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追加または変更されたコマンド

Release 4.0(4)SV1(2) で追加または変更されたコマンドは次のとおりです。

追加または変更されたコマンド 追
加

変
更

削
除

機能 コンフィギュレーション マニュアル

capability l3control X レイヤ 3 制御 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

capability iscsi-multipath X iSCSI マルチパ

ス

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

capability uplink X ポート プロファ

イル

コマンドは CLI から削除されました

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

channel-group auto (port profile) X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

clear ip arp inspection statistics vlan X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

errdisable detect cause X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

errdisable recovery cause X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

errdisable recovery interval X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip arp inspection limit X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip arp inspection trust X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』
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追加または変更されたコマンド
ip arp inspection validate X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip arp inspection vlan X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip dhcp snooping X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip dhcp snooping limit rate X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip dhcp snooping trust X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip dhcp snooping vlan X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip source binding X IP ソース ガード 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

ip verify source dhcp-snooping-vlan X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

pinning X スタティック ピ
ニング

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

pinning id X スタティック ピ
ニング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

service-port X 仮想サービス ド
メイン

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show interface ethernet X インターフェイ

ス レート統計情

報

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show interface vethernet X インターフェイ

ス レート統計情

報

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show ip arp inspection interface X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

show ip arp inspection statistics X ダイナミック 
ARP インスペク

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

show ip dhcp snooping X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

追加または変更されたコマンド 追
加

変
更

削
除

機能 コンフィギュレーション マニュアル
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追加または変更されたコマンド
show ip dhcp snooping binding X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

show ip verify source X IP ソース ガード 『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show port-profile X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show running-config port-profile X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show svs domain X レイヤ 3 制御 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show virtual-service-domain brief X 仮想サービス ド
メイン

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show virtual-service-domain interface X 仮想サービス ド
メイン

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

show virtual-service-domain name X 仮想サービス ド
メイン

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

sub-group X virtual Port 
Channel Host 
Mode

（vPC-HM）

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

sub-group-id X vPC-HM 『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

svs mode X レイヤ 3 制御 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

virtual-service-domain X 仮想サービス ド
メイン

『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』

追加または変更されたコマンド 追
加

変
更

削
除

機能 コンフィギュレーション マニュアル
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追加または変更されたコマンド
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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)』の対象読者、構成、

および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「対象読者」（P.vii）

 • 「マニュアルの構成」（P.vii）

 • 「表記法」（P.viii）

 • 「関連資料」（P.ix）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.x）

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus 1000V の設定と維持を行う、経験豊かなユーザを対象としています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

章 説明

A コマンド A で始まるコマンドについて説明します。

B コマンド B で始まるコマンドについて説明します。

C コマンド C で始まるコマンドについて説明します。

D コマンド D で始まるコマンドについて説明します。

E コマンド E で始まるコマンドについて説明します。

F コマンド F で始まるコマンドについて説明します。

G コマンド G で始まるコマンドについて説明します。

I コマンド I で始まるコマンドについて説明します。

L コマンド L で始まるコマンドについて説明します。

M コマンド M で始まるコマンドについて説明します。

N コマンド N で始まるコマンドについて説明します。
vii
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はじめに
表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

出力例では、次の表記法を使用しています。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

O コマンド O で始まるコマンドについて説明します。

P コマンド P で始まるコマンドについて説明します。

Q コマンド Q で始まるコマンドについて説明します。

R コマンド R で始まるコマンドについて説明します。

S コマンド S で始まるコマンドについて説明します。

show コマンド show コマンドについて説明します。

T コマンド T で始まるコマンドについて説明します。

U コマンド U で始まるコマンドについて説明します。

V コマンド V で始まるコマンドについて説明します。

W コマンド W で始まるコマンドについて説明します。

章 説明

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区

切って示しています。

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。

引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。

screen フォント スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示してい

ます。

太字の screen 
フォント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示してい

ます。

イタリック体の 
screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示していま

す。

<   > パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示してい

ます。

[   ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示して

います。

!, # コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント

行であることを示します。
viii
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はじめに
注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。

関連資料
Cisco.com で入手できる Cisco Nexus 1000V のマニュアルは、次のとおりです。

全般的な情報

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Compatibility Information, Release 4.0(4)SV1(2)』

インストールとアップグレード

『Cisco Nexus 1000V Software Installation Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Virtual Ethernet Module Software Installation Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Software Upgrade Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

コンフィギュレーション ガイド

『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』 

『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V XML API User Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

プログラミング ガイド

『Cisco Nexus 1000V XML API User Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

リファレンス ガイド

『Cisco Nexus 1000V Command Reference, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』
ix
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はじめに
トラブルシューティングとアラート

『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Guide』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
x
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A コマンド

この章では、コマンド名が A で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

aaa authentication login console
コンソール ログインの AAA 認証メソッドを設定するには、aaa authentication login console コマン

ドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa authentication login console {group group-list} [none] | local | none}

no aaa authentication login console {group group-list [none] | local | none}

シンタックスの説明

デフォルト local

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

group 認証でサーバ グループを使用するよう指定します。

group-list スペースで区切られたサーバ グループのリストを指定します。リストでは次の

内容を指定できます。

 • 設定されたすべての RADIUS サーバを指定する radius

 • 設定されたすべての TACACS+ サーバを指定する tacacs+

 • 設定された RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバ グループ名

none 認証でユーザ名を使用するよう指定します。

local 認証でローカル データベースを使用するよう指定します。
1
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

A コマンド 

aaa authentication login console
コマンドの履歴

使用上のガイドライン group radius、group tacacs+、および group group-list メソッドは、定義済みの RADIUS サーバまた

は TACACS+ サーバのセットを参照します。ホスト サーバを設定するには、radius-server host コマ

ンドまたは tacacs-server host コマンドを使用します。指定したサーバのグループを作成するには、

aaa group server コマンドを使用します。

デバイスの RADIUS サーバ グループを表示するには、show aaa group コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定すると、ソフトウェアはリストで指定されている順序で各グループを

チェックします。

group メソッドまたは local メソッドを指定してそれが失敗した場合は、認証も失敗します。none メ
ソッドだけを指定した場合、または group メソッドの後で指定した場合は、認証は常に成功します。

このコマンドは、デフォルトの VDC（VDC 1）だけでしか動作しません。

例 次に、AAA 認証コンソール ログイン メソッドを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa authentication login console group radius

次に、デフォルトの AAA 認証コンソール ログイン メソッドに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa authentication login console group radius

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa group server AAA サーバ グループを設定します。

radius-server host RADIUS サーバを設定します。

show aaa authentication AAA 認証情報を表示します。

show aaa group AAA サーバ グループを表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
2
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A コマンド

aaa authentication login default   
aaa authentication login default
デフォルトの AAA 認証メソッドを設定するには、aaa authentication login default コマンドを使用し

ます。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa authentication login default {group group-list} [none] | local | none}

no aaa authentication login default {group group-list [none] | local | none}

シンタックスの説明

デフォルト local

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン group radius、group tacacs+、および group group-list メソッドは、定義済みの RADIUS サーバまた

は TACACS+ サーバのセットを参照します。ホスト サーバを設定するには、radius-server host コマ

ンドまたは tacacs-server host コマンドを使用します。指定したサーバのグループを作成するには、

aaa group server コマンドを使用します。

デバイスの RADIUS サーバ グループを表示するには、show aaa group コマンドを使用します。

複数のサーバ グループを指定すると、ソフトウェアはリストで指定されている順序で各グループを

チェックします。

group メソッドまたは local メソッドを指定してそれが失敗した場合は、認証も失敗します。none メ
ソッドだけを指定した場合、または group メソッドの後で指定した場合は、認証は常に成功します。

group 認証でサーバ グループのリストを使用するよう指定します。

group-list スペースで区切られたサーバ グループのリストを指定します。リストでは次の

内容を指定できます。

 • 設定されたすべての RADIUS サーバを指定する radius

 • 設定されたすべての TACACS+ サーバを指定する tacacs+

 • 設定された RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバ グループ名

none （任意）認証でユーザ名を使用するよう指定します。

local 認証でローカル データベースを使用するよう指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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A コマンド 

aaa authentication login default
例 次に、AAA 認証コンソール ログイン メソッドを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa authentication login default group radius

次に、デフォルトの AAA 認証コンソール ログイン メソッドに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa authentication login default group radius

関連コマンド コマンド 説明

aaa group server AAA サーバ グループを設定します。

radius-server host RADIUS サーバを設定します。

show aaa authentication AAA 認証情報を表示します。

show aaa group AAA サーバ グループを表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
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A コマンド

aaa authentication login error-enable   
aaa authentication login error-enable
AAA 認証失敗メッセージをコンソールに表示するよう設定するには、aaa authentication login 
error-enable コマンドを使用します。エラー メッセージを削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

aaa authentication login error-enable 

no aaa authentication login error-enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ユーザがログインしたときにどのリモート AAA サーバも応答しない場合、認証はローカル ユーザ 
データベースによって処理されます。表示をイネーブルにしてある場合は、次のいずれかのメッセージ

がユーザに対して生成されます。

Remote AAA servers unreachable; local authentication done.
Remote AAA servers unreachable; local authentication failed.

例 次に、AAA 認証失敗メッセージのコンソールでの表示をイネーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa authentication login error-enable

次に、AAA 認証失敗メッセージのコンソールでの表示をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa authentication login error-enable

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show aaa authentication 
login error-enable

AAA 認証失敗メッセージ表示のステータスを表示します。
5
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

A コマンド 

aaa authentication login error-enable
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A コマンド

aaa authentication login mschap   
aaa authentication login mschap
ログイン時に Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol（MSCHAP）認証をイネーブル

にするには、aaa authentication login mschap コマンドを使用します。MSCHAP 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。

aaa authentication login mschap

no aaa authentication login mschap

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、MSCHAP 認証をイネーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa authentication login mschap

次に、MSCHAP 認証をディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa authentication login mschap

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show aaa authentication 
login mschap

MSCHAP 認証のステータスを表示します。
7
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A コマンド 

aaa group server radius
aaa group server radius
RADIUS サーバ グループを作成するには、aaa group server radius コマンドを使用します。RADIUS 
サーバ グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa group server radius group-name

no aaa group server radius group-name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、RADIUS サーバ グループを作成し、指定したサーバ グループを設定するために RADIUS サー

バ コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)#

次に、RADIUS サーバ グループを削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa group server radius RadServer

関連コマンド

group-name RADIUS サーバ グループ名を指定します。名前は英数字で、大文字と小文字が

区別されます。 大 64 文字まで指定できます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show aaa groups サーバ グループ情報を表示します。

radius-server host RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名を定義します。
8
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A コマンド

aaa group server tacacs+   
aaa group server tacacs+
TACACS+ サーバ グループを作成するには、aaa group server tacacs+ コマンドを使用します。

TACACS+ サーバ グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

aaa group server tacacs+ group-name

no aaa group server tacacs+ group-name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン TACACS+ を設定する前に、tacacs+ enable コマンドを使用して TACACS+ をイネーブルにする必要

があります。

例 次に、TACACS+ サーバ グループを作成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-radius)#

次に、TACACS+ サーバ グループを削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# no aaa group server tacacs+ TacServer

関連コマンド

group-name TACACS+ サーバ グループ名を指定します。名前は英数字で、大文字と小文字

が区別されます。 大 64 文字まで指定できます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。

show aaa groups サーバ グループ情報を表示します。
9
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A コマンド 

aaa group server tacacs+
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B コマンド

この章では、コマンド名が B で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

bandwidth (interface)
インターフェイスに継承帯域幅および受信帯域幅を設定するには、bandwidth コマンドを使用します。

デフォルト値に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

bandwidth {kbps}

no bandwidth {kbps}

シンタックスの説明

デフォルト 1000000 kbps

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン bandwidth コマンドは、現在の帯域幅を上位のプロトコルに通知するだけの情報パラメータを設定し

