0.0 
Gi0/8 auto off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/9 auto on none n/a n/a 5.1 
Gi0/10 auto on log ok 5.4 4.2 
Gi0/11 auto on log log 5.4 5.9 
Gi0/12 auto on errdisable ok 5.4 4.2 
Gi0/13 auto errdisable errdisable n/a 5.4 0.0 
<output truncated>

上の例では、 次のよ うになっています。

• Gi0/1 ポー トはシャ ッ ト ダウンされ、 ポ リ シングは設定されていません。

• Gi0/2 ポー トはシャ ッ ト ダウンされますが、 ポ リ シングはイネーブルです。 ポ リ シング ア
クシ ョ ンによって Syslog メ ッセージが生成されます。

• Gi0/3 ポー トはシャ ッ ト ダウンされますが、 ポ リ シングはイネーブルです。 ポ リ シング ア
クシ ョ ンによってポー ト がシャ ッ ト ダウンされます。

• Gi0/4 ポー ト では、 装置検出がディセーブルで、 ポー ト に電力は適用されず、 ポ リ シングが
ディセーブルになっています。

• Gi0/5 ポー ト では、 装置検出がディセーブルで、 電力はポー ト に適用されませんが、 ポ リ シ
ングがイネーブルになっています。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによって Syslog メ ッセージが生
成されます。

• Gi0/6 ポー ト では、 装置検出がディセーブルで、 電力はポー ト に適用されませんが、 ポ リ シ
ングがイネーブルになっています。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによってポー ト がシャ ッ ト ダウ
ンされます。

• Gi0/7 ポー トは起動していてポ リ シングはディセーブルですが、 スイ ッチは接続装置に電力
を供給しません。

• Gi0/8 ポー トは起動していて、 ポ リ シングがイネーブルになっています。 ポ リ シング アク
シ ョ ンによって Syslog メ ッセージが生成されます。 スイ ッチは受電デバイスに電力を供給
しません。
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• Gi0/9 ポー トは起動していて、 受電デバイスに接続され、 ポ リ シングはディセーブルになっ
ています。

• Gi0/10 ポー トは起動していて、 受電デバイスに接続され、 ポ リ シングがイネーブルになっ
ています。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによって Syslog メ ッセージが生成されます。 リ アルタ イ
ム電力消費がカッ ト オフ値よ り少ないため、 ポ リ シング  アクシ ョ ンは作動しません。

• Gi0/11 ポー トは起動していて、 受電デバイスに接続され、 ポ リ シングがイネーブルになっ
ています。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによって Syslog メ ッセージが生成されます。

• Gi0/12 ポー トは起動していて、 受電デバイスに接続され、 ポ リ シングがイネーブルになっ
ています。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによってポー トはシャ ッ ト ダウンされます。 リ アルタイ
ム電力消費がカッ ト オフ値よ り少ないため、 ポ リ シング  アクシ ョ ンは作動しません。

• Gi0/13 ポー トは起動していて、 受電装置に接続され、 ポ リ シングがイネーブルになってい
ます。 ポ リ シング  アクシ ョ ンによってポー トはシャ ッ ト ダウンされます。

次の例では、 Catalyst 2960CPD-8PT 上での show power inline police 特権 EXEC コマン ドの出力
を示します。

Switch# show power inline police 
Available:22.4(w)  Used:15.4(w)  Remaining:7.0(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper  
          State  State      Police     Police     Power  Power 
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ ----- 
Fa0/1     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/2     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/3     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/4     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/5     auto   on         none       n/a        n/a    9.5   
Fa0/6     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/7     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/8     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ ----- 
Totals:                                                  9.5       

次の例では、 スイ ッチ上での show power inline dynamic-priority コマン ドの出力を示します。

Switch> show power inline dynamic-priority
Dynamic Port Priority
-----------------------
Port      OperState Priority
--------- --------- --------
Gi0/1     off       High
Gi0/2     off       High
Gi0/3     off       High
Gi0/4     off       High
Gi0/5     off       High
Gi0/6     off       High
Gi0/7     off       High
Gi0/8     off       High

関連コマンド コマンド 説明

logging event 
power-inline-status

PoE イベン ト のロギングをイネーブルにします。

power inline 指定した PoE ポー ト またはすべての PoE ポー ト の電力管理モードを設
定します。

show controllers 
power inline

指定した PoE コン ト ローラのレジスタ値を表示します。
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show psp config
VLAN 上の特定のプロ ト コルに対して設定されているプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンの
ステータスを表示するには、 show psp config 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show psp config {arp | dhcp | igmp}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 show psp config dhcp コマン ドの出力を示します。 受信速度が 1 秒間に 35 パケッ
ト を超えた場合にパケッ ト を ド ロ ップするよ うにプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンが設定
されています。

Switch# show psp config dhcp

-----------------------------------
PSP Protocol Configuration Summary:
-----------------------------------

DHCP Rate Limit    : 35 packets/sec
PSP Action         : Packet Drop

関連コマンド

arp ARP および ARP スヌーピングのプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ン  ステータ
スを表示します。

dhcp DHCP および DHCP スヌーピングのプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ン  ス
テータスを表示します。

igmp IGMP および IGMP スヌーピングのプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ン  ステー
タスを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

psp {arp | dhcp | igmp} pps value ARP、 DHCP、 または IGMP のプロ ト コル ス トーム  プロテ
クシ ョ ンを設定します。

show psp statistics プロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンが設定されている場合
に、 ド ロ ップされたパケッ ト の数を表示します。

clear psp counter ド ロ ップされたパケッ ト のカウンタをク リ アします。
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show psp statistics
プロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンが設定されている場合に、 すべてのプロ ト コルについて
ド ロ ップされたパケッ ト の数を表示するには、 show psp statistics 特権 EXEC コマン ドを使用し
ます。

show psp statistics [arp | dhcp | igmp]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド履歴

例 次の例では、 DHCP に対してプロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンが設定されている場合の 
show psp statistics dhcp コマン ドの出力を示します。 出力では、 13 個のパケッ ト がド ロ ップさ
れたこ とが示されています。

Switch# show psp statistics dhcp

----------------------------------
PSP Protocol Drop Counter Summary:
----------------------------------
DHCP Drop Counter: 13

関連コマンド

arp （任意） ARP および ARP スヌーピングのド ロ ップされたパケッ ト の数を表示し
ます。

dhcp （任意） DHCP および DHCP スヌーピングのド ロ ップされたパケッ ト の数を表示
します。

igmp （任意） IGMP および IGMP スヌーピングのド ロ ップされたパケッ ト の数を表示
します。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

psp {arp | dhcp | igmp} pps value ARP、 DHCP、 または IGMP のプロ ト コル ス トーム  プロテ
クシ ョ ンを設定します。

show psp config プロ ト コル ス トーム  プロテクシ ョ ンの設定を表示します。

clear psp counter ド ロ ップされたパケッ ト のカウンタをク リ アします。
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show sdm prefer
Switch Database Management （SDM） テンプレー ト に関する情報を表示するには、 show sdm 
prefer 特権 EXEC コマン ドを使用します。

Catalyst 2960 スイ ッチおよび Catalyst 2960-C ファス ト  イーサネッ ト  スイ ッチの場合 ：

show sdm prefer [default | dual-ipv4-and-ipv6 default | lanbase-routing | qos]  

Catalyst 2960-S スイ ッチの場合 ：

show sdm prefer [default | lanbase-routing] 

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチの場合 ：

show sdm prefer default

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン sdm prefer グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用してスイ ッチ上で SDM テンプ
レー ト を変更した場合は、 設定を有効にするためにスイ ッチを リ ロードする必要があ り ます。
reload 特権 EXEC コマン ドを入力する前に、 show sdm prefer コマン ドを入力した場合、 show 
sdm prefer によ り、 現在使用しているテンプレートおよびリ ロード後にアクティブになるテンプ
レートが表示されます 。

default （任意） 機能間のシステム  リ ソースのバランスを と るテンプレー ト を表
示します。 Catalyst 2960-S スイ ッチでサポー ト されているのはこのテン
プレー ト だけです。

dual-ipv4-and-ipv6 
default 

（任意） IPv4 と  IPv6 の両方をサポー トするデュアル テンプレー ト を表
示します。 このキーワードは、 Catalyst 2960-S スイ ッチではサポー ト さ
れていません。

lanbase-routing （任意） SVI 上の IPv4 スタテ ィ ッ ク  ルーティ ング用のシステム  リ ソー
スを 大化するテンプレー ト を表示します。

qos （任意） Quality of Service （QoS） アクセス  コン ト ロール エン ト リ
（ACE） 用のシステム  リ ソースを 大化するテンプレー ト を表示しま
す。 このキーワードは、 Catalyst 2960-S スイ ッチではサポー ト されてい
ません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(40)SE dual-ipv4-and-ipv6 default キーワードが追加されました。

12.2(53)SE1 Catalyst 2960-S スイ ッチの default テンプレー ト が追加されました。

12.2(55)SE SVI 上のスタテ ィ ッ ク  ルーテ ィ ングに lanbase-routing テンプレー ト
が追加されました。

12.2(55)EX Catalyst 2960-C のテンプレー ト が追加されました。
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LAN Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチは、 サポー ト されるすべての機能
の 大リ ソースが含まれるデフォル ト のテンプレー ト または lanbase-routing テンプレー ト のみ
を使用してスタテ ィ ッ ク  ルーティ ングをイネーブルにします。

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチは、 大リ ソースをサポートするためにデフォ
ルトのテンプレートのみを使用します。

各テンプレー ト で表示される番号は、 各機能の リ ソースにおけるおおよその 大数にな り ま
す。 他に設定された機能の実際の数字にも よるため、 実際の数字とは異なる場合があ り ます。

例 次の例では、Catalyst 2960 スイ ッチ上での show sdm prefer default コマン ドの出力を示します。

Switch# show sdm prefer default
 "default" template:
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                 8K
  number of IPv4 IGMP groups:                      256
  number of IPv4/MAC qos aces:                     128
  number of IPv4/MAC security aces:                384

次の例では、既存のテンプレー ト を示している、Catalyst 2960 スイ ッチ上での show sdm prefer 
コマン ドの出力を示します。

Switch# show sdm prefer
The current template is "lanbase-routing" template.
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  4K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    0.25K
  number of IPv4 unicast routes:                    4.25K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        4K
    number of indirect IPv4 routes:                 0.25K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k

number of IPv4/MAC security aces: 0.375k

次の例では、 Catalyst 2960-S スイ ッチ上での show sdm prefer default コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show sdm prefer default
 "default" template:
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  8K
  number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K
number of IPv4/MAC qos aces:                      0.375k
  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k

次の例では、 Catalyst 2960 スイ ッチ上での show sdm prefer qos コマン ドの出力を示します。

Switch# show sdm prefer qos
"qos" template:

The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.
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number of unicast mac addresses:                 8K
  number of IPv4 IGMP groups:                      256
  number of IPv4/MAC qos aces:                     384
  number of IPv4/MAC security aces:                128

次の例では、 Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイ ッチ上での show sdm prefer コマン
ドの出力を示します。

Switch# show sdm prefer qos
The current template is "default" template.
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  8K
  number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K
  number of IPv6 multicast groups:                  0.25K
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k
  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k
  number of IPv6 policy based routing aces:         0
  number of IPv6 qos aces:                          60
  number of IPv6 security aces:                     0.125k

関連コマンド コマンド 説明

sdm prefer SDM テンプレー ト を 大化された リ ソース量に設定します。
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show setup express
Express Setup モードがスイ ッチでアクテ ィブかど うかを表示するには、show setup express 特権 
EXEC コマン ドを使用します。

show setup express  

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 トは定義されていません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例は、 show setup express コマン ドの出力を示しています。

Switch# show setup express
express setup mode is active

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

setup express Express Setup モードをイネーブルにします。
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show spanning-tree 
スパニングツ リーの状態情報を表示するには、 show spanning-tree コマン ドを  EXEC モードで
使用します。

show spanning-tree [bridge-group | active [detail] | backbonefast | blockedports | bridge | detail 
[active] | inconsistentports | interface interface-id | mst | pathcost method | root | summary 
[totals] | uplinkfast | vlan vlan-id]  

show spanning-tree bridge-group [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] | 
inconsistentports | interface interface-id | root | summary]  

show spanning-tree vlan vlan-id [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] | 
inconsistentports | interface interface-id | root | summary]  

show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} bridge [address | detail | forward-time | 
hello-time | id | max-age | priority [system-id] | protocol]  

show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} root [address | cost | detail | forward-time | 
hello-time | id | max-age | port | priority [system-id]  

show spanning-tree interface interface-id [active [detail] | cost | detail [active] | inconsistency | 
portfast | priority | rootcost | state]  

show spanning-tree mst [configuration [digest]] | [instance-id [detail | interface interface-id 
[detail]]  

構文の説明 bridge-group （任意） ブ リ ッジ グループ番号を指定します。 範囲は 1 ～ 255 
です。

active [detail] （任意） アクテ ィブ インターフェイスのスパニングツ リー情報だけ
を表示します （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

backbonefast （任意） スパニングツ リー BackboneFast ステータスを表示します。

blockedports （任意） ブロ ッ ク されたポー ト の情報を表示します （特権 EXEC 
モードの場合だけ使用可能）。

bridge [address | detail | 
forward-time | hello-time | 
id | max-age | priority 
[system-id] | protocol]

（任意） このスイ ッチのステータスおよび設定を表示します （オプ
シ ョ ンのキーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

detail [active] （任意） インターフェイス情報の詳細サマ リーを表示します
（active キーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

inconsistentports （任意） 矛盾するポー ト の情報を表示します （特権 EXEC モードの
場合だけ使用可能）。

interface interface-id 
[active [detail] | cost | 
detail [active] | 
inconsistency | portfast | 
priority | rootcost | state]

（任意） 指定されたインターフェイスのスパニングツ リー情報を表
示します （portfast および state 以外のすべてのオプシ ョ ンは特権 
EXEC モードの場合だけ使用可能）。 各インターフェイスは、 ス
ペースで区切って入力します。 インターフェイスの範囲は入力で
きません。 有効なインターフェイス と しては、 物理ポー ト 、
VLAN、 ポー ト  チャネルなどがあ り ます。 指定できる  VLAN 範囲
は 1 ～ 4094 です。 指定できるポー ト  チャネル範囲は 1 ～ 6 です。
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show spanning-tree
mst [configuration 
[digest]] [instance-id 
[detail | interface 
interface-id [detail]]

（任意） Multiple Spanning-Tree （MST） の リージ ョ ン設定およびス
テータスを表示します （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

キーワードの意味は次のとおりです。

• digest ： （任意） 現在の MST 設定 ID （MSTCI） に含まれる  
MD5 ダイジェス ト を表示します。 1 つは標準スイ ッチ、 も う  1 
つは先行標準スイ ッチ用の 2 つの別個ダイジェス ト が表示され
ます （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。 

IEEE 標準の実装のために専門用語が更新され、 txholdcount 
フ ィールドが追加されました。

境界ポー ト用に新しいマスター ロールが表示されます。

IEEE 標準ブ リ ッジがポー ト に先行標準 BPDU を送信した場合、
pre-standard または Pre-STD とい う用語が表示されます。

ポー ト が先行標準 BPDU を送信するよ うに設定され、 ポー ト
で先行標準 BPDU が受信されなかったと き、 pre-standard 
(config) または Pre-STD-Cf とい う用語が表示されます。

先行標準 BPDU を送信するよ うに設定されていないポー ト で
先行標準 BPDU が受信された場合、 pre-standard (rcvd) または 
Pre-STD-Rx とい う用語が表示されます。

下位指定情報が指定ポー ト で受信された場合、 指定ポー ト が
フォワーディ ング ステー ト に戻るか指定が中止されるまで、
dispute フラグが表示されます。

• instance-id ： 1 つのインスタンス  ID、 それぞれをハイフンで区
切った ID の範囲、またはカンマで区切った一連の ID を指定で
きます。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。 現在設定されてい
るインスタンス数が表示されます。

• interface interface-id ： （任意） 有効なインターフェイスには、
物理ポー ト 、 VLAN、 およびポー ト  チャネルが含まれます。
指定できる  VLAN 範囲は 1 ～ 4094 です。ポー ト  チャネルの範
囲は 1 ～ 6 です。