ます。このコマンドを使用してインターフェイスの実際の帯域幅は調整できません。

（注） これはルーティング パラメータ専用のコマンドです。物理インターフェイスには影響しません。

kbps 想定されている帯域幅（キロビット /秒）を指定します。有効な値は、1 ～ 
10000000 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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B コマンド 

bandwidth (interface)
例 次に、帯域幅 30000 kbps を設定する例を示します。

switch(config-if)# bandwidth 30000

関連コマンド コマンド 説明

show interface インターフェイスの設定情報を表示します。
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B コマンド

banner motd 
banner motd
Message-of-The-Day（MOTD）バナーを設定するには、banner motd コマンドを使用します。

banner motd [delimiting-character message delimiting-character] 

no banner motd [delimiting-character message delimiting-character] 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの MOTD は「User Access Verification」です。

コマンド モード コンフィギュレーション（config）

コマンドの履歴

使用上のガイドライン MOTD バナーは、ユーザがログインするたびにログイン プロンプトの前に端末に表示されます。

メッセージは、40 行以下で 1 行あたり 大 80 文字に制限されます。

複数行の MOTD バナーを作成するには、区切り文字を入力する前に Enter キーを押して、新しい行を

開始します。40 行までのテキストを入力できます。

区切り文字を選択するときは、次の注意事項に従ってください。

 • message の文字列の中では delimiting-character を使用しないでください。

 • " および % は区切り文字として使用しないでください。

例 次に、バナー メッセージに「Testing the MOTD」というテキストを設定してから表示する例を示しま

す。

switch# config terminal
switch(config)# banner motd #Testing the MOTD#
switch(config)# show banner motd
Testing the MOTD

delimiting-character メッセージ テキストの先頭と末尾を示すために使用される文字を指定しま

す。たとえば、次のメッセージでは区切り文字は # です。

#Testing the MOTD#
message バナー メッセージを指定します。40 行以下で 1 行あたり 大 80 文字の制

限があります。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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B コマンド 

banner motd
次に、複数行の MOTD バナーを設定して表示する例を示します。

switch(config)# banner motd #Welcome to authorized users.
> Unauthorized access prohibited.#
switch(config)# show banner motd
Welcome to authorized users.
Unauthorized access prohibited.

次に、デフォルトの MOTD バナーに戻す例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# no banner motd
switch(config)# show banner motd
User Access Verification

関連コマンド コマンド 説明

show banner motd MOTD バナーを表示します。
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B コマンド

boot auto-copy 
boot auto-copy
ブート イメージ ファイルがスタンバイ スーパーバイザ モジュールに自動的にコピーされるようにする

には、boot auto-copy コマンドを使用します。自動コピーをディセーブルにするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

boot auto-copy

no boot auto-copy

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン イメージ ファイルの自動コピーをイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアはブート変数に

よって参照されているイメージ ファイルをスタンバイ スーパーバイザ モジュールにコピーします。イ

メージ ファイルは、アクティブなスーパーバイザ モジュールのローカル メモリに存在する必要があり

ます。キックスタート変数およびシステム ブート変数については、スタンバイ スーパーバイザ モ
ジュール用に設定されているイメージ ファイルだけがコピーされます。

例 次に、スタンバイ スーパーバイザ モジュールへのブート イメージ ファイルの自動コピーをイネーブル

にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# boot auto-copy
Auto-copy administratively enabled

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

boot kickstart キックスタート ブート変数を設定します。

boot system システム ブート変数を設定します。

copy ファイルをコピーします。

show boot ブート変数の設定情報を表示します。
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B コマンド 

boot kickstart
boot kickstart
キックスタート イメージのブート変数を設定するには、boot kickstart コマンドを使用します。キック

スタート イメージのブート変数をクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。

boot kickstart [filesystem:[//directory] | directory]filename [sup-1] [sup-2]

no boot kickstart

シンタックスの説明

デフォルト 両方のスーパーバイザ モジュールのキックスタート ブート変数を設定します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン キックスタート ブート変数は、起動時にソフトウェア イメージをロードするために使用されます。リ

ロードする前に、デバイスにキックスタート イメージをコピーする必要があります。

例 次に、両方のスーパーバイザ モジュールのキックスタート ブート変数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# boot kickstart bootflash:kickstart-image

次に、アクティブなスーパーバイザ モジュールのキックスタート ブート変数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# boot kickstart bootflash:kickstart-image sup-1

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。有効な値は bootflash または slot0 
です。

//directory （任意）ディレクトリの名前を指定します。ディレクトリ名では、大文字と小文字

が区別されます。

filename キックスタート イメージのファイル名を指定します。ファイル名では、大文字と

小文字が区別されます。

sup-1 （任意）アクティブなスーパーバイザ モジュールにだけ、キックスタート ブート変

数を設定します。

sup-2 （任意）スタンバイ スーパーバイザ モジュールにだけ、キックスタート ブート変

数を設定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
22
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

B コマンド

boot kickstart 
次に、キックスタート ブート変数をクリアする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no boot kickstart

関連コマンド コマンド 説明

boot system システム ソフトウェア イメージのブート変数を設定します。

copy ファイルをコピーします。

show boot ブート変数の設定情報を表示します。
23
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B コマンド 

boot system
boot system
システム イメージのブート変数を設定するには、boot system コマンドを使用します。システム イ
メージのブート変数をクリアするには、このコマンドの no 形式を使用します。

boot system [filesystem:[//directory] | directory]filename [sup-1] [sup-2]

no boot system

シンタックスの説明

デフォルト 両方のスーパーバイザ モジュールのシステム ブート変数を設定します。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン システム ブート変数は、起動時にイメージをロードするために使用されます。リロードする前に、デ

バイスにシステム イメージをコピーする必要があります。

例 次に、両方のスーパーバイザ モジュールのシステム ブート変数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# boot system bootflash:system-image

次に、sup-1 スーパーバイザ モジュールのシステム ブート変数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# boot system bootflash:system-image sup-1

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。有効な値は bootflash または slot0 
です。

//directory （任意）ディレクトリの名前を指定します。ディレクトリ名では、大文字と小文字

が区別されます。

filename システム イメージのファイル名を指定します。ファイル名では、大文字と小文字

が区別されます。

sup-1 （任意）sup-1 スーパーバイザ モジュールだけに、システム ブート変数を設定しま

す。

sup-2 （任意）sup-2 スーパーバイザ モジュールだけに、システム ブート変数を設定しま

す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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B コマンド

boot system 
次に、システム ブート変数をクリアする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no boot system

関連コマンド コマンド 説明

boot kickstart キックスタート ソフトウェア イメージのブート変数を設定します。

show boot ブート変数の設定情報を表示します。
25
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B コマンド 

boot system
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C コマンド

この章では、コマンド名が C で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

cache size 
NetFlow フロー モニタのキャッシュ サイズを指定するには、cache size コマンドを使用します。フ

ロー モニタのキャッシュ サイズを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cache size value 

no cache size value

シンタックスの説明

デフォルト 4096 エントリ

コマンド モード Netflow モニタ コンフィギュレーション（config-flow-monitor）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン メモリおよびパフォーマンスに対する NetFlow フロー モニタ キャッシュの影響を制限するには、

cache-size コマンドを使用します。

例 次に、MonitorTest という名前の NetFlow フロー モニタにキャッシュ サイズを設定した後、設定を表

示する例を示します。

value サイズをエントリ数で指定します。指定できる範囲は 256 ～ 16384 エントリです。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド 

cache size
n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor MonitorTest
n1000v(config-flow-monitor)# cache size 15000
n1000v(config-flow-monitor)# show flow monitor MonitorTestFlow 
Monitor monitortest: 
     Use count: 0 
     Inactive timeout: 600 
     Active timeout: 1800 
     Cache Size: 15000
n1000v(config-flow-monitor)#

次に、フロー モニタからキャッシュ サイズを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor MonitorTest
n1000v(config-flow-monitor)# no cache size 
n1000v(config-flow-monitor)#show flow monitor MonitorTestFlow
n1000v(config-flow-monitor)# 
Monitor monitortest: 
     Use count: 0 
     Inactive timeout: 600 
     Active timeout: 1800 
     Cache Size: 4096
n1000v(config-flow-monitor)#

関連コマンド コマンド 説明

show flow monitor フロー モニタのキャッシュ モジュールに関する情報を表示します。

flow monitor フロー モニタを作成します。

timeout キャッシュのエージング エントリに対するエージング タイマーとその値

を指定します。

record フロー レコードをフロー モニタに追加します。

exporter フロー エクスポータをフロー モニタに追加します。
28
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

C コマンド

capability l3control 
capability l3control 
ポート プロファイルのレイヤ 3 機能を設定するには、capability コマンドを使用します。ポート プロ

ファイルから機能を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

capability l3control 

no capability l3control 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン レイヤ 3 制御用のポート プロファイルを設定する場合は、 初に VSM ドメインに対する svs mode コ
マンドを使用して、トランスポート モードをレイヤ 3 に設定する必要があります。

例 次に、ポート プロファイルをレイヤ 3 通信で使用するように設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# capability l3control
n1000v(config-port-prof)# 

次に、ポート プロファイルからレイヤ 3 の設定を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# no capability l3control

l3control ポート プロファイルを次のレイヤ 3 通信のどちらかで使用するよう設定します。

 • VSM と VEM の間のレイヤ 3 通信に使用される管理インターフェイス。

 • NetFlow ERSPAN トラフィックの伝送。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) ポート プロファイルをアップリンクとして指定するための capability 
uplink コマンドが導入されました。

4.0(4)SV1(2) capability uplink コマンドが削除されました。アップリンクとして使用さ

れるポート プロファイルは、代わりに「type Ethernet」として指定するよ

うになっています。

capability l3control コマンドが追加されました。
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C コマンド 

capability l3control
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile name 
[name]

ポート プロファイルの設定を表示します。

port-profile name ポート プロファイルを作成および設定するためにポート プロファイル 
コンフィギュレーション モードを開始します。
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C コマンド

capability iscsi-multipath 
capability iscsi-multipath 
iSCSI マルチパス プロトコルでポート プロファイルを使用するよう設定するには、capability 
iscsi-multipath コマンドを使用します。ポート プロファイルから機能を削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

capability iscsi-multipath

no capability iscsi-multipath 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン iSCSI マルチパス用にポート プロファイルを設定する場合は、 初にスイッチポート モードでポート 
プロファイルを設定する必要があります。

例 次に、iSCSI マルチパス プロトコルでポート プロファイルを使用するよう設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# switchport mode access
n1000v(config-port-prof)# capability iscsi-multipath
n1000v(config-port-prof)# 

次に、ポート プロファイルから iSCSI マルチパスの設定を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# no capability iscsi-multipath
n1000v(config-port-prof)# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) capability iscsi multipath コマンドが追加されました。
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C コマンド 

capability iscsi-multipath
関連コマンド コマンド 説明

show port-profile name 
[name]

ポート プロファイルの設定を表示します。

port-profile name ポート プロファイルを作成および設定するためにポート プロファイル 
コンフィギュレーション モードを開始します。
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C コマンド

cd
cd 
現在作業しているディレクトリから別のディレクトリに変更するには、cd コマンドを使用します。

cd [filesystem:[//directory] | directory]

シンタックスの説明

デフォルト bootflash

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 

使用上のガイドライン アクティブなスーパーバイザ モジュール上のディレクトリにだけ変更できます。

現在作業しているディレクトリの名前を確認するには、現在の作業ディレクトリ（pwd）コマンドを使

用します。

例 次に、現在のファイル システム上の別のディレクトリに変更する例を示します。

switch# cd my-scripts

次に、現在作業しているファイル システムから別のファイル システムに変更する例を示します。

switch# cd volatile:

次に、デフォルトのディレクトリである bootflash に戻る例を示します。

switch# cd

関連コマンド

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。有効なファイル システム

は、bootflash と volatile です。

//directory （任意）ディレクトリの名前を指定します。ディレクトリ名では、大文字

と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

pwd 現在作業しているディレクトリの名前を表示します。
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C コマンド 

cdp advertise
cdp advertise 
アドバタイズする CDP バージョンを指定するには、cdp advertise コマンドを使用します。CDP のア