• detail ： （任意） インスタンスまたはインターフェイスの詳細情
報を表示します。

pathcost method （任意） デフォル ト のパス  コス ト方式を表示します （特権 EXEC 
モードの場合だけ使用可能）。

root [address | cost | detail 
| forward-time | hello-time 
| id | max-age | port | 
priority [system-id]]

（任意） ルー ト  スイ ッチのステータスおよび設定を表示します （す
べてのキーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

summary [totals] （任意） ポー ト状態のサマ リー、 またはスパニングツ リー ステー ト  
セクシ ョ ンの総行数を表示します。 IEEE Standard とい う語は、 ス
イ ッチ上で実行されている  MST バージ ョ ンを識別します。

uplinkfast （任意） スパニングツ リー UplinkFast ステータスを表示します。

vlan vlan-id [active 
[detail] | backbonefast | 
blockedports | bridge 
[address | detail | 
forward-time | hello-time | 
id | max-age | priority 
[system-id] | protocol]

（任意） 指定された VLAN のスパニングツ リー情報を表示します
（キーワードの一部は特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。
VLAN ID 番号で識別された 1 つの VLAN、 それぞれをハイフンで
区切った VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の VLAN を指
定できます。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。
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show spanning-tree
コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン vlan-id 変数を省略した場合は、 すべての VLAN のスパニングツ リー インスタンスにコマン ド
が適用されます。

例 次の例では、 show spanning-tree active コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree active
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     0001.42e2.cdd0
             Cost        3038
             Port        24 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    49153  (priority 49152 sys-id-ext 1)
             Address     0003.fd63.9580
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
  Uplinkfast enabled

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi2/0/1          Root FWD 3019      128.24   P2p
<output truncated>

次の例では、 show spanning-tree detail コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree detail
VLAN0001 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 49152, sysid 1, address 0003.fd63.9580
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
  Root port is 1 (GigabitEthernet0/1), cost of root path is 3038
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 0 last change occurred 1d16h ago
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
  Uplinkfast enabled

 Port 1 (GigabitEthernet0/1) of VLAN0001 is forwarding
   Port path cost 3019, Port priority 128, Port Identifier 128.24.
   Designated root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.bbf5.c680
   Designated port id is 128.25, designated path cost 19
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   Link type is point-to-point by default

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(25)SED digest キーワードが追加され、 新規ダイジェス トおよび伝送ホールド  
カウン ト  フ ィールドが表示されます。
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show spanning-tree
   BPDU: sent 0, received 72364
<output truncated>

次の例では、 show spanning-tree interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet2/0/1
Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Root FWD 3019      128.24   P2p

Switch# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is enabled
Portfast             is disabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is disabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is enabled
BackboneFast         is enabled
Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                  1        0         0        11         12
VLAN0002                  3        0         0        1          4
VLAN0004                  3        0         0        1          4
VLAN0006                  3        0         0        1          4
VLAN0031                  3        0         0        1          4
VLAN0032                  3        0         0        1          4
<output truncated>
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
37 vlans                  109      0         0        47         156
Station update rate set to 150 packets/sec.

UplinkFast statistics
-----------------------
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)            : 0
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 0

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs)           : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)               : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)             : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)            : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)                 : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)                : 0

次の例では、 show spanning-tree mst configuration コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree mst configuration
Name      [region1]
Revision  1
Instance  Vlans Mapped
--------  ------------------
0         1-9,21-4094
1         10-20
----------------------------
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show spanning-tree
次の例では、 show spanning-tree mst interface interface-id コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree mst interface gigabitethernet2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 of MST00 is root forwarding
Edge port: no             (default)        port guard : none        (default)
Link type: point-to-point (auto)           bpdu filter: disable     (default)
Boundary : boundary       (STP)            bpdu guard : disable     (default)
Bpdus sent 5, received 74

Instance role state cost      prio vlans mapped
0        root FWD   200000    128  1,12,14-4094

次の例では、 show spanning-tree mst 0 コマン ドの出力を示します。

Switch# show spanning-tree mst 0
###### MST00        vlans mapped: 1-9,21-4094
Bridge      address 0002.4b29.7a00  priority  32768 (32768 sysid 0)
Root        address 0001.4297.e000  priority  32768 (32768 sysid 0)
            port    Gi1/0/1         path cost 200038
IST master *this switch
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20
Configured  hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20

Interface              role state cost      prio type
--------------------   ---- ----- --------- ---- --------------------------------
GigabitEthernet2/0/1   root FWD   200000    128  P2P bound(STP)
GigabitEthernet2/0/2   desg FWD   200000    128  P2P bound(STP)
Port-channel1          desg FWD   200000    128  P2P bound(STP)

関連コマンド コマンド 説明

clear spanning-tree counters スパニングツ リーのカウンタをク リ アします。

clear spanning-tree detected-protocols プロ ト コル移行プロセスを再開します。

spanning-tree backbonefast BackboneFast 機能をイネーブルにします。

spanning-tree bpdufilter インターフェイスでのブ リ ッジ プロ ト コル データ  
ユニッ ト （BPDU） の送受信を禁止します。

spanning-tree bpduguard BPDU を受信したインターフェイスを、
error-disabled ステー ト にします。

spanning-tree cost スパニングツ リーの計算に使用するパス  コス ト を設
定します。

spanning-tree extend system-id 拡張システム  ID 機能をイネーブルにします。

spanning-tree guard 選択されたインターフェイスに対応するすべての 
VLAN に対して、 ルー ト  ガード機能またはループ 
ガード機能をイネーブルにします。

spanning-tree link-type スパニングツ リーがフォワーディ ング ステー ト に高
速移行するよ うに、 デフォル ト  リ ンク タ イプ設定を
上書きします。

spanning-tree loopguard default 単一方向リ ンクの原因となる障害によって代替ポー
ト またはルー ト  ポー ト が指定ポー ト と して使用され
ないよ うにします。

spanning-tree mst configuration Multiple Spanning-Tree （MST） リージ ョ ンを設定す
るための MST コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開
始します。

spanning-tree mst cost MST の計算に使用するパス  コス ト を設定します。
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show spanning-tree
spanning-tree mst forward-time すべての MST インスタンスについて転送遅延時間を
設定します。

spanning-tree mst hello-time ルー ト  スイ ッチ コンフ ィギュレーシ ョ ン  メ ッセー
ジが送信する  hello BPDU の間隔を設定します。

spanning-tree mst max-age スパニングツ リーがルー ト  スイ ッチから メ ッセージ
を受信する間隔を設定します。

spanning-tree mst max-hops BPDU を廃棄してインターフェイス用に保持してい
た情報を期限切れにするまでの、 MST リージ ョ ンで
のホップ カウン ト を設定します。

spanning-tree mst port-priority インターフェイス  プラ イオ リ テ ィ を設定します。

spanning-tree mst priority 指定したスパニングツ リー インスタンスのスイ ッチ 
プラ イオ リ テ ィ を設定します。

spanning-tree mst root ネッ ト ワークの直径に基づいて、 MST ルー ト  スイ ッ
チのプラ イオ リ テ ィおよびタ イマーを設定します。

spanning-tree port-priority インターフェイス  プラ イオ リ テ ィ を設定します。

spanning-tree portfast （グローバル コ
ンフ ィギュレーシ ョ ン）

PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フ ィルタ
リ ング機能または BPDU ガード機能をグローバル
にイネーブルにするか、 またはすべての非 ト ランク  
インターフェイスで PortFast 機能をイネーブルにし
ます。

spanning-tree portfast （インターフェ
イス  コンフ ィギュレーシ ョ ン）

特定のインターフェイスおよび対応するすべての 
VLAN 上で、 PortFast 機能をイネーブルにします。

spanning-tree uplinkfast リ ンク またはスイ ッチに障害がある場合、 またはス
パニングツ リーが自動的に再設定された場合に、
新しいルー ト  ポー ト を短時間で選択できるよ うにし
ます。

spanning-tree vlan VLAN 単位でスパニングツ リーを設定します。

コマンド 説明
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show storm-control
スイ ッチまたは指定されたインターフェイス上で、 ブロードキャス ト 、 マルチキャス ト 、 また
はユニキャス ト  ス トーム制御の設定を表示した り、 ス トーム制御履歴を表示した りするには、
show storm-control コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show storm-control [interface-id] [broadcast | multicast | unicast]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-id を入力する と、 指定されたインターフェイスのス トーム制御しきい値が表示され
ます。

interface-id を入力しない場合、 スイ ッチ上のポー トすべての ト ラフ ィ ッ ク  タ イプの設定が表示
されます。

ト ラフ ィ ッ ク  タ イプを入力しない場合は、 ブロードキャス ト  ス トーム制御の設定が表示され
ます。

例 次の例では、 キーワードを指定せずに入力した show storm-control コマン ドの出力の一部を示
します。 ト ラフ ィ ッ ク  タ イプのキーワードが入力されてないため、 ブロードキャス ト  ス トー
ム制御の設定が表示されます。

Switch# show storm-control
Interface  Filter State   Upper       Lower      Current
---------  -------------  ----------  ---------  ---------
Gi1/0/1      Forwarding 20 pps 10 pps 5 pps
Gi1/0/2      Forwarding 50.00% 40.00% 0.00%
<output truncated>

interface-id （任意） 物理ポー ト のインターフェイス  ID （タ イプ、 スタ ッ ク  メ ンバ、 モ
ジュール、 ポー ト番号を含む）

（注） スタ ッ ク構成をサポー ト しているのは、 LAN Base イ メージを実行
している  Catalyst 2960-S スイ ッチだけです。

broadcast （任意） ブロードキャス ト  ス トームしきい値設定を表示します。

multicast （任意） マルチキャス ト  ス トームしきい値設定を表示します。

unicast （任意） ユニキャス ト  ス トームしきい値設定を表示します。

| begin （任意） expression と一致する行から表示を開始します。

| exclude （任意） expression と一致する行を表示から除外します。

| include （任意） 指定された expression と一致する行を表示に含めます。

expression 参照ポイン ト と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 指定されたインターフェイスの show storm-control コマン ドの出力を示します。
ト ラフ ィ ッ ク  タ イプのキーワードが入力されてないため、 ブロードキャス ト  ス トーム制御の
設定が表示されます。

Switch#Switch# show storm-control gigabitethernet 1/0/1
Interface  Filter State   Upper       Lower      Current
--------- -------------  ----------  ---------  ---------
Gi1/0/1      Forwarding 20 pps 10 pps 5 pps

表 2-44 に show storm-control の出力で表示される各フ ィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 2-44 show storm-control のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Interface インターフェイスの ID を表示します。

Filter State フ ィルタのステータスを表示します。

• blocking ： ス トーム制御はイネーブルであ り、 ス トームが発生し
ています。

• forwarding ： ス トーム制御はイネーブルであ り、 ス トームは発生
していません。

• Inactive ： ス トーム制御はディセーブルです。

Upper 上限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージと して、 毎秒
のパケッ ト数または毎秒のビッ ト数で表示します。

Lower 下限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージと して、 毎秒
のパケッ ト数または毎秒のビッ ト数で表示します。

Current ブロードキャス ト  ト ラフ ィ ッ ク または指定された ト ラフ ィ ッ ク  タ イ
プ （ブロードキャス ト 、 マルチキャス ト 、 ユニキャス ト ） の帯域幅の
使用状況を、 利用可能な全帯域幅のパーセンテージで表示します。 こ
のフ ィールドは、 ス トーム制御がイネーブルの場合だけ有効です。

コマンド 説明

storm-control スイ ッチにブロードキャス ト 、 マルチキャス ト 、 およびユニキャス ト  
ス トーム制御レベルを設定します。
2-647
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Cisco IOS コマンド
show switch
show switch
スタ ッ ク  メ ンバまたはスイ ッチ スタ ッ クに関連した情報を表示するには、 show switch コマン
ドを  EXEC モードで使用します。

show switch [stack-member-number | detail | neighbors | stack-ports[summary] | stack-ring 
activity [detail] | speed]  

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドでは、 次のステー ト が表示されます。

• Waiting ： ス イ ッチは起動中で、 スタ ッ ク内にある他のスイ ッチからの通信を待っていま
す。 スイ ッチはまだスタ ッ ク  マスターであるかど うかを判別していません。

スタ ッ ク  マスター選出に参加していないスタ ッ ク  メ ンバは、 スタ ッ ク  マスターが選出さ
れ準備ができるまで Waiting ステー ト のままです。

• Initializing ： ス イ ッチがそのスタ ッ ク  マスター ステータスを判別しました。 スイ ッチがス
タ ッ ク  マスターでない場合、 このスイ ッチはスタ ッ ク  マスターからシステム  レベルおよ
びインターフェイス  レベルの設定を受信してロード しています。

• Ready ： メ ンバがシステム  レベルおよびインターフェイス  レベルの設定のロードを完了し、
ト ラフ ィ ッ クを転送できるよ うになっています。

• Master Re-Init ： マスターの再選出で、 異なる メ ンバがマスターに選出された直後のステー
ト 。 新しいマスターがその設定を再初期化しています。 このステー トは、 新しいマスター
だけに適用されます。

stack-member-number （任意） 指定されたメ ンバの情報を表示します。 指定できる範囲は 
1 ～ 4 です。

detail （任意） スタ ッ ク  リ ングの詳細情報を表示します。

neighbors （任意） スタ ッ ク全体のネイバーを表示します。

stack-ports （任意） スタ ッ ク全体のポー ト情報を表示します。

stack-ports [summary] （任意） スタ ッ ク  ケーブルの長さ、 スタ ッ ク  リ ンクのステータス、
およびループバッ クのステータスを表示します。

stack-ring activity 
[detail]

（任意） スタ ッ ク  リ ングに送信されたフレーム数を、 メ ンバ単位で
表示します。 スタ ッ ク  リ ング、 受信キュー、 および ASIC に送信さ
れるフレーム数を メ ンバ単位で表示するには、 detail キーワードを
使用します。

stack-ring speed （任意） スタ ッ ク  リ ングの速度を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
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show switch
• Ver Mismatch ： Version-Mismatch モードのスイ ッチ。 Version-Mismatch モードは、 スタ ッ ク
に加入しているスイ ッチに、 マスターとは異なるスタ ッ ク  プロ ト コル マイナー バージ ョ
ン番号がある状態です。

• SDM Mismatch ： Switch Database Management （SDM） ミ スマッチ モードのスイ ッチ。 SDM 
ミ スマッチは、 マスターで実行している  SDM テンプレー ト を メ ンバがサポー ト していない
状態です。

• Provisioned ： 事前設定されたスイ ッチが、 スタ ッ クのアクテ ィブ メ ンバになる前のステー
ト 、 またはスタ ッ ク  メ ンバがスタ ッ クから脱退した後のステー ト 。 プロビジ ョ ニングされ
たスイ ッチでは、 MAC アド レスおよびプラ イオ リ テ ィ番号は、 常に 0 と表示されます。

起動中のメ ンバ （マスターを含む） の代表的なステー ト遷移は、 Waiting -> Initializing -> Ready 
です。

マスター選出後にマスターになる メ ンバの代表的なステー ト遷移は、 Ready -> Master Re-Init -> 
Ready です。

Version-Mismatch モードのメ ンバの代表的なステー ト遷移は、 Waiting -> Ver Mismatch です。

スタ ッ クにプロビジ ョ ニングされたスイ ッチが存在するかど うかを識別するには、 show switch 
コマン ドを使用できます。 show running-config および show startup-config 特権 EXEC コマン ド
では、 この情報は提供されません。

永続的 MAC アド レスがイネーブルになっている場合、 スタ ッ クの MAC-persistency wait-time 
も表示されます。

例 次の例では、 スタ ッ クのサマ リー情報を示します。

Switch# show switch
                                               Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
--------------------------------------------------------
 6       Member    0003.e31a.1e00     1         Ready
*8       Master    0003.e31a.1200     1         Ready
2 Member 0000.000.0000 0 Provisioned

次の例では、 スタ ッ クの詳細情報を示します。

Switch# show switch detail
Switch/Stack Mac Address : 0013.c4db.7e00
Mac persistency wait time: 4 mins
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State 
----------------------------------------------------------
*1       Master 0013.c4db.7e00     1      0       Ready               
 2       Member 0000.000.0000      0      0       Provisioned
 6       Member 0003.e31a.1e00     1      0       Ready

         Stack Port Status             Neighbors     
Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2 
--------------------------------------------------------
  1       Ok        Down             6        None
  6       Down      Ok               None       1