ドバタイズ設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

cdp advertise {v1 | v2} 

no cdp advertise [v1 | v2]

シンタックスの説明

デフォルト CDP バージョン 2

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、アドバタイズするバージョンとして CDP バージョン 1 を設定する例を示します。

switch(config)# cdp advertise v1

次に、アドバタイズする設定から CDP バージョン 1 を削除する例を示します。

switch(config)# no cdp advertise v1

関連コマンド

v1 CDP バージョン 1 を指定します。

v2 CDP バージョン 2 を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show cdp global CDP の設定を表示します。
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C コマンド

cdp enable (global)  
cdp enable (global) 
Cisco Discovery Protocol（CDP）をすべてのインターフェイスとポート チャネルでグローバルにイ

ネーブルにするには、cdp enable コマンドを使用します。CDP をグローバルにディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

cdp enable

no cdp enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト すべてのインターフェイスとポート チャネルでイネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン CDP は、物理インターフェイスとポート チャネルにだけ設定できます。

例 次に、CDP をグローバルにイネーブルにしてから CDP の設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# cdp enable
n1000v(config)# show cdp global
Global CDP information:
    CDP enabled globally
    Refresh time is 60 seconds
    Hold time is 180 seconds
    CDPv2 advertisements is enabled
    DeviceID TLV in System-Name(Default) Format

次に、CDP をグローバルにディセーブルにしてから CDP の設定を表示する例を示します。

switch(config)# no cdp enable
n1000v# show cdp global
Global CDP information:
    CDP disabled globally
    Refresh time is 60 seconds
    Hold time is 180 seconds
    CDPv2 advertisements is enabled
    DeviceID TLV in System-Name(Default) Format
n1000v(config)# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド 

cdp enable (global)
関連コマンド コマンド 説明

show cdp global CDP の設定を表示します。

cdp enable（インター

フェイスまたはポート 
チャネル）

特定のインターフェイスまたはポート チャネルで CDP をイネーブルにし

ます。
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C コマンド

cdp enable (interface or port channel)     
cdp enable (interface or port channel) 
Cisco Discovery Protocol（CDP）を特定のインターフェイスまたはポート チャネルでイネーブルにす

るには、cdp enable コマンドを使用します。CDP 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。

cdp enable

no cdp enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン CDP は、物理インターフェイスとポート チャネルにだけ設定できます。

例 次に、ポート チャネル 2 で CDP をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface port-channel2
n1000v(config-if)# cdp enable
n1000v(config-if)# 

次に、mgmt0 で CDP をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)# no cdp enable
n1000v(config-if)# show cdp interface mgmt0
        mgmt0 is up 
        CDP disabled on interface 
        Sending CDP packets every 60 seconds 
        Holdtime is 180 seconds
n1000v(config-if)#

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド 

cdp enable (interface or port channel)
関連コマンド コマンド 説明

show cdp interface インターフェイスの CDP の設定を表示します。

show cdp neighbors アップストリーム デバイスからユーザ デバイスを表示します。

cdp advertise インターフェイスがアドバタイズする CPD のバージョン（CDP バージョ

ン 1 または CDP バージョン 2）を割り当てます。

cdp format device ID CDP にデバイス ID を割り当てます。

cdp holdtime CDP がネイバー情報を保持する 大時間を設定します。この時間が経過す

るとネイバー情報は破棄されます。
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C コマンド

cdp format device-id  
cdp format device-id 
CDP のデバイス ID の形式を指定するには、cdp format device-id コマンドを使用します。削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

cdp format device-id {mac-address | serial-number | system-name}

no cdp format device-id {mac-address | serial-number | system-name}

シンタックスの説明

デフォルト システム名 /完全修飾ドメイン名

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバイス ID の形式を設定する前に、CDP をグローバルにイネーブルにする必要があります。

CDP は、物理インターフェイスとポート チャネルにだけ設定できます。

例 次に、MAC アドレス形式の CDP デバイス ID を設定してから、設定を表示する例を示します。

switch(config)# cdp format device-id mac-address
switch(config)# show cdp global 
Global CDP information: 
CDP enabled globally 
     Sending CDP packets every 5 seconds 
     Sending a holdtime value of 10 seconds 
     Sending CDPv2 advertisements is disabled 
     Sending DeviceID TLV in Mac Address Format

次に、MAC アドレス形式の CDP デバイス ID を設定から削除する例を示します。

switch(config)# no cdp format device-id mac-address

関連コマンド

mac-address シャーシの MAC アドレスを指定します。

serial-number シャーシのシリアル番号を指定します。

system-name システム名 /完全修飾ドメイン名を指定します（デフォルト）。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド 

cdp format device-id
コマンド 説明

show cdp global CDP のグローバル コンフィギュレーション パラメータを表示します。

show cdp interface インターフェイスの CDP の設定を表示します。

show cdp neighbors アップストリーム デバイスからユーザ デバイスを表示します。

cdp advertise インターフェイスがアドバタイズする CPD のバージョン（CDP バージョ

ン 1 または CDP バージョン 2）を割り当てます。

cdp enable interface 特定のインターフェイスまたはポート チャネルで CDP をイネーブルにし

ます。

cdp holdtime CDP がネイバー情報を保持する 大時間を設定します。この時間が経過す

るとネイバー情報は破棄されます。
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C コマンド

cdp holdtime 
cdp holdtime 
CDP がネイバー情報を保持する 大時間を設定するには、cdp holdtime コマンドを使用します。この

時間が経過するとネイバー情報は破棄されます。CDP のホールドタイム設定を削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

cdp holdtime seconds

no cdp holdtime seconds

シンタックスの説明

デフォルト 180 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバイス ID の形式を設定する前に、CDP をグローバルにイネーブルにする必要があります。

CDP は、物理インターフェイスとポート チャネルにだけ設定できます。

例 次に、CDP のホールドタイムを 10 秒に設定する例を示します。

switch(config)# cdp holdtime 10

次に、CDP のホールドタイム設定を削除する例を示します。

switch(config)# no cdp holdtime 10

関連コマンド

seconds 指定できる範囲は 10 ～ 255 秒です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show cdp global CDP のグローバル コンフィギュレーション パラメータを表示します。

show cdp neighbors ユーザ デバイスからアップストリーム デバイスを表示します。
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C コマンド 

cdp timer
cdp timer 
ネイバーにアドバタイズメントを送信するための CDP のリフレッシュ時間を設定するには、cdp 
timer コマンドを使用します。CDP のタイマー設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

cdp timer seconds

no cdp timer seconds

シンタックスの説明

デフォルト 60 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、CDP のタイマーを 10 秒に設定する例を示します。

switch(config)# cdp timer 10

次に、CDP のタイマー設定を削除する例を示します。

switch(config)# no cdp timer 10

関連コマンド

seconds 指定できる範囲は 5 ～ 254 秒です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show cdp global CDP のグローバル コンフィギュレーション パラメータを表示します。

show cdp neighbors ユーザ デバイスからアップストリーム デバイスを表示します。
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C コマンド

channel-group auto (port profile)   
channel-group auto (port profile) 
ポート プロファイルに属するすべてのインターフェイスに対するチャネル グループを作成および定義

するには、channel-group auto コマンドを使用します。チャネル グループを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

channel-group auto [mode channel_mode] [sub-group {cdp | manual}] [mac-pinning]

no channel-group

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン channel-group auto コマンドは、同じモジュールに属するすべてのインターフェイスに対して一意の

ポート チャネルを作成します。ポート プロファイルが 初のインターフェイスに割り当てられると、

チャネル グループが自動的に割り当てられます。同じモジュールに属する追加の各インターフェイス

は、同じポート チャネルに追加されます。VMware 環境では、モジュールごとに異なるポート チャネ

ルが作成されます。

 • vPC-HM を設定する場合は、チャネル グループ モードを on に設定する必要があります。

mode 
channel_mode

（任意）チャネリング モードを指定します。

 • on

 • active（LACP を使用）

 • passive（LACP を使用）

sub-group （任意）ポート プロファイルが複数のアップストリーム スイッチに接続する場合に

トラフィック フローを管理するためのサブグループを作成することを指定します。

この機能は、仮想ポート チャネル ホスト モード（vPC-HM）とも呼ばれます。

cdp Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用してサブグループを作成することを指定し

ます。

manual 手動でサブグループを作成することを指定します。

mac-pinning （任意）ポート チャネルをサポートしないアップストリーム スイッチに VEM を接

続することを指定します。ポート チャネルごとのサブグループの 大数は 32 なの

で、 大で 32 のイーサネット ポート メンバーを割り当てることができます。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) サブグループの手動作成および mac-pinning がサポートされました。
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C コマンド 

channel-group auto (port profile)
 • 複数のアップストリーム スイッチに接続するポート プロファイルに対するポート チャネルを設定

するときは、次のことに注意してください。

 – アップストリーム スイッチで CDP が設定されているかどうかを確認する必要があります。

設定されている場合は、CDP によってアップストリーム スイッチごとにサブグループが作成

され、トラフィックが個別に管理されます。

設定されていない場合は、個別のスイッチのトラフィック フローを管理するために、手動で

サブグループを設定する必要があります。

 – vPC-HM に対するポート チャネルを設定していて、アップストリーム スイッチがポート チャ

ネルをサポートしていない場合は、MAC ピニングを使用できます。この機能は、各イーサ

ネット メンバー ポートを一意のサブグループに自動的に割り当てます。

 – 複数のポート チャネルが 2 つの異なるアップストリーム スイッチに接続するときに vPC-HM 
が設定されていない場合、Cisco Nexus 1000V の背後の VM は、ブロードキャストおよびマル

チキャスト ネットワークから重複するパケットを受信します。

 – インターフェイスに vPC-HM を設定することもできます。詳細については、『Cisco Nexus 
1000V Interface Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

例 次に、単一のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルのポート プロファイルを設定した

後、設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  status: disabled
  capability uplink: yes
  port-group: AccessProf
  config attributes:
    switchport mode access
    channel-group auto mode on
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    channel-group auto mode on
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# 

次に、ポート プロファイルからチャネル グループ設定を削除した後、設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# no channel-group 
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name AccessProf
port-profile AccessProf
  description: allaccess4
  status: disabled
  capability uplink: yes
  port-group: AccessProf
  config attributes:
    switchport mode access
evaluated config attributes:
    switchport mode access
assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# 
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C コマンド

channel-group auto (port profile)   
次に、CDP がイネーブルになっている複数のアップストリーム スイッチに接続するポート チャネルの

ポート プロファイルを設定した後、設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile uplinkProf
n1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on sub-group cdp
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name uplinkProf
port-profile uplinkProf
  description:
  type: vethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group:
  max ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  evaluated config attributes:
    channel-group auto mode on sub-group cdp
  assigned interfaces:

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile 
name profile-name

ポート プロファイルの設定を表示します。

port-profile 
profile-name

ポート プロファイルを作成し、指定したポート プロファイルのグローバ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。
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C コマンド 

channel-group (interface)
channel-group (interface)
ポート チャネル グループを作成する、またはポート チャネル グループ間でインターフェイスを移動す

るには、channel-group コマンドを使用します。インターフェイスからチャネル グループの設定を削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

channel-group number [force] [mode {active | on | passive}]

no channel-group [number]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト モードは on 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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

number チャネル グループの番号を指定します。設定できるポート チャネルの 大数

は 256 です。割り当てることのできるチャネル グループ番号の範囲は 1 ～ 
4096 です。

force 一部のパラメータに互換性がなくても、強制的にインターフェイスをチャネ

ル グループに加えます。互換性パラメータおよび強制できるパラメータにつ

いては、下記の「使用上のガイドライン」を参照してください。

mode インターフェイスのポート チャネル モードを指定します。

on これがデフォルト チャネル モードです。

LACP を実行していないすべてのポート チャネルは、このモードになります。

LACP をイネーブルにする前に、チャネル モードを active または passive に
変更しようとすると、エラー メッセージが返されます。

LACP をグローバルにイネーブルにしてから、チャネル モードを active また

は passive に設定することで各チャネルの LACP をイネーブルにします。on 
モードのインターフェイスは、LACP パケットの送信、および LACP パケッ