次の例では、 メ ンバ 6 のサマ リー情報を示します。

Switch# show switch 6
                                               Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
--------------------------------------------------------
 6       Member     0003.e31a.1e00     1         Ready
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show switch
次の例では、 スタ ッ クのネイバー情報を示します。

Switch# show switch neighbors
  Switch #    Port A       Port B
  --------    ------       ------
      6        None           8
      8         6            None

次の例では、 スタ ッ クポー ト情報を示します。

Switch# show switch stack-ports
  Switch #    Port A       Port B
  --------    ------       ------
    6          Down          Ok
    8           Ok          Down

表 2-45 に、 show switch stack-ports summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show switch stack-ports summary
Switch#/  Stack   Neighbor   Cable    Link   Link   Sync      #         In  
 Port#     Port              Length    OK   Active   OK    Changes   Loopback
          Status                                          To LinkOK          
--------  ------  --------  --------  ----  ------  ----  ---------  --------
  1/1     Down      2       50 cm     No     NO      No      10         No
  1/2     Ok        3       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  2/1     Ok        5       3 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  2/2     Down      1       50 cm     No     No      No      10         No
  3/1     Ok        1       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  3/2     Ok        5       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  5/1     Ok        3       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No 
  5/2     Ok        2       3 m       Yes    Yes     Yes     0          No

表 2-45 show switch stack-ports summary コマンドの出力

フ ィールド 説明

Switch#/Port# スタ ッ ク  メ ンバ番号とそのスタ ッ ク  ポー ト番号。

Stack Port Status • Absent ： ス タ ッ ク  ポー ト でケーブルが検出されません。

• Down ： ケーブルは検出されていますが、 接続されたネイバーが動
作していないか、 またはスタ ッ ク  ポー ト がディセーブルになって
います。

• OK ： ケーブルが検出され、 接続済みのネイバーが起動しています。

Neighbor スタ ッ ク  ケーブルのも う一方の終端のアクテ ィブなスタ ッ ク  メ ンバの
スイ ッチ番号。

Cable Length 有効な長さは 50 cm、 1 m、 または 3 m です。

スイ ッチがケーブルの長さを検出できない場合は、値は no cable にな り
ます。 ケーブルが接続されていないか、 リ ンクが信頼できない可能性
があ り ます。

Link OK これは、 リ ンクが安定しているかど うかを示します。

リ ンク  パー トナーとは、 ネイバー スイ ッチ上のスタ ッ ク  ポー ト です。

• No ： リ ン クの相手側は、 ポー ト から無効なプロ ト コル メ ッセージ
を受信します。

• Yes ： リ ン クの相手側は、 ポー ト から有効なプロ ト コル メ ッセージ
を受信します。
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show switch
次の例では、 スタ ッ ク リ ングのアクテ ィ ビテ ィの詳細情報を示します。

Switch# show switch stack-ring activity detail
Switch   Asic  Rx Queue-1  Rx Queue-2  Rx Queue-3  Rx Queue-4       Total
-------------------------------------------------------------------------
1           0     2021864     1228937      281510           0     3532311
1           1          52           0       72678           0       72730
                                              ---------------------------
                                              Switch 1 Total:     3605041
-------------------------------------------------------------------------
2           0     2020901       90833      101680           0     2213414
2           1          52           0           0           0          52
                                              ---------------------------
                                              Switch 2 Total:     2213466
-------------------------------------------------------------------------

Total frames sent to stack ring : 5818507

Note: these counts do not include frames sent to the ring
by certain output features, such as output SPAN and output
ACLs.

関連コマンド

Link Active スタ ッ ク  ポー ト が リ ンク  パートナーと同じ状態にある場合に表示され
ます。

• No ： ポー トは リ ンクの相手側に ト ラフ ィ ッ クを送信できません。

• Yes ： ポー トは リ ンクの相手側に ト ラフ ィ ッ クを送信できます。

Sync OK • No ： リ ン ク  パー トナーから このスタ ッ ク  ポー ト に有効なプロ ト コ
ル メ ッセージが送信されませんでした。

• Yes ： リ ン クの相手側は、 ポー ト に有効なプロ ト コル メ ッセージを
送信します。

# Changes to LinkOK これは、 リ ンクの相対的安定性を示します。

短期間で多数の変更が行われた場合は、 リ ンクのフラ ップが発生する
こ とがあ り ます。

In Loopback • No ： メ ンバの 1 つ以上のスタ ッ ク  ポー ト に、 スタ ッ ク  ケーブルが
接続されています。

• Yes ： ス タ ッ ク  メ ンバのどのスタ ッ ク  ポー ト にも、 スタ ッ ク  ケーブ
ルが接続されていません。

表 2-45 show switch stack-ports summary コマンドの出力 （続き）

フ ィールド 説明

コマンド 説明

reload メ ンバを リ ロード し、 設定の変更を有効にします。

remote command すべてまたは指定されたメ ンバをモニタ リ ングします。

session 特定のメ ンバにアクセスします。

switch メ ンバのプラ イオ リ テ ィ値を変更します。

switch provision 新しいスイ ッチがスタ ッ クに加入する前に、 プロビジ ョ ニングします。

switch renumber メ ンバ番号を変更します。
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show system mtu
show system mtu
グローバル 大伝送単位 （MTU）、 またはスイ ッチの 大パケッ ト  サイズ設定を表示するに
は、 show system mtu 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show system mtu  

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  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン system mtu または system mtu jumbo グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドを使用して 
MTU の設定を変更した場合、 スイ ッチを リ セッ ト しない限り、 新しい設定は有効にな り ませ
ん。

システム  MTU は 10/100 Mbps で動作するポー ト を、 システム  ジャンボ MTU はギガビッ ト  
ポー ト を参照します。 システム  ルーティ ング  MTU はルーテッ ド  ポー ト を参照します。

例 次の例では、 show system mtu コマン ドの出力を示します。

Switch# show system mtu
System MTU size is 1500 bytes
System Jumbo MTU size is 1550 bytes

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

コマンド 説明

system mtu ファス ト  イーサネッ ト  ポー ト 、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポー ト 、
またはルーテッ ド  ポー ト の MTU サイズを設定します。
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show udld
show udld
すべてのポー ト または指定されたポー ト の単方向リ ンク検出 （UDLD） 管理ステータスおよび
動作ステータスを表示するには、 show udld コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show udld [interface-id]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン interface-id を入力しない場合は、 すべてのインターフェイスの管理上および運用上の UDLD ス
テータスが表示されます。

例 次の例では、 show udld interface-id コマン ドの出力を示します。 こ こでは、 UDLD はリ ンクの
両端でイネーブルに設定されていて、 リ ンクが双方向である こ と を  UDLD が検出します。
表 2-46 に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show udld gigabitethernet2/0/1
Interface gi2/0/1
---
Port enable administrative configuration setting: Follows device default
Port enable operational state: Enabled
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single Neighbor detected
Message interval: 60
Time out interval: 5
    Entry 1
    Expiration time: 146
    Device ID: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device name: Switch-A 
    Port ID: Gi2/0/1
    Neighbor echo 1 device: Switch-B
    Neighbor echo 1 port: Gi2/0/2 
    Message interval: 5
    CDP Device name: Switch-A

interface-id （任意） インターフェイスの ID およびポー ト番号です。 有効なイン
ターフェイスには、 物理ポー ト と  VLAN が含まれます。 指定できる  
VLAN 範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show udld
 
表 2-46 show udld のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Interface UDLD に設定されたローカル デバイスのインターフェイス。

Port enable administrative 
configuration setting

ポー ト での UDLD の設定方法。 UDLD がイネーブルまたはディ
セーブルの場合、ポー ト のイネーブル設定は運用上のイネーブル 
ステー ト と同じです。 それ以外の場合、 イネーブル動作設定は、
グローバルなイネーブル設定によって決ま り ます。

Port enable operational state このポー ト で UDLD が実際に稼働しているかど うかを示す動作
ステー ト 。

Current bidirectional state リ ンクの双方向ステー ト 。 リ ンクがダウンしているか、 または 
UDLD 非対応デバイスに接続されている場合は、 unknown ステー
ト が表示されます。 リ ンクが UDLD 対応デバイスに通常どおり
双方向接続されている場合は、 bidirectional ステー ト が表示され
ます。 その他の値が表示されている場合は、 正し く配線されてい
ません。