トへの応答は行いません。LACP によって on 状態のインターフェイスとのネ

ゴシエーションが試行されても、LACP パケットは受信されず、そのイン

ターフェイスとのリンクは個別リンクとなります。したがって、チャネル グ
ループへは参加しません。

active このコマンドを使用すると、ユーザが Link Aggregation Control Protocol
（LACP）をイネーブルにしたときに、指定のインターフェイスの LACP がイ

ネーブルになります。インターフェイスは、アクティブなネゴシエーション

状態となります。この状態のポートは、LACP パケットを送信することによ

り、他のポートとのネゴシエーションを開始します。

passive このコマンドを使用すると、LACP をイネーブルにしたときに、LACP デバ

イスが検出された場合にだけ LACP がイネーブルになります。インターフェ

イスは、パッシブなネゴシエーション状態になります。この状態のポートは、

受信した LACP パケットには応答しますが、LACP ネゴシエーションは開始

しません。
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C コマンド

channel-group (interface) 
コマンドの履歴

使用上のガイドライン on チャネル モードのポート チャネルは、モードが未設定のポート チャネルであり、 大 8 ポートを集

約できます。LACP は実行しません。

既存のポート チャネルが LACP を実行していない場合、ポート チャネルまたはそのインターフェイス

のモードは変更できません。変更しようとすると、チャネル モードは on のままになり、エラー メッ

セージが生成されます。

ポート チャネルから 後の物理インターフェイスを削除しても、ポート チャネルは削除されません。

ポート チャネルを完全に削除するには、port-channel コマンドの no 形式を使用します。

インターフェイスがポート チャネルに参加する場合、次の属性が削除されて、ポート チャネルの属性

に置き換えられます。

 • 帯域幅

 • 遅延

 • Extended Authentication Protocol（EAP）over UDP
 • VRF

 • IP アドレス 

 • MAC アドレス

 • スパニング ツリー プロトコル 
 • NAC

 • サービス ポリシー

 • QoS（Quality of Service） 
 • ACL

次の属性は、インターフェイスがポート チャネルに参加したり、ポート チャネルから脱退した場合も

変化しません。

 • ビーコン

 • 説明

 • CDP 

 • LACP ポート プライオリティ

 • デバウンス

 • UDLD

 • MDIX

 • レート モード

 • シャットダウン

 • SNMP トラップ

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

成する必要はありません。チャネル グループが 初の物理インターフェイスを取得するときに、ポー

ト チャネル インターフェイスがまだ作成されていない場合は自動的に作成されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド 

channel-group (interface)
例 次に、LACP チャネル グループ 5 にアクティブ モードのインターフェイスを追加する例を示します。

switch(config-if)# channel-group 5 mode active
switch(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interface 
port-channel

指定のポート チャネル インターフェイスのトラフィックに関する情報を

表示します。

show port-channel 
summary

ポート チャネルに関する情報を表示します。

feature lacp LACP 機能をグローバルにイネーブルにします。

show lacp 
port-channel

LACP の情報を表示します。

show port-channel 
compatibility-paramet
ers

Cisco Nexus 1000V が使用する互換性チェックのリストを表示します。
48
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

C コマンド

check logflash 
check logflash 
compactFlash をチェックするには、check logflash コマンドを使用します。

check logflash [bad-blocks]

シンタックスの説明 

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、compactFlash をチェックする例を示します。

switch# check logflash

bad-blocks （任意）compactFlash の不良ブロックを検出します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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class (policy map type qos)
class (policy map type qos) 
既存の QoS（Quality of Service）クラスをポリシー マップに追加するには、class コマンドを使用しま

す。ポリシー マップから QoS クラスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

class [type qos] {class-map-name | class-default} [insert-before [type qos] 
before-class-map-name]

no class {class-map-name | class-default}

シンタックスの説明

デフォルト type qos

デフォルトでは、ポリシー マップの 後にある新しいクラス マップを参照します。

class-default という名前のクラスは、他のクラスに分類されないすべてのトラフィックに一致します。

コマンド モード ポリシー マップ コンフィギュレーション（config-pmap）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

使用上のガイドライン トラフィック タイプと一致する 初のクラスのポリシー アクションが実行されます。

class-default という名前のクラスは、他のクラスに分類されないすべてのトラフィックに一致します。

例 次に、クラス マップをポリシー マップの 後に追加する例を示します。

switch(config)# policy-map my_policy1
switch(config-pmap)# class traffic_class2
switch(config-pmap-c-qos)# 

type qos （任意）クラス タイプとして QoS を指定します。QoS がデフォルトのクラ

ス タイプです。

class-map-name 指定した既存クラスの名前をポリシー マップに追加します。

class-default class-default をポリシー マップに追加します。class-default は、他のクラ

スに分類されないすべてのトラフィックに一致します。

insert-before 
before-class-map-name

（任意）後続のクラス マップを示すことで、ポリシー内でのこのクラスの

順序を指定します。指定しないと、このクラスはポリシー内のクラスのリ

ストの 後に配置されます。トラフィック タイプと一致する 初のクラス

のポリシー アクションが実行されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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C コマンド

class (policy map type qos)    
次に、クラス マップをポリシー マップ内の既存のクラス マップの前に挿入する例を示します。

switch(config)# policy-map my_policy1
switch(config-pmap-qos)# class insert-before traffic_class2 traffic_class1
switch(config-pmap-c-qos)# 

次に、class-default クラス マップをポリシー マップに追加する例を示します。

switch(config)# policy-map my_policy1
switch(config-pmap-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# 

次に、参照クラス マップをポリシー マップから削除する例を示します。

switch(config)# policy-map my_policy1
switch(config-pmap)# no class traffic_class1
switch(config-pmap)# 

関連コマンド コマンド 説明

policy-map ポリシー マップを作成または変更します。

set cos CoS を QoS ポリシー マップに割り当てます。

set dscp DSCP 値を QoS ポリシー マップ内のトラフィック クラスに割り当てます。

set precedence QoS ポリシー マップ内の特定のトラフィック クラスに IP ヘッダーのプレ

シデンス値を割り当てます。

set discard-class QoS ポリシー マップ内のトラフィック クラスに廃棄クラス値を割り当て

ます。

show class-map qos クラス マップを表示します。

show policy-map ポリシー マップと統計情報を表示します。
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class-map type qos
class-map type qos 
トラフィックのクラスを定義するクラス マップを作成または修正するには、class-map コマンドを使

用します。クラス マップを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

class-map [type qos] {match-any | match-all] class-map-name}

no class-map [type qos] {class-map-name | [match-any | match-all]}

シンタックスの説明

デフォルト type qos 
match-all

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

使用上のガイドライン クラス マップ名ではハイフン、アンダースコア、およびアルファベット文字を使用できます。

クラス マップ名は 40 文字以下です。

クラス マップ名では大文字と小文字が区別されます。

例 次に、クラス マップを作成し、指定したマップを設定するために QoS クラス マップ コンフィギュレー

ション モードを開始する例を示します。

switch(config)# class-map my_class1
switch(config-cmap-qos)#

次に、my_class1 という名前の QoS クラス マップを削除する例を示します。

type qos （任意）クラス マップに対してコンポーネント タイプ QoS を指定します。

デフォルトでは、クラス マップ タイプは QoS です。

match-any 指定すると、このクラス マップに設定されている一致条件のいずれかとパ

ケットが一致する場合は、このクラス マップをそのパケットに適用しま

す。

match-all 指定すると、このクラス マップに設定されている一致条件のすべてとパ

ケットが一致する場合は、このクラス マップをそのパケットに適用しま

す。match-any が指定されていない場合は、これがデフォルトのアクショ

ンになります。

class-map-name クラス マップに割り当てる名前。「class-default」という名前は予約されて

います。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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class-map type qos  
switch(config)# no class-map my_class1
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show class-map qos クラス マップを表示します。

match class-map 別のクラス マップの一致条件に基づいてパケットを照合するトラフィック 
クラスを設定します。

match packet length パケット長に基づいてパケットを照合するトラフィック クラスを設定しま

す。
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clear access-list counters
clear access-list counters 
IP および MAC アクセス コントロール リスト（ACL）のカウンタを消去するには、clear access-list 
counters コマンドを使用します。

clear access-list counters [access-list-name]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ACL を指定する場合、名前は 64 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

例 次に、すべての IP および MAC ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear access-list counters
switch#

次に、acl-ip-01 という名前の IP ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear access-list counters acl-ip-01
switch#

関連コマンド

access-list-name （任意）カウンタを消去する ACL の名前です。名前は 64 文字以下の英数字で、

大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear ip access-list 
counters

IP ACL のカウンタを消去します。

clear mac access-list 
counters

MAC ACL のカウンタを消去します。

show access-lists 1 つまたはすべての IP および MAC ACL に関する情報を表示します。
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clear accounting log  
clear accounting log 
アカウンティング ログを消去するには、clear accounting log コマンドを使用します。

clear accounting log

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、アカウンティング ログを消去する例を示します。

switch# clear accounting log

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show accounting log アカウンティング ログの内容を表示します。
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clear cdp
clear cdp 
インターフェイスの Cisco Discovery Protocol（CDP）情報を消去するには、clear cdp コマンドを使

用します。

clear cdp {counters [interface slot/port] | table [interface slot/port]}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、すべてのインターフェイスの CDP カウンタを消去する例を示します。

n1000V# clear cdp counters

次に、すべてのインターフェイスの CDP キャッシュを消去する例を示します。

n1000V# clear cdp table

関連コマンド

counters すべてのインターフェイスの CDP カウンタを消去します。

interface 
slot/port

（任意）指定したインターフェイスの CDP カウンタを消去します。

table すべてのインターフェイスの CDP キャッシュを消去します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show cdp all CDP がイネーブルになっているすべてのインターフェイスを表示します。

show cdp entry CDP データベース エントリを表示します。

show cdp global CDP のグローバル パラメータを表示します。

show cdp interface 
intrface-type slot-port

CDP インターフェイスのステータスを表示します。
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clear cli history  
clear cli history 
CLI で入力したコマンドの履歴を消去するには、clear cli history コマンドを使用します。

clear cli history

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）で入力したコマンドの履歴を表示

するには、show cli history コマンドを使用します。

例 次に、コマンドの履歴を消去する例を示します。

switch# clear cli history

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show cli history コマンドの履歴を表示します。
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clear cores
clear cores 
コア ファイルを消去するには、clear cores コマンドを使用します。

clear cores [archive]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン コア ファイルに関する情報を表示するには、show system cores コマンドを使用します。

例 次に、コア ファイルを消去する例を示します。

switch# clear cores

次に、logflash ファイル システムのコアをクリアする例を示します。

switch# clear cores archive

関連コマンド

archive （任意）logflash ファイル システムのコア ファイルを消去します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system cores コア ファイル名を表示します。

system cores コア ファイル名を設定します。
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clear counters 
clear counters 
インターフェイス カウンタを消去するには、clear counters コマンドを使用します。

clear counters [ interface {all | ethernet slot/port | loopback virtual-interface-number | 
mgmt | port-channel port-channel-number | vethernet interface-number} ]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、イーサネット インターフェイス カウンタを消去する例を示します。

switch(config)# clear counters ethernet 2/1

関連コマンド

interface インターフェイス カウンタを消去します。

all すべてのインターフェイス カウンタを消去します。

ethernet slot/port イーサネット インターフェイス カウンタを消去します。指定できる範囲

は 1 ～ 66 です。

loopback 
virtual-interface-number

ループバック インターフェイス カウンタを消去します。指定できる範囲

は 0 ～ 1023 です。

mgmt 管理インターフェイス（mgmt0）を消去します。

port-channel 
port-channel-number

ポート チャネル インターフェイスを消去します。指定できる範囲は 1 ～ 
4096 です。

vethernet 
interface-number

仮想イーサネット インターフェイスを消去します。指定できる範囲は 1 ～ 
1048575 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface 
counters

カウンタを含む、インターフェイスのステータスを表示します。
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clear debug-logfile
clear debug-logfile 
デバッグ ログ ファイルの内容を消去するには、clear debug-logfile コマンドを使用します。

clear debug-logfile filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、デバッグ ログ ファイルを消去する例を示します。

switch# clear debug-logfile syslogd_debugs

関連コマンド

filename 消去するデバッグ ログ ファイルの名前を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug logfile デバッグ ログ ファイルを設定します。

debug logging デバッグのロギングをイネーブルにします。

show debug logfile デバッグ ログ ファイルの内容を表示します。
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clear flow exporter  
clear flow exporter 
Flexible NetFlow フロー エクスポータの統計情報を消去するには、clear flow exporter コマンドを任

意のコマンド モードで使用します。

clear flow exporter {name exporter-name | exporter-name} 

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン clear flow exporter コマンドを使用する前に、エクスポータを使用する Flexible NetFlow でのトラ

フィック モニタリングをイネーブルにしておく必要があります。

例 次に、NFC-DC-PHOENIX という名前のフロー エクスポータの統計情報を消去する例を示します。

switch# clear flow exporter name NFC-DC-PHOENIX
switch#

関連コマンド

name フロー エクスポータを名前で指定することを示します。

exporter-name 既存のフロー エクスポータの名前を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear flow exporter エクスポータの統計情報を消去します。

flow exporter フロー エクスポータを作成します。

show flow exporter フロー エクスポータのステータスと統計情報を表示します。
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clear ip access-list counters
clear ip access-list counters 
IP アクセス コントロール リスト（ACL）のカウンタを消去するには、clear ip access-list counters コ
マンドを使用します。

clear ip access-list counters [access-list-name]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ACL を名前で指定する場合、名前は 64 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

例 次に、すべての IP ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear ip access-list counters
switch#

次に、acl-ip-101 という名前の IP ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear ip access-list counters acl-ip-101
switch#

関連コマンド

access-list-name （任意）カウンタを消去する IP ACL の名前です。名前は 64 文字以下の英数字

で、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear access-list counters IP および MAC ACL のカウンタを消去します。

clear mac access-list 
counters

MAC ACL のカウンタを消去します。

show access-lists 1 つまたはすべての IP および MAC ACL に関する情報を表示します。

show ip access-lists 1 つまたはすべての IP ACL に関する情報を表示します。
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clear ip arp inspection statistics vlan     
clear ip arp inspection statistics vlan
指定した VLAN の Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）の統計情報

を消去するには、clear ip arp inspection statistics vlan コマンドを使用します。

clear ip arp inspection statistics vlan vlan-list 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VLAN 2 の DAI の統計情報を消去する例を示します。

n1000v# clear ip arp inspection statistics vlan 2
n1000v# 

次に、VLAN 5 ～ 12 の DAI の統計情報を消去する例を示します。

n1000v# clear ip arp inspection statistics vlan 5-12
n1000v# 

次に、VLAN 2 と VLAN 5 ～ 12 の DAI の統計情報を消去する例を示します。

n1000v# clear ip arp inspection statistics vlan 2,5-12
n1000v# 

関連コマンド

vlan-list DAI の統計情報を消去できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip arp inspection vlan VLAN のリストに対する DAI をイネーブルまたはディセーブルにします。

show ip arp inspection 
statistics

DAI の統計情報を表示します。
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clear ip igmp interface statistics
clear ip igmp interface statistics 
インターフェイスの IGMP の統計情報を消去するには、clear ip igmp interface statistics コマンドを

使用します。

clear ip igmp interface statistics [if-type if-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、インターフェイスの IGMP の統計情報を消去する例を示します。

switch# clear ip igmp interface statistics ethernet 2/1
switch# 

関連コマンド

if-type （任意）インターフェイスのタイプを指定します。詳細については、疑問符（?）に

よるオンライン ヘルプ機能を使用してください。

if-number （任意）インターフェイスの番号を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp interface IGMP インターフェイスに関する情報を表示します。
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clear ip igmp snooping statistics vlan     
clear ip igmp snooping statistics vlan 
VLAN の IGMP スヌーピング統計情報を消去するには、clear ip igmp snooping statistics vlan コマン

ドを使用します。

clear ip igmp snooping statistics vlan {vlan-id | all}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN 1 の IGMP スヌーピング統計情報を消去する例を示します。

switch# clear ip igmp snooping statistics vlan 1
switch# 

関連コマンド

vlan-id VLAN 番号 指定できる範囲は 1 ～ 3967 および 4048 ～ 4093 です。

all すべての VLAN に適用します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping 
statistics vlan

VLAN 別の IGMP スヌーピング統計情報を表示します。
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clear lacp counters
clear lacp counters 
Link Aggregation Control Protocol（LACP）グループに含まれるすべてのインターフェイスの統計情

報を消去するには、clear lacp counters コマンドを使用します。

clear lacp counters [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 特定のポート チャネルのカウンタを消去する場合、指定できるポート チャネル番号は 1 ～ 4096 です。

チャネル番号を指定しない場合は、すべての LACP ポート グループの LACP カウンタが消去されま

す。

集約プロトコルをイネーブルにしないでスタティック ポート チャネル グループのカウンタを消去する

と、コマンドは無視されます。

例 次に、すべての LACP カウンタを消去する例を示します。

switch(config)# clear lacp counters
switch(config) # 

次に、LACP ポート チャネル グループ 20 のすべての LACP カウンタを消去する例を示します。

switch(config)# clear lacp counters interface port-channel 20
switch(config)# 

関連コマンド

channel-number （任意）LACP ポート チャネル番号を指定します。指定できる値の範囲は 1 ～ 
4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show lacp counters LACP 統計情報に関する情報を表示します。
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clear license 
clear license 
VSM からライセンス ファイルをアンインストールする、または永続ライセンスをインストールする前

に評価ライセンスをアンインストールするには、clear license コマンドを使用します。

clear license filename 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ライセンスが使用中の場合は、そのライセンスをアンインストールできません。ライセンス ファイル

をアンインストールする前に、まずすべてのライセンスを VEM から VSM ライセンス プールに転送す

る必要があります。

注意 サービスの中断 

VSM からライセンスをアンインストールすると、VEM 上の vEthernet インターフェイスがサービ

スから削除されて、仮想マシンからそのインターフェイスへのトラフィックはドロップされます。

このトラフィック フローは、VEM に対するライセンスを含む新しいライセンス ファイルを追加す

るまで再開されません。ライセンスのアンインストールによって、vEthernet インターフェイスが

シャットダウンされることを、サーバ管理者に通知することを推奨します。

例 次に、VSM から Enterprise.lic ライセンス ファイルを削除する例を示します。

switch# clear license Enterprise.lic 
Clearing license Enterprise.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y
Clearing license ..done
switch# 

filename アンインストールするライセンス ファイルを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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clear license
関連コマンド コマンド 説明

show license ライセンス情報を表示します。

install license VSM にライセンス ファイルをインストールします。

svs license transfer 
src-vem

ソース VEM から別の VEM に、または使用可能なライセンスの VSM 
プールに、ライセンスを転送します。
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clear line 
clear line 
指定した vty のセッションを終了するには、clear line コマンドを使用します。

clear line word

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、指定した vty でのセッションを終了する例を示します。

switch(config)# clear line

関連コマンド

word vty 名を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show users アクティブなユーザ セッションを表示します。
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clear logging logfile
clear logging logfile 
ログ ファイルからメッセージを消去するには、clear logging logfile コマンドを使用します。

clear logging logfile 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 Super user 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ログ ファイルからメッセージを消去する例を示します。

switch# clear logging logfile 
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show logging logfile ローカル ログ ファイルのログを表示します。
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clear logging session  
clear logging session 
現在のロギング セッションを消去するには、clear logging session コマンドを使用します。

clear logging session 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 Super user 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、現在のロギング セッションを消去する例を示します。

switch# clear logging session 
switch#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show logging session ロギング セッションのステータスを表示します。
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clear mac access-list counters
clear mac access-list counters 
MAC アクセス コントロール リスト（ACL）のカウンタを消去するには、clear mac access-list 
counters コマンドを使用します。

clear mac access-list counters [access-list-name]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 特定の MAC ACL のカウンタを消去する場合、名前は 64 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別

されます。

例 次に、すべての MAC ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear mac access-list counters
switch#

次に、acl-mac-0060 という名前の MAC ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear mac access-list counters acl-mac-0060
switch#

関連コマンド

access-list-name （任意）カウンタを消去する MAC ACL の名前を指定します。名前は 64 文字以

下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear access-list counters IP および MAC ACL のカウンタを消去します。

clear ip access-list 
counters

IP ACL のカウンタを消去します。

show access-lists 1 つまたはすべての IP および MAC ACL に関する情報を表示します。

show mac access-lists 1 つまたはすべての MAC ACL に関する情報を表示します。
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clear mac address-table dynamic   
clear mac address-table dynamic 
レイヤ 2 の MAC アドレス テーブルからダイナミック アドレス エントリを消去するには、clear mac 
address-table dynamic コマンドを使用します。

clear mac address-table dynamic [[address mac_addr] [vlan vlan_id] [interface {type 
slot/port | port-channel number}]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン テーブルからすべてのダイナミック エントリを削除するには、引数を指定せずに、clear mac 
address-table dynamic コマンドを使用します。

テーブルからスタティック MAC アドレスを消去するには、no mac address-table static コマンドを使

用します。

オプションを指定しないで clear mac address-table dynamic コマンドを入力すると、すべてのダイナ

ミック アドレスが削除されます。アドレスを指定してインターフェイスを指定しないと、すべてのイ

ンターフェイスからそのアドレスが削除されます。インターフェイスを指定してアドレスを指定しない

と、指定のインターフェイス上のすべてのアドレスが削除されます。

例 次に、MAC アドレス テーブルからすべてのダイナミック レイヤ 2 エントリを消去する例を示します。

switch(config)# clear mac address-table dynamic 
switch(config) # 

次に、ポート 2/20 の VLAN 20 の MAC アドレス テーブルからすべてのダイナミック レイヤ 2 エント

リを消去する例を示します。

address 
mac_addr

（任意）テーブルから削除する MAC アドレスを指定します。

XXXX.XXXX.XXXX の形式を使用します。

vlan vlan_id （任意）テーブルから MAC アドレスを削除する VLAN を指定します。有効

値の範囲は、1 ～ 4094 です。

interface {type 
slot/port | 
port-channel 
number}]

（任意）インターフェイスを指定します。インターフェイスのタイプ、スロッ

ト番号とポート番号、またはポート チャネル番号を使用します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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clear mac address-table dynamic
switch(config)# clear mac address-table dynamic vlan 20 interface ethernet 2/20
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mac 
address-table

MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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clear ntp statistics  
clear ntp statistics 
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）の統計情報を消去するには、clear 
ntp statistics コマンドを使用します。

clear ntp statistics {all-peers | io | local | memory}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、すべての NTP ピアの統計情報を消去する例を示します。

switch(config)# clear ntp statistics all-peers

関連コマンド

all-peers すべての NTP ピアの統計情報を消去します。

io IO の統計情報を消去します。

local ローカルの統計情報を消去します。

memory メモリの統計情報を消去します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ntp peers NTP ピアに関する情報を表示します。
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clear port-security
clear port-security 
動的に学習されたセキュアな MAC アドレスを消去するには、clear port-security コマンドを使用しま

す。

clear port-security {dynamic} {interface vethernet veth-number | address address} [vlan 
vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト dynamic

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、動的に学習されたセキュアな MAC アドレスを veth1 インターフェイスから削除する例を示しま