Current operational state UDLD ステー ト  マシンの現在のフェーズ。 通常の双方向リ ンク
の場合、 多くは、 ステー ト  マシンはアドバタ イズ フェーズです。

Message interval ローカル デバイスからアドバタ イズ メ ッセージを送信する頻度。
単位は秒です。

Time out interval 検出ウ ィ ン ド ウ中に、 UDLD がネイバー デバイスからのエコー
を待機する期間 （秒）。

Entry 1 初のキャ ッシュ  エン ト リ の情報。 このエン ト リ には、 ネイ
バーから受信されたエコー情報のコピーが格納されます。

Expiration time このキャ ッシュ  エン ト リ の期限が切れるまでの存続期間 （秒）。

Device ID ネイバー デバイスの ID。

Current neighbor state ネイバーの現在のステー ト 。 ローカル デバイスおよびネイバー
装置の両方で UDLD が通常どおり稼働している場合、 ネイバー 
ステー トおよびローカル ステー トは双方向です。 リ ンクがダウ
ンしているか、 またはネイバーが UDLD 対応でない場合、
キャ ッシュ  エン ト リは表示されません。

Device name 装置名またはネイバーのシステム  シ リ アル番号。 装置名が設定
されていないか、 またはデフォル ト （Switch） に設定されている
場合、 システムのシ リ アル番号が表示されます。

Port ID UDLD に対してイネーブルに設定されたネイバーのポー ト  ID。

Neighbor echo 1 device エコーの送信元であるネイバーのデバイス名。

Neighbor echo 1 port エコーの送信元であるネイバーのポー ト番号 ID。

Message interval ネイバーがアドバタ イズ メ ッセージを送信する速度 （秒）。

CDP device name CDP デバイス名またはシステム  シ リ アル番号。 装置名が設定さ
れていないか、 またはデフォル ト （Switch） に設定されている場
合、 システムのシ リ アル番号が表示されます。
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show udld
関連コマンド コマンド 説明

udld UDLD のアグレ ッシブ モード またはノーマル モードをイネー
ブルにするか、 または設定可能なメ ッセージ タ イマーの時間
を設定します。

udld port 個々のインターフェイスで UDLD をイネーブルにするか、 ま
たは光ファ イバ インターフェイスが udld グローバル コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン  コマン ドによってイネーブルになるのを防ぎ
ます。

udld reset UDLD によるすべてのインターフェイス  シャ ッ ト ダウンを リ
セッ ト し、 ト ラフ ィ ッ クが通過するのを再び許可します。
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show version
show version
ハード ウェアおよびファームウェアのバージ ョ ン情報を表示するには、 show version コマン ド
を  EXEC モードで使用します。

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。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show version コマン ドの出力を示します。

（注） show version 出力には表示されますが、 コンフ ィギュレーシ ョ ン  レジスタ情報はスイ ッチでサ
ポー ト されていません。

Switch# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(0.0.16)FX, CISCO 
DEVELOPMENT TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-May-05 01:43 by yenanh
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M), Version 12.2 [lqian-flo_pilsner 100]
Switch uptime is 3 days, 20 hours, 8 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-0.0.16.FX.bin"
cisco WS-C2960-24TC-L (PowerPC405) processor with 61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FHH0916001J
Last reset from power-on
Target IOS Version 12.2(25)FX
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:0B:FC:FF:E8:80
Motherboard assembly number     : 73-9832-02
Motherboard serial number       : FHH0916001J
Motherboard revision number     : 01
System serial number            : FHH0916001J
Hardware Board Revision Number  : 0x01

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image            
------   -----  -----              ----------              ----------          
*    1   26     WS-C2960-24TC-L    12.2(0.0.16)FX          C2960-LANBASE-M     
Configuration register is 0xF

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show vlan
スイ ッチ上のすべての設定済み VLAN またはある  VLAN （VLAN ID または名前を指定した場
合） のパラ メータを表示するには、 show vlan コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show vlan [brief | id vlan-id |  mtu | name vlan-name | remote-span | summary] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン show vlan mtu コマン ド出力では、MTU_Mismatch 列に VLAN 内のすべてのポー ト に同じ  MTU 
があるかど うかを示します。 この列に yes が表示されている場合、 VLAN の各ポー ト に別々の 
MTU があ り、 パケッ ト が、 大きい MTU を持つポー ト から小さい MTU を持つポー ト にスイ ッ
チングされる と、 ド ロ ップされる こ とがあ り ます。 VLAN に SVI がない場合、 ハイフン （-）
記号が SVI_MTU 列に表示されます。 MTU-Mismatch 列に yes が表示されている場合、
MiniMTU を持つポー ト と  MaxMTU を持つポー ト名が表示されます。

（注） ifindex、 internal usage、 および private-vlan キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ン
グに表示されますが、 サポー ト されていません。

brief （任意） VLAN ご とに VLAN 名、 ステータス、 およびポー ト を  1 行で
表示します。

id vlan-id （任意） VLAN ID 番号で特定された 1 つの VLAN に関する情報を表示
します。 vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

mtu （任意） VLAN の リ ス ト と、 VLAN のポー ト に設定されている 小お
よび 大伝送単位 （MTU） サイズを表示します。

name vlan-name （任意） VLAN 名で特定された 1 つの VLAN に関する情報を表示しま
す。 VLAN 名は、 1 ～ 32 文字の ASCII 文字列です。

remote-span （任意） Remote SPAN （RSPAN） VLAN に関する情報を表示します。

summary （任意） VLAN サマ リー情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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例 次の例では、 show vlan コマン ドの出力を示します。 表 2-47 に、 出力内のフ ィールドの説明を
示します。

Switch# show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8
                                                Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12
                                                Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16
<output truncated>

2    VLAN0002                         active
3    VLAN0003                         active

<output truncated>

1000 VLAN1000                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

<output truncated>

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------ --------- ----------------- ------------------------------------------

表 2-47 show vlan コマンドの出力フ ィールド

フ ィールド 説明

VLAN VLAN 番号。

Name VLAN の名前 （設定されている場合）。

Status VLAN のステータス （active または suspend）。

Ports VLAN に属するポー ト 。

Type VLAN のメディア タ イプ。

SAID VLAN のセキュ リ テ ィ  アソシエーシ ョ ン  ID 値。

MTU VLAN の 大伝送単位サイズ。

Parent 親 VLAN （存在する場合）。

RingNo VLAN の リ ング番号 （該当する場合）。
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次の例では、 show vlan summary コマン ドの出力を示します。

Switch# show vlan summary
Number of existing VLANs           : 45
 Number of existing VTP VLANs      : 45
 Number of existing extended VLANs : 0

次の例では、 show vlan id コマン ドの出力を示します。

Switch# show vlan id 2
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
2    VLAN0200                         active    Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0200  active    Fa1/3, Fa2/5, Fa2/6
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled

関連コマンド

BrdgNo VLAN のブ リ ッジ番号 （該当する場合）。

Stp VLAN で使用されるスパニングツ リー プロ ト コル タ イプ。

BrdgMode この VLAN のブ リ ッジング モード ： 可能な値はソースルー ト  ブ リ ッ
ジング （SRB） およびソースルー ト  ト ランスペアレン ト （SRT） で、
デフォル トは SRB です。

Trans1 ト ランスレーシ ョ ン  ブ リ ッジ 1。

Trans2 ト ランスレーシ ョ ン  ブ リ ッジ 2。

Remote SPAN VLANs 設定されている  RSPAN VLAN を識別します。

Primary/Secondary/
Type/Ports

—

表 2-47 show vlan コマンドの出力フ ィールド  （続き）

フ ィールド 説明

コマンド 説明

switchport mode ポー ト の VLAN メ ンバーシップ モードを設定します。

usb-inactivity-timeout VLAN 1 ～ 4094 を設定できる場合、 VLAN コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードをイネーブルにします。
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show vmps
VLAN Query Protocol （VQP） バージ ョ ン、 再確認インターバル、 再試行回数、 VLAN メ ンバー
シップ ポ リ シー サーバ （VMPS） の IP アド レス、 および現在のサーバやプラ イマ リ  サーバを
表示するには、 キーワードを指定せずに show vmps コマン ドを  EXEC モードで使用します。
statistics キーワードを使用する と、 ク ラ イアン ト側の統計情報が表示されます。

show vmps [statistics]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

例 次の例では、 show vmps コマン ドの出力を示します。

Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server:

Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         other

次の例では、 show vmps statistics コマン ドの出力を示します。 表 2-48 に、 出力内の各フ ィール
ドの説明を示します。

Switch# show vmps statistics
VMPS Client Statistics
----------------------
VQP  Queries:               0
VQP  Responses:             0
VMPS Changes:               0
VQP  Shutdowns:             0
VQP  Denied:                0
VQP  Wrong Domain:          0
VQP  Wrong Version:         0
VQP  Insufficient Resource: 0 

statistics （任意） VQP のク ラ イアン ト側統計情報およびカウンタを表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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関連コマンド

表 2-48 show vmps statistics のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

VQP Queries ク ラ イアン ト から  VMPS に送信される クエ リー数。

VQP Responses VMPS から ク ラ イアン ト に送信される応答数。

VMPS Changes サーバ間で VMPS を変更した回数。

VQP Shutdowns ポー ト をシャ ッ ト ダウンするために VMPS が応答を送信した回数。 ク ラ
イアン トはポー ト をディセーブルにし、 このポー ト上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アド レスをアド レス  テーブルから削除します。 接続を復元するに
は、 ポー ト を再び管理上のイネーブル状態にする必要があ り ます。

VQP Denied VMPS がセキュ リ テ ィ上の理由から ク ラ イアン ト要求を拒否した回数。
VMPS の応答がアド レスを拒否した場合、 そのアド レスでワークステー
シ ョ ン とのフレーム伝送は実行されません （ポー ト が VLAN に割り当て
られている場合、 ブロードキャス ト またはマルチキャス ト  フレームが
ワークステーシ ョ ンに対して配信されます）。 ク ラ イアン トは拒否され
たアド レスをブロ ッ ク済みアド レス と してアド レス  テーブルに保管しま
す。 これによ り、 このワークステーシ ョ ンから受信した各新規パケッ ト
に対する クエ リーが、 これ以上 VMPS に送信されな くな り ます。 エー
ジング タ イム内に、 このポー ト でこのワークステーシ ョ ンからの新規
パケッ ト を受信しない場合、 ク ラ イアン トはアド レスを期限切れにし
ます。

VQP Wrong Domain 要求内の管理ド メ インが VMPS の管理ド メ イン と一致しない回数。 ポー
ト の従来の VLAN 割り当ては変更されません。 この応答は、 サーバおよ
びク ラ イアン ト に同じ  VTP 管理ド メ インが設定されていないこ と を意味
します。

VQP Wrong Version クエ リー パケッ ト のバージ ョ ン  フ ィールドに、 VMPS でサポー ト されて
いるバージ ョ ンよ り も大きい値が格納される回数。 ポー ト の VLAN 割り
当ては変更されません。 スイ ッチは VMPS バージ ョ ン  1 要求だけを送信
します。

VQP Insufficient 
Resource

リ ソースのアベイ ラビ リ テ ィに問題があるために、 VMPS が要求に応答
できない回数。 再試行制限に達していない場合、 ク ラ イアン トはサーバ
ごとの再試行回数に達したかど うかに応じて、 同じサーバまたは次の代
替サーバに要求を再送信します。

コマンド 説明

clear vmps statistics VQP ク ラ イアン ト に保持されている統計情報をク リ アします。

vmps reconfirm （特権 
EXEC）

VQP クエ リーを送信して、 VMPS でのすべてのダイナ ミ ッ ク  VLAN 
割り当てを再確認します。

vmps retry VQP ク ラ イアン ト のサーバごとの再試行回数を設定します。

vmps server プラ イマ リ  VMPS、 および 大で 3 台のセカンダ リ  サーバを設定し
ます。
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show vtp
VLAN ト ランキング プロ ト コル （VTP） の管理ド メ イン、 ステータス、 およびカウンタに関す
る一般情報を表示するには、 show vtp コマン ドを  EXEC モードで使用します。

show vtp {counters | devices [conflicts] | interface [interface-id] | password | status}  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン スイ ッチが VTP バージ ョ ン  3 を実行中に show vtp password コマン ドを入力する と、 表示は次
のルールに従います。

• password password グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドで hidden キーワードを指
定せず、 スイ ッチ上で暗号化がイネーブルでない場合、 パスワードはク リ ア テキス ト で表
示されます。

• password password コマン ドで hidden キーワードを指定せず、 スイ ッチ上で暗号化がイ
ネーブルの場合、 暗号化されたパスワードが表示されます。

• password password コマン ドに hidden キーワードが含まれていた場合、 16 進数の秘密キー
が表示されます。

counters スイ ッチの VTP 統計情報を表示します。

password 設定された VTP パスワードを表示します。

devices ド メ イン内のすべての VTP バージ ョ ン  3 デバイスに関する情報を表
示します。 このキーワードは、 スイ ッチが VTP バージ ョ ン  3 を実行
していない場合だけ適用されます。

conflicts （任意） 競合するプラ イマ リ  サーバを持つ VTP バージ ョ ン  3 デバイス
に関する情報を表示します。 スイ ッチが VTP ト ランスペアレン ト  
モード または VTP オフ  モードにある場合、 このコマン ドは無視され
ます。

interface [interface-id] すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスに対す
る  VTP のステータスおよび設定を表示します。 interface-id には物理
インターフェイスまたはポー ト  チャネルを指定できます。

status VTP 管理ド メ インのステータスに関する一般情報を表示します。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 

12.2(52)SE devices および interface キーワードが VTP バージ ョ ン  3 に追加されま
した。
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例 次の例では、 show vtp devices コマン ドの出力を示します。 Conflict 列の Yes は、 応答するサー
バがその機能のローカル サーバと競合している こ と を意味します。 つま り、 同じ ド メ イン内の 
2 つのスイ ッチは、 データベースに対して同じプラ イマ リ  サーバを持ちません。

Switch# show vtp devices

Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds.
VTP Database Conf switch ID      Primary Server Revision   System Name
             lict     
------------ ---- -------------- -------------- ---------- ---------------------- 
VLAN         Yes  00b0.8e50.d000 000c.0412.6300 12354      main.cisco.com
MST          No   00b0.8e50.d000 0004.AB45.6000 24         main.cisco.com
VLAN         Yes  000c.0412.6300=000c.0412.6300 67         qwerty.cisco.com

次の例では、 show vtp counters コマン ドの出力を示します。 表 2-49 に、 出力内のフ ィールドの
説明を示します。

Switch# show vtp counters

VTP statistics:
Summary advertisements received    : 0
Subset advertisements received     : 0
Request advertisements received    : 0
Summary advertisements transmitted : 6970
Subset advertisements transmitted  : 0
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
Fa1/0/47            0                0                0
Fa1/0/48            0                0                0
Gi2/0/1  0                0                0
Gi3/0/2  0                0                0

表 2-49 show vtp counters のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

Summary advertisements 
received

ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが受信するサマ リー アドバタ イズの数。 サマ
リー アドバタ イズには、 管理ド メ イン名、 コンフ ィギュレーシ ョ ン  リ ビジ ョ ン番
号、 更新タイムスタンプと  ID、 認証チェ ッ クサム、 および関連するサブセッ ト  ア
ドバタ イズの数が含まれます。

Subset advertisements received ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが受信するサブセッ ト  アドバタ イズの数。 サブ
セッ ト  アドバタ イズには、 1 つ以上の VLAN に関する情報がすべて含まれていま
す。

Request advertisements received ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが受信するアドバタ イズ要求の数。 アドバタ イ
ズ要求は、 通常、 すべての VLAN 上に関する情報を要求します。 また、 VLAN の
サブセッ ト に関する情報も要求できます。

Summary advertisements 
transmitted

ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが送信するサマ リー アドバタ イズの数。 サマ
リー アドバタ イズには、 管理ド メ イン名、 コンフ ィギュレーシ ョ ン  リ ビジ ョ ン番
号、 更新タイムスタンプと  ID、 認証チェ ッ クサム、 および関連するサブセッ ト  ア
ドバタ イズの数が含まれます。
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次の例では、 VTP バージ ョ ン  2 を実行するスイ ッチに対する  show vtp status コマン ドの出力を
示します。 表 2-50 に、 出力内のフ ィールドの説明を示します。

Switch# show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 45
VTP Operating Mode              : Transparent
VTP Domain Name                 : shared_testbed1
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Enabled
MD5 digest                      : 0x3A 0x29 0x86 0x39 0xB4 0x5D 0x58 0xD7

Subset advertisements 
transmitted

ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが送信するサブセッ ト  アドバタ イズの数。 サ
ブセッ ト  アドバタ イズには、 1 つ以上の VLAN に関する情報がすべて含まれてい
ます。

Request advertisements 
transmitted

ト ランク  ポー ト上でこのスイ ッチが送信するアドバタ イズ要求の数。 アドバタ イ
ズ要求は、 通常、 すべての VLAN 上に関する情報を要求します。 また、 VLAN の
サブセッ ト に関する情報も要求できます。

Number of configuration 
revision errors

リ ビジ ョ ン  エラーの数。

新しい VLAN の定義、 既存 VLAN の削除、 中断、 または再開、 あるいは既存 
VLAN のパラ メータ変更を行う と、 スイ ッチのコンフ ィギュレーシ ョ ン  リ ビジ ョ
ン番号が増加します。

リ ビジ ョ ン番号がスイ ッチの リ ビジ ョ ン番号と一致するにもかかわらず、 MD5 ダ
イジェス ト値が一致しないアドバタ イズをスイ ッチが受信する と、 リ ビジ ョ ン エ
ラーが増加します。 このエラーは、 2 つのスイ ッチの VTP パスワードが異なるか、
またはスイ ッチの設定が異なる こ と を意味します。

これらのエラーが発生した場合、 スイ ッチは着信アドバタ イズのフ ィルタ リ ング
中であ り、 ネッ ト ワーク内で VTP データベースが同期しな く な り ます。

Number of configuration digest 
errors

MD5 ダイジェス ト  エラーの数。

サマ リー パケッ ト内の MD5 ダイジェス ト と、計算された受信済みアドバタ イズの 
MD5 ダイジェス ト が一致しない場合は、 ダイジェス ト  エラーが増加します。 この
エラーは、 通常、 2 つのスイ ッチの VTP パスワードが異なる こ と を意味します。
この問題を解決するには、 すべてのスイ ッチで VTP パスワードが同じになるよ う
にします。

これらのエラーが発生した場合、 スイ ッチは着信アドバタ イズのフ ィルタ リ ング
中であ り、 ネッ ト ワーク内で VTP データベースが同期しな く な り ます。

Number of V1 summary errors バージ ョ ン  1 エラーの数。

VTP V2 モードのスイ ッチが VTP バージ ョ ン  1 フレームを受信する と、バージ ョ ン  
1 サマ リー エラーが増加します。 これらのエラーは、 少な く と も  1 つのネイバー 
スイ ッチ上で VTP バージ ョ ン  1 が稼働しているか、または V2 モードがディセーブ
ルの状態で VTP バージ ョ ン  2 が稼働している こ と を意味します。 この問題を解決
するには、 VTP V2 モードのスイ ッチの設定をディセーブルに変更します。

Join Transmitted ト ランク上で送信された VTP プルーニング  メ ッセージの数。

Join Received ト ランク上で受信された VTP プルーニング  メ ッセージの数。

Summary Advts Received from 
non-pruning-capable device

ト ランク上で受信された、 プルーニングをサポー ト していないデバイスからの 
VTP サマ リー メ ッセージの数。

表 2-49 show vtp counters のフ ィールドの説明 （続き）

フ ィールド 説明
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表 2-50 show vtp status のフ ィールドの説明

フ ィールド 説明

VTP Version スイ ッチ上で動作している  VTP バージ ョ ンを表示します。 デフォル ト では、 ス
イ ッチはバージ ョ ン  1 を実行しますが、 バージ ョ ン  2 に設定する こ と もできます。

Configuration Revision このスイ ッチの現在のコンフ ィギュレーシ ョ ン  リ ビジ ョ ン番号。

Maximum VLANs Supported 
Locally

ローカルにサポー ト されている  VLAN の 大数。

Number of Existing VLANs 既存の VLAN 数。

VTP Operating Mode VTP 動作モード （サーバ、 ク ラ イアン ト 、 または ト ランスペアレン ト ） を表示し
ます。

Server ： VTP サーバ モードのスイ ッチは VTP に対してイネーブルであ り、 アドバ
タ イズを送信します。 スイ ッチで VLAN を設定できます。 このスイ ッチを使用す
る と、 起動後に、 現在の VTP データベース内のすべての VLAN 情報を、 NVRAM 
から復元できます。 デフォル ト では、 すべてのスイ ッチが VTP サーバです。

（注） スイ ッチが設定を  NVRAM に書き込んでいる間に障害を検出し、 NVRAM 
が機能するまでサーバ モードに戻る こ とができない場合、 スイ ッチは VTP 
サーバ モードから  VTP ク ラ イアン ト  モードに自動的に変わり ます。

Client ： VTP ク ラ イアン ト  モードのスイ ッチは VTP に対してイネーブルであ り、
ア ドバタ イズを送信できますが、 VLAN 設定を格納するために十分な不揮発性ス
ト レージがあ り ません。 スイ ッチでは VLAN を設定できません。 VTP ク ラ イアン
ト が起動する と、 VTP ク ラ イアン トはその VLAN データベースを初期化するアド
バタ イズを受信するまで、 VTP アドバタ イズを送信しません。

Transparent ： VTP ト ランスペアレン ト  モードのスイ ッチは、 VTP に対してディ
セーブルであ り、 ア ドバタ イズの送信や、 他のデバイスから送信されたアドバタ
イズの学習を行いません。 また、 ネッ ト ワーク内の他のデバイスの VLAN 設定に
も影響しません。 スイ ッチは VTP アドバタ イズを受信し、 アドバタ イズを受信し
た ト ランク  ポー ト を除くすべての ト ランク  ポー ト にこれを転送します。

VTP Domain Name スイ ッチの管理ド メ インを特定する名前。

VTP Pruning Mode プルーニングがイネーブルかまたはディセーブルかを表示します。 VTP サーバで
プルーニングをイネーブルにする と、 管理ド メ イン全体でプルーニングが有効に
な り ます。 プルーニングを使用する と、 ト ラフ ィ ッ クが適切なネッ ト ワーク  デバ
イスにアクセスするために使用しなければならない ト ランク  リ ンクへのフラ ッ
ディ ング  ト ラフ ィ ッ クが制限されます。

VTP V2 Mode VTP バージ ョ ン  2 モードがイネーブルかど うかを表示します。 すべての VTP バー
ジ ョ ン  2 スイ ッチは、 デフォル ト でバージ ョ ン  1 モードで動作します。 各 VTP ス
イ ッチは他のすべての VTP デバイスの機能を自動的に検出します。 VTP デバイス  
ネッ ト ワーク内のすべての VTP スイ ッチがバージ ョ ン  2 モードで動作可能な場合
だけ、 ネッ ト ワークをバージ ョ ン  2 に設定して ください。

VTP Traps Generation VTP ト ラ ップをネッ ト ワーク管理ステーシ ョ ンに送信するかど うかを表示します。

MD5 Digest VTP 設定の 16 バイ ト  チェ ッ クサム。

Configuration Last Modified 後に行った設定変更の日付と時刻を表示します。 データベースの設定変更の原
因となったスイ ッチの IP アド レスを表示します。
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次の例では、 VTP バージ ョ ン  3 を実行するスイ ッチに対する  show vtp status コマン ドの出力を
示します。

Switch# show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : Cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 0021.1bcd.c700

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Number of existing VLANs          : 7
Number of existing extended VLANs : 0
Configuration Revision            : 0
Primary ID                        : 0000.0000.0000
Primary Description               : 
MD5 digest                        : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
                                    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode                : Client
Configuration Revision            : 0
Primary ID                        : 0000.0000.0000
Primary Description               : 
MD5 digest                        : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
                                    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

Feature UNKNOWN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent

関連コマンド コマンド 説明

clear vtp counters VTP およびプルーニング カウンタをク リ アします。

vtp （グローバル コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン）

VTP のファ イル名、 インターフェイス名、 ド メ イン名、 および
モードを設定します。
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