す。

switch# config t
switch(config)# clear port-security dynamic interface veth 1

次に、動的に学習されたセキュアな MAC アドレス 0019.D2D0.00AE を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# clear port-security dynamic address 0019.D2D0.00AE

dynamic 動的に学習されたセキュアな MAC アドレスを消去することを指定します。

interface 
vethernet 
veth-number

動的に学習されたセキュアな MAC アドレスを消去するインターフェイスを指定

します。

address address 消去する単一の MAC アドレスを指定します。address は MAC アドレスです。

vlan vlan-id セキュアな MAC アドレスを消去する VLAN を指定します。有効な VLAN ID 
は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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clear port-security 
関連コマンド コマンド 説明

debug port-security ポート セキュリティのデバッグ情報を提供します。

show port-security ポート セキュリティに関する情報を表示します。

switchport port-security レイヤ 2 インターフェイスでポート セキュリティをイネーブルにしま

す。
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clear qos statistics
clear qos statistics 
QoS 統計情報のカウンタを消去するには、clear qos statistics コマンドを使用します。

clear qos statistics {interface [ethernet type/slot | vethernet number | port-channel 
number] } [input type qos | output type qos]}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インターフェイスを指定しないと、すべてのインターフェイスのカウンタが消去されます。

例 次に、すべてのインターフェイスの QoS 統計情報を消去する例を示します。

switch# clear qos statistics
switch# 

次に、veth2 のすべての入力 QoS 統計情報を消去する例を示します。

switch# clear qos statistics veth2 input type qos
switch# 

関連コマンド

interface （任意）統計情報を消去する特定のインターフェイスを指定します。

input type qos （任意）入力 QoS の統計情報だけ消去します。

output type qos （任意）出力 QoS の統計情報だけ消去します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

qos statistics QoS の統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。

show qos statistics QoS の統計情報を表示します。
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clear ssh hosts  
clear ssh hosts 
Secure Shell（SSH; セキュア シェル）ホスト セッションを消去するには、clear ssh hosts コマンドを

使用します。

clear ssh hosts 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、すべての SSH ホスト セッションを消去する例を示します。

switch# clear ssh hosts

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。
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clear system reset-reason
clear system reset-reason 
デバイスのリセット原因の履歴を消去するには、clear system reset-reason コマンドを使用します。

clear system reset-reason

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、リセット原因の履歴を消去する例を示します。

switch# clear system reset-reason

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system reset-reason デバイスのリセット原因の履歴を表示します。
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clear user 
clear user 
ユーザ セッションを消去するには、clear user コマンドを使用します。

clear user user-id

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバイスでの現在のユーザ セッションを表示するには、show users コマンドを使用します。

例 次に、ユーザ セッションを消去する例を示します。

switch# clear user user1

関連コマンド

user-id ユーザ ID を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show users ユーザ セッション情報を表示します。
81
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

C コマンド 

cli var name
cli var name 
端末セッションの Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）変数を定義する

には、cli var name コマンドを使用します。CLI 変数を削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

cli var name variable-name variable-text

cli no var name variable-name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 次の構文を使用して CLI 変数を参照できます。

$(variable-name)

変数は、次のような場合に使用できます。

 • コマンド スクリプト

 • ファイル名

変数の定義内で、別の変数は参照できません。

定義済みの変数である TIMESTAMP を使用して、時刻を挿入できます。TIMESTAMP CLI 変数は、

変更することも削除することもできません。

定義を変更するには、先に CLI 変数を削除する必要があります。

例 次に、CLI 変数を定義する例を示します。

switch# cli var name testinterface interface 2/3

variable-name 変数名を指定します。この名前は 31 文字以下の英数字で、大文字と小文

字が区別されます。

variable-text 変数のテキストを指定します。このテキストは 200 文字以下の英数字で、

スペースを含むことができます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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cli var name  
次に、TIMESTAMP 変数を参照する例を示します。

switch# copy running-config > bootflash:run-config-$(TIMESTAMP).cnfg

次に、CLI 変数を削除する例を示します。

switch# cli no var name testinterface interface 2/3

関連コマンド コマンド 説明

show cli variables CLI 変数を表示します。
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clock set
clock set 
手動でクロックを設定するには、clock set コマンドを使用します。

clock set time day month year

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、NTP などの外部のクロック ソースとデバイスを同期できないときに使用します。

例 次に、手動でクロックを設定する例を示します。

switch# clock set 9:00:00 1 June 2008

関連コマンド

time 時刻を指定します。指定する形式は HH:MM:SS です。

day 日（月の）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 31 です。

month 月を指定します。有効値は January、February、March、April、May、
June、July、August、September、October、November、および 
December です。

year 年を指定します。指定できる範囲は 2000 ～ 2030 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show clock クロックの時刻を表示します。
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clock summer-time 
clock summer-time 
サマータイム（夏時間）オフセットを設定するには、clock summer-time コマンドを使用します。デ

フォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

clock summer-time zone-name start-week start-day start-month start-time end-week 
end-day end-month end-time offset-minutes

no clock summer-time

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

zone-name タイム ゾーンの文字列を指定します。タイム ゾーン文字列は 3 文字の文字列です。

start-week サマータイム オフセットを開始する週が、月の何番目の週であるかを指定します。

指定できる範囲は 1 ～ 5 です。

start-day サマータイム オフセットを開始する曜日を指定します。有効値は Monday、
Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、または Sunday です。

start-month サマータイム オフセットを開始する月を指定します。有効値は January、
February、March、April、May、June、July、August、September、
October、November、および December です。

start-time サマータイム オフセットを開始する時刻を指定します。指定する形式は hh:mm で
す。

end-week サマータイム オフセットを終了する週が、月の何番目の週であるかを指定します。

指定できる範囲は 1 ～ 5 です。

end-day サマータイム オフセットを終了する曜日を指定します。有効値は Monday、
Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、または Sunday です。

end-month サマータイム オフセットを終了する月を指定します。有効値は January、
February、March、April、May、June、July、August、September、
October、November、および December です。

end-time サマータイム オフセットを終了する時刻を指定します。指定する形式は hh:mm で
す。

offset-minutes クロックのオフセットを分単位で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1440 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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clock summer-time
例 次に、サマータイムまたは夏時間のオフセットを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# clock summer-time PDT 1 Sunday March 02:00 1 Sunday November 02:00 60

次に、サマータイム オフセットを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no clock summer-time

関連コマンド コマンド 説明

show clock クロックのサマータイム オフセット設定を表示します。
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clock timezone 
clock timezone 
Coordinated Universal Time（UTC; 世界標準時）からのタイム ゾーン オフセットを設定するには、

clock timezone コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用

します。

clock timezone zone-name offset-hours offset-minutes

no clock timezone

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、UTC からのタイム ゾーン オフセットを設定する例を示します。

switch# clock timezone EST 5 0

次に、タイム ゾーン オフセットを削除する例を示します。

switch# no clock timezone

関連コマンド

zone-name ゾーン名を指定します。ゾーン名は、タイム ゾーンの略語（PST、EST な
ど）である 3 文字の文字列です。

offset-hours UTC からのオフセット時間数を指定します。指定できる範囲は -23 ～ 23 
です。

offset-minutes UTC からのオフセット分数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 59 で
す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show clock クロックの時刻を表示します。
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collect counter 
フロー内のバイト数またはパケット数を非キー フィールドとして設定し、確認されたバイト数または

パケット数を Flexible NetFlow フロー レコード用に収集するには、collect counter コマンドを使用し

ます。カウンタをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

collect counter {bytes [long] | packets [long]}

no collect counter {bytes [long] | packets [long]}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト このコマンドはデフォルトではイネーブルになっていません。

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、フローからの合計バイト数を非キー フィールドとして収集する例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect counter bytes

次に、64 ビット カウンタを使用して、フローからの合計バイト数を非キー フィールドとして収集する

例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect counter bytes long

次に、フローからの合計パケット数を非キー フィールドとして収集する例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect counter packets

bytes フローで確認されるバイト数またはパケット数を非キー フィールドとして

設定し、フローから合計バイト数を収集します。

long （任意）64 ビット カウンタを使用して、フローから合計バイト数を収集し

ます。

packets フローで確認されるバイト数を非キー フィールドとして設定し、フローか

ら合計パケット数を収集します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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collect counter 
次に、64 ビット カウンタを使用して、フローからの合計パケット数を非キー フィールドとして収集す

る例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect counter packets long

関連コマンド コマンド 説明

collect counter カウンタを非キー フィールドとして設定し、カウンタの値を収集します。

flow record フロー レコードを作成します。

show flow record フロー レコードのステータスと統計情報を表示します。
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collect timestamp sys-uptime
collect timestamp sys-uptime 
NetFlow フロー レコード用に TIMESTAMP SYS-UPTIME を収集するには、collect timestamp 
sys-uptime コマンドを使用します。収集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。

collect timestamp sys-uptime {first | last}

no collect timestamp sys-uptime {first | last}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト このコマンドはデフォルトではイネーブルになっていません。

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、フローの 初のパケットが確認されたときの sys-uptime の収集をイネーブルにする例を示しま

す。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect timestamp sys-uptime first

次に、フローの 後のパケットが確認されたときの sys-uptime の収集をイネーブルにする例を示しま

す。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect timestamp sys-uptime last

first フローの 初のパケットが確認されたときの sys-uptime を非キー フィール

ドとして設定し、フローの 初のパケットが確認されたときの sys-uptime 
に基づいてタイムスタンプを収集します。

last フローの 後のパケットが確認されたときの sys-uptime を非キー フィール

ドとして設定し、フローの一番 後のパケットが確認されたときの 
sys-uptime に基づいてタイムスタンプを収集します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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collect timestamp sys-uptime  
関連コマンド コマンド 説明

flow record フロー レコードを作成します。

show flow record フロー レコードのステータスと統計情報を表示します。
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collect transport tcp flags 
NetFlow フロー レコード用に Transmission Control Protocol（TCP）フラグを収集するには、collect 
transport tcp flags コマンドを使用します。収集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。

collect transport tcp flags

no collect transport tcp flags

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト このコマンドはデフォルトではイネーブルになっていません。

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、TCP フラグを収集する例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)# collect transport tcp flags

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

flow record フロー レコードを作成します。

show flow record フロー レコードのステータスと統計情報を表示します。
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configure terminal 
CLI グローバル コンフィギュレーション モードのコンフィギュレーション コマンドにアクセスするに

は、configure terminal コマンドを使用します。

configure terminal

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン グローバル コンフィギュレーション モードで行った設定の変更は、実行コンフィギュレーション ファ

イルに保存されます。これらの変更がリブートおよび再起動後にも維持されるように永続的に保存する

には、copy running-config startup-config コマンドを使用してスタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルにコピーする必要があります。

例 次に、CLI グローバル コンフィギュレーション モードのコンフィギュレーション コマンドにアクセス

する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ここで 現在のコンフィギュレーション モードのコンテキストを表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。

copy run start 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション

にコピーすることで、リブートおよび再起動後にも維持されるよう永続

的に保存します。
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connect 
vCenter との接続を開始するには、connect コマンドを使用します。vCenter との接続を切断するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

connect

no connect

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 接続していません。

コマンド モード SVS 接続コンフィギュレーション（config-svs-conn）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン vCenter への接続時に、その接続に対してユーザ名とパスワードが設定されていない場合は、入力を求

められます。

アクティブな接続は一度に 1 つだけです。以前に定義された接続がアップしている場合は、エラー 
メッセージが表示され、no connect を入力して以前の接続を閉じるまで、connect コマンドは拒否さ

れます。

例 次に、vCenter に接続する例を示します。

switch(config#) svs connection vcWest
switch(config-svs-conn#) protocol vmware-vim
switch(config-svs-conn#) remote hostname vcMain
switch(config-svs-conn#) vmware dvs datacenter-name HamiltonDC
switch(config-svs-conn#) connect

次に、vCenter との接続を切断する例を示します。

switch(config#) svs connection vcWest
switch(config-svs-conn#) no connect

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs connections Cisco Nexus 1000V に対する現在の接続を表示します。
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control vlan 
制御 VLAN を Cisco Nexus 1000V ドメインに割り当てるには、control vlan コマンドを使用します。

制御 VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

control vlan number 

no control vlan

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード SVS ドメイン コンフィギュレーション（config-svs-domain）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 新しく作成された VLAN は、レイヤ 2 ポートが割り当てられるまで使用されません。

内部的に割り当てられた VLAN の VLAN ID を入力した場合、CLI はエラー メッセージを返します。

例 次に、制御 VLAN 70 をドメイン ID 32 に設定する例を示します。

switch# config t 
switch(config)# svs-domain
switch(config-svs-domain)# domain id 32
switch(config-svs-domain)# control vlan 70
switch(config-svs-domain)#

次に、制御 VLAN 70 をドメイン ID 32 から削除する例を示します。

switch# config t 
switch(config)# svs-domain
switch(config-svs-domain)# domain id 32
switch(config-svs-domain)# no control vlan 70
switch(config-svs-domain)#

関連コマンド

number 制御 VLAN 番号を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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コマンド 説明

show vlan-id 指定した VLAN の設定を表示します。

svs-domain ドメインを作成し、CLI SVS ドメイン コンフィギュレーション モードを

開始します。

domain id ドメイン ID をドメインに割り当てます。

packet vlan パケット VLAN をドメインに割り当てます。

show svs-domain ドメインの設定を表示します。
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copy 
コピー元からコピー先へとファイルをコピーするには、copy コマンドを使用します。

copy source-url destination-url

シンタックスの説明

コピー元とコピー先の URL の形式は、ファイルまたはディレクトリの場所によって異なります。

Cisco NX-OS ファイル システムの構文（filesystem:[/directory][/filename]）に従ったディレクトリま

たはファイル名の CLI 変数を入力できます。

次の表は、ファイル システムのタイプごとの URL プレフィクス キーワードのリストです。URL プレ

フィクス キーワードを指定しない場合、デバイスは現在のディレクトリでファイルを検索します。

表 1 に、ブートフラッシュおよび書き込み可能なリモート ストレージ ファイル システムの URL プレ

フィクス キーワードの一覧を示します。

source-url コピーされる元のファイルまたはディレクトリの場所の URL（または変数）

を指定します。ファイルがダウンロードされるか、アップロードされるかに応

じて、コピー元がローカルの場合とリモートの場合があります。

destination-url コピーしたファイルまたはディレクトリのコピー先 URL（または変数）を指

定します。ファイルがダウンロードされるか、アップロードされるかに応じ

て、コピー先がローカルの場合とリモートの場合があります。

表 1 ストレージ ファイル システムの URL プレフィクス キーワード 

キーワード コピー元またはコピー先

bootflash:[//module/] ブートフラッシュ メモリのコピー元またはコピー先の URL を指定します。

module 引数の値は、sup-active、sup-local、sup-remote、または 
sup-standby です。

ftp: FTP ネットワーク サーバのコピー元またはコピー先の URL を指定しま

す。このエイリアスの構文は次のとおりです。 
ftp:[//server][/path]/filename

scp: SSH をサポートし、SCP を使用してファイルのコピーを受け入れるネッ

トワーク サーバのコピー元またはコピー先の URL を指定します。このエ

イリアスの構文は次のとおりです。 
scp:[//[username@]server][/path]/filename 

sftp: SSH FTP（SFTP）ネットワーク サーバのコピー元またはコピー先の URL 
を指定します。このエイリアスの構文は次のとおりです。 
sftp:[//[username@]server][/path]/filename 

tftp: TFTP ネットワーク サーバのコピー元またはコピー先の URL を指定しま

す。このエイリアスの構文は次のとおりです。 
tftp:[//server[:port]][/path]/filename
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表 2 は、書き込み不可のファイル システムの URL プレフィクス キーワードのリストです。

デフォルト コピー先ファイルのデフォルト名はコピー元ファイル名です。

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン コピー プロセス全体は、ネットワーク条件やファイルのサイズに応じて数分間かかる場合があります。

また、それぞれのプロトコルおよびネットワークによっても異なります。

ファイル システムの URL プレフィクス キーワード（bootflash など）の後にはコロン（:）が必要で

す。

ftp:、scp:、sftp:、および tftp: の URL 構文では、IP アドレスまたはホスト名でサーバを表します。

例 次に、同じディレクトリ内にファイルをコピーする例を示します。

switch# copy file1 file2

次に、別のディレクトリにファイルをコピーする例を示します。

switch# copy file1 my_files:file2

表 2 特殊ファイル システムの URL プレフィクス キーワード  

キーワード コピー元またはコピー先

core: コア ファイルのローカル メモリを指定します。コア ファイルを core: ファイ

ル システムからコピーできます。

debug: デバッグ ファイルのローカル メモリを指定します。デバッグ ファイルを 
debug: ファイル システムからコピーできます。

log: ログ ファイルのローカル メモリを指定します。ログ ファイルを log: ファイ

ル システムからコピーできます。

system: ローカル システム メモリを指定します。実行コンフィギュレーションを 
system: ファイル システムへ、または system: ファイル システムからコピー

できます。system: ファイル システムの使用は、コマンドで running-config 
ファイルを参照するときは任意です。

volatile: ローカル揮発性メモリを指定します。volatile: ファイル システムへ、または 
volatile: ファイル システムからファイルをコピーできます。volatile: メモリ

のファイルはすべて、物理デバイスがリロードすると失われます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、別のスーパーバイザ モジュールにファイルをコピーする例を示します。

switch# copy file1 bootflash://sup-remote/file1.bak

次に、リモート サーバからファイルをコピーする例を示します。

switch# copy scp://10.10.1.1/image-file.bin bootflash:image-file.bin

関連コマンド コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

cli var name セッションの CLI 変数を設定します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

move ファイルを移動します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
99
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

C コマンド 

copy running-config startup-config
copy running-config startup-config 
実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーするには、copy 
running-config startup-config コマンドを使用します。

copy running-config startup-config

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 実行コンフィギュレーションでの設定の変更を永続的メモリ内のスタートアップ コンフィギュレー

ションに保存するには、このコマンドを使用します。デバイスのリロードまたは切り替えが発生する

と、保存されている設定が適用されます。

例 次に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存する例を示しま

す。

switch# copy running-config startup-config
[########################################] 100%

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。

show running-config diff 実行コンフィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーション

の差異を表示します。

show startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを表示します。

write erase 永続的メモリ内のスタートアップ コンフィギュレーションを消去します。
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この章では、D で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

deadtime
到達不可能な RADIUS または TACACS+ サーバをスキップする間隔を設定するには、deadtime コマ

ンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

deadtime minutes

no deadtime minutes

シンタックスの説明

デフォルト 0 分

コマンド モード RADlUS サーバ グループ コンフィギュレーション（config-radius） 
TACACS+ サーバ グループ コンフィギュレーション（config-tacacs+） 

グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 設定する前に、tacacs+ enable コマンドを使用して TACACS+ をイネーブルにする必要があります。

デッド タイムは、グローバルに設定してすべての RADIUS または TACACS+ サーバに適用すること

も、サーバ グループごとに適用することもできます。

minutes 分単位の間隔です。0 ～ 1440 の値を指定できます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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RADIUS または TACACS+ サーバ グループに対するデッド タイムの間隔がゼロ（0）より大きい場合

は、その値がグローバルなデッド タイム値より優先されます。

デッド タイムの間隔の設定をゼロにすると、タイマーがディセーブルになります。

デッド タイムの間隔が 0 分の場合、RADIUS および TACACS+ サーバは応答しなくても「応答なし」

と指定されません。

例 次に、RADIUS サーバ グループのデッド タイム間隔を 2 分に設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa group server radius RadServer
switch(config-radius)# deadtime 2

次に、すべての TACACS+ サーバおよびサーバ グループのグローバルなデッド タイムの間隔を 5 分に

設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# tacacs-server deadtime 5
switch(config)# 

次に、TACACS+ サーバ グループのデッド タイムの間隔を 5 分に設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# deadtime 5

次に、デッド タイムの間隔をデフォルトに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# feature tacacs+
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
switch(config-tacacs+)# no deadtime 5

関連コマンド コマンド 説明

aaa group server AAA サーバ グループを設定します。

radius-server host RADIUS サーバを設定します。

show radius-server groups RADIUS サーバ グループ情報を表示します。

show tacacs-server groups TACACS+ サーバ グループ情報を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
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debug logfile
指定のファイルに debug コマンドの結果を出力するには、debug logfile コマンドを使用します。デ

フォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug logfile filename [size bytes]

no debug logfile filename [size bytes]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトのファイル名：syslogd_debugs

デフォルトのファイル サイズ：4194304 バイト

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ログ ファイルは、log: ファイル システム ルート ディレクトリに作成されます。

ログ ファイルを表示するには、dir log: コマンドを使用します。

例 次に、デバッグ ログ ファイルを指定する例を示します。

switch# debug logfile debug_log

次に、デフォルトのデバッグ ログ ファイルに戻す例を示します。

switch# no debug logfile debug_log

関連コマンド

filename debug コマンドの出力ファイルの名前を指定します。ファイル名は 64 文
字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

size bytes （任意）ログ ファイルのサイズをバイト単位で指定します。指定できる範

囲は 4096 ～ 4194304 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。

show debug デバッグの設定を表示します。

show debug logfile デバッグ ログ ファイルの内容を表示します。
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debug logging
debug コマンド出力のロギングをイネーブルにするには、debug logging コマンドを使用します。デ

バッグのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

debug logging

no debug logging

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、debug コマンドの出力のロギングをイネーブルにする例を示します。

switch# debug logging

次に、debug コマンドの出力のロギングをディセーブルにする例を示します。

switch# no debug logging

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

debug logfile debug コマンド出力のログ ファイルを設定します。
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default switchport (port profile)
ポート プロファイルから特定のスイッチポート特性を削除するには、default switchport コマンドを使

用します。

default switchport {mode | access vlan | trunk {native | allowed} vlan | private-vlan 
{host-association | mapping [trunk]} | port-security}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドの機能は、特定の switchport コマンドの no 形式を使用する場合と同等の効果がありま

す。たとえば、次のコマンドの効果は同じです。

 • default switchport mode コマンド＝ no switchport mode コマンド

 • default switchport access vlan コマンド＝ no switchport access vlan コマンド

 • default switchport trunk native vlan コマンド＝ no switchport trunk native vlan コマンド

例 次に、ポート プロファイル ポートをスイッチ アクセス ポートに戻す例を示します。

n1000v(config-port-prof)# default switchport mode

mode ポート プロファイルからポート モードの特性を削除します。ポート モードは

グローバルなデフォルトまたはインターフェイスのデフォルト（アクセス 
モード）に戻ります。これは、no switchport mode port-profile コマンドを

実行する場合と同等の効果があります。

access vlan アクセス VLAN の設定を削除します。

trunk allowedvlan トランキング許可 VLAN の特性を削除します。

trunk native vlan トランキング ネイティブ VLAN の特性を削除します。

private-vlan 
host-association

PVLAN のホスト アソシエーションを削除します。

private-vlan 
mapping

PVLAN のマッピングを削除します。

port-security ポート セキュリティの特性を削除します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、ポート プロファイルのトランキング許可 VLAN の特性を削除する例を示します。

n1000v(config-port-prof)# default switchport trunk allowed vlan

次に、ポート プロファイルのプライベート VLAN ホスト アソシエーションを削除する例を示します。

n1000v(config-port-prof)# default switchport private-vlan host-association

次に、ポート プロファイルのポート セキュリティの特性を削除する例を示します。

n1000v(config-port-prof)# default switchport port-security

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile ポート プロファイルに関する情報を表示します。
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default shutdown (port profile)   
default shutdown (port profile) 
ポート プロファイルから管理ステータスの特性（config 属性）を削除するには、default shutdown コ
マンドを使用します。このコマンドは、このポート プロファイルを継承するインターフェイスの管理

ステータスを、グローバルまたはインターフェイスのデフォルト（通常、デフォルトの管理ステータス

はシャットダウン）に設定します。

default shutdown

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、特定のポート プロファイルのポートをシャットダウン状態に変更する方法を示します。

n1000v# config t
n1000v# port-profile DataProfile
n1000v(config-port-prof)# default shutdown
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name DataProfile
port-profile DataProfile
  description:
  status: enabled
  capability uplink: no
  capability l3control: no
  system vlans: none
  port-group: DataProfile
  max-ports: 32
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
  assigned interfaces:
    Vethernet1switch(config-port-prof)#

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) 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

show port-profile ポート プロファイルの設定を表示します。
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default shutdown (interface)  
default shutdown (interface) 
インターフェイス レベルでの管理ステータスの上書きを削除するには、default shutdown コマンドを

使用します。このコマンドでは、以前に入力された管理ステータスのすべての設定が削除されます。こ

れにより、ポート プロファイルの設定が有効になります。

default shutdown

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポートをシャットダウン状態に変更する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 3/2
n1000v(config-if)# default shutdown
n1000v(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config 
interface

インターフェイスの設定を表示します。
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default switchport port-security (VEthernet) 
スイッチポート ポート セキュリティ特性のユーザ設定を VEthernet インターフェイスから削除するに

は、default switchport port-security コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、そのイン

ターフェイスのポート セキュリティがデフォルト（ディセーブル）に設定されます。

default switchport port-security

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル 

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  

例 次に、VEthernet 2 でポート セキュリティをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface veth 2
switch(config-if)# default switchport port-security
switch(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config 
port-security

ポート セキュリティの設定を表示します。

show port-security ポート セキュリティのステータスを表示します。
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delay
delay 
イーサネット インターフェイスにスループット遅延値情報を割り当てるには、delay コマンドを使用し

ます。遅延値を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

delay value 

no delay [value]

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン この値を設定しても、実際のイーサネット インターフェイスのスループット遅延時間は変化しません。

この設定は情報設定のみを目的としています。

例 次に、スロット 3 のポート 1 にあるイーサネット インターフェイスに遅延時間を割り当てる例を示し

ます。

switch# config t 
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# delay 10000
switch(config-if)#

次に、遅延時間の設定を削除する例を示します。

switch# config t 
switch(config)# interface ethernet 3/1
switch(config-if)# no delay 10000
switch(config-if)#

関連コマンド

delay_val スループット遅延時間を 10 マイクロ秒単位で指定します。

指定できる値は、1 ～ 16777215 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイスの設定情報を表示します。
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delete
ファイルを削除するには、delete コマンドを使用します。

delete [filesystem:[//directory/] | directory/]filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 削除するファイルを見つけるには、dir コマンドを使用します。

例 次に、ファイルを削除する例を示します

switch# delete bootflash:old_config.cfg

関連コマンド

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。有効な値は bootflash ま
たは volatile です。

//directory/ （任意）ディレクトリの名前を指定します。ディレクトリ名では、大文字

と小文字が区別されます。

filename ファイルの名前を指定します。大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。
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deny (IPv4)
条件に一致するトラフィックを拒否する IPv4 ACL ルールを作成するには、deny コマンドを使用しま

す。ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

一般的な構文

[sequence-number] deny protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

no deny protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

no sequence-number

Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）

[sequence-number] deny icmp source destination [icmp-message] [dscp dscp | precedence 
precedence] 

Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）

[sequence-number] deny igmp source destination [igmp-message] [dscp dscp | precedence 
precedence] 

Internet Protocol v4（IPv4）

[sequence-number] deny ip source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

Transmission Control Protocol（TCP; 伝送制御プロトコル）

[sequence-number] deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] 
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence 
precedence] [fragments] [log] [time-range time-range-name] [flags] [established]

User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）

[sequence-number] deny udp source operator port [port] destination [operator port [port] 
[dscp dscp | precedence precedence]
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シンタックスの説明 sequence-number （任意）deny コマンドのシーケンス番号です。指定すると、コマンドはアクセス 
リスト内の指定された番号の位置に挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内
のルールの順番を維持します。

シーケンス番号の有効範囲は、1 から 4294967295 までの整数です。

デフォルトでは、ACL の 初のルールのシーケンス番号が 10 となります。

シーケンス番号を指定しない場合は、ルールは ACL の 後に追加され、直前の

ルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス番号が割り当てられます。

ルールにシーケンス番号を再度割り当てるには、resequence コマンドを使用し

ます。

protocol ルールが一致するパケットのプロトコルの名前または番号です。有効な番号は、

0 ～ 255 です。有効なプロトコル名として指定できるのは、次のキーワードで

す。

 • icmp：このルールが ICMP トラフィックだけに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に

対するキーワードに加えて、icmp-message 引数も使用できます。

 • igmp：このルールが IGMP トラフィックだけに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に

対するキーワードに加えて、igmp-type 引数も使用できます。

 • ip：このルールがすべての IPv4 トラフィックに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、他に使用できるキーワードと引数は

すべての IPv4 プロトコルに適用されるものだけとなります。使用できる

キーワードには次のものがあります。

 – dscp

 – precedence

 • tcp：このルールが TCP トラフィックだけに適用されることを指定します。

このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に対す

るキーワードに加えて、flags および operator 引数も使用できます。

 • udp：このルールが UDP トラフィックだけに適用されることを指定します。

このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に対す

るキーワードに加えて、operator 引数も使用できます。

source ルールに一致する送信元 IPv4 アドレスです。この引数を指定する方法の詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照して

ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アドレスです。この引数を指定する方法の詳細につ

いては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照してく

ださい。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビットの Diffserv 値が IP ヘッダーの DSCP フィールドに存

在するパケットだけがこのルールに一致することを指定します。dscp 引数には、

次の数値またはキーワードを指定できます。

 • 0 ～ 63：DSCP フィールドの 6 ビットと等価な 10 進数値です。たとえば、

10 を指定すると、ルールに一致するのは DSCP フィールドのビットが 
001010 であるパケットだけとなります。

 • af11：Assured Forwarding（AF）クラス 1、低ドロップ確率（001010）

 • af12：AF クラス 1、中程度ドロップ確率（001100）

 • af13：AF クラス 1、高ドロップ確率（001110）

 • af21：AF クラス 2、低ドロップ確率（010010）

 • af22：AF クラス 2、中程度ドロップ確率（010100）

 • af23：AF クラス 2、高ドロップ確率（010110）

 • af31：AF クラス 3、低ドロップ確率（011010）

 • af32：AF クラス 3、中程度ドロップ確率（011100）

 • af33：AF クラス 3、高ドロップ確率（011110）

 • af41：AF クラス 4、低ドロップ確率（100010）

 • af42：AF クラス 4、中程度ドロップ確率（100100）

 • af43：AF クラス 4、高ドロップ確率（100110）

 • cs1：クラス セレクタ（CS）1、プレシデンス 1（001000）

 • cs2：CS2、プレシデンス 2（010000）

 • cs3：CS3、プレシデンス 3（011000）

 • cs4：CS4、プレシデンス 4（100000）

 • cs5：CS5、プレシデンス 5（101000）

 • cs6：CS6、プレシデンス 6（110000）

 • cs7：CS7、プレシデンス 7（111000）

 • default：デフォルト DSCP 値（000000）

 • ef：Expedited Forwarding（EF）（101110）
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precedence 
precedence

（任意）precedence 引数によって指定された値が IP プレシデンス フィールドに

存在するパケットだけがこのルールに一致することを指定します。precedence 
引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

 • 0 ～ 7：IP プレシデンス フィールドの 3 ビットと等価な 10 進数値です。た

とえば、3 を指定すると、ルールに一致するのは DSCP フィールドのビット

が 011 であるパケットだけとなります。

 • critical：プレシデンス 5（101）

 • flash：プレシデンス 3（011）

 • flash-override：プレシデンス 4（100）

 • immediate：プレシデンス 2（010）

 • internet：プレシデンス 6（110）

 • network：プレシデンス 7（111）

 • priority：プレシデンス 1（001）

 • routine：プレシデンス 0（000）
icmp-message （ICMP のみ：任意）ルールに一致する ICMP メッセージ タイプです。この引数

には、0 ～ 255 の整数または「使用上のガイドライン」セクションの「ICMP 
メッセージ タイプ」に記載されているキーワードの 1 つを指定できます。

igmp-message （IGMP のみ：任意）ルールに一致する IGMP メッセージ タイプです。

igmp-message 引数には、IGMP メッセージ番号（0 ～ 15 の整数）を指定できま

す。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

 • dvmrp：Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP）

 • host-query：ホスト クエリ

 • host-report：ホスト レポート

 • pim：Protocol Independent Multicast（PIM）

 • trace：マルチキャスト トレース
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デフォルト 新しく作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスにより ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を
足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド モード IPv4 ACL コンフィギュレーション（config-acl）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

operator port 
[port]

（任意：TCP および UDP のみ）ルールに一致するのは、operator 引数および 
port 引数の条件を満たす送信元ポートからのパケット、またはこれらの引数の条

件を満たす宛先ポートへのパケットだけとなります。これらの引数が送信元ポー

トと宛先ポートのどちらに適用されるかは、source 引数と destination 引数のど

ちらの後に指定されたかによって決まります。

port 引数には、TCP ポートまたは UDP ポートの名前または番号を指定できま

す。有効な番号は、0 ～ 65535 の整数です。有効なポート名のリストについて

は、「使用上のガイドライン」セクションの「TCP ポート名」および「UDP 
ポート名」を参照してください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が範囲となっている場合にだけ必要となり

ます。

operator 引数は、次のキーワードのうち 1 つにする必要があります。

 • eq：パケットのポートが port 引数と等しい場合にだけ一致します。

 • gt：パケットのポートが port 引数より大きい場合にだけ一致します。

 • lt：ポートが port 引数より小さい場合にだけ一致します。

 • neq：パケットのポートが port 引数と等しくない場合にだけ一致します。

 • range：2 つの port 引数が必要で、パケットのポートが 初の port 引数以

上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

flags （TCP のみ：任意）ルールに一致する TCP コントロール ビット フラグです。

operator 引数の値は、次の 1 つまたは複数のキーワードにする必要があります。

 • ack

 • fin

 • psh

 • rst

 • syn

 • urg

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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deny (IPv4)
使用上のガイドライン デバイスは、IPv4 ACL をパケットに適用するときに、その ACL のすべてのルールについてパケット

を評価します。ルールの条件をパケットが満たしていれば、そのルールが採用されます。複数のルール

の条件を満たしている場合は、シーケンス番号が も小さいルールが採用されます。

送信元と宛先

source 引数と destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数

の 1 つを指定するのに使用する方法は、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設定するとき

は、次の方法を使用して source 引数と destination 引数を指定します。

 • アドレスおよびネットワーク ワイルドカード：IPv4 アドレスの後にネットワーク ワイルドカード

を使用して、ホストまたはネットワークを送信元または宛先として指定できます。構文は次のよう

になります。

IPv4-address network-wildcard

次に、IPv4 アドレスとサブネット 192.168.67.0 を表すネットワーク ワイルドカードを使用して 
source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any

 • アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask（VLSM; 可変長サブネット マスク）：IPv4 アドレス

の後に VLSM を使用して、ホストまたはネットワークを送信元または宛先として指定できます。

構文は次のようになります。

IPv4-address/prefix-len

次に、IPv4 アドレスとサブネット 192.168.67.0 を表す VLSM を使用して source 引数を指定する

例を示します。

switch(config-acl)# deny udp 192.168.67.0/24 any

 • ホスト アドレス：host キーワードと IPv4 アドレスを使用して、ホストを送信元または宛先として

指定できます。構文は次のようになります。

host IPv4-address

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードと 192.168.67.132 という IPv4 アドレスを使用して source 引数を指定する

例を示します。

switch(config-acl)# deny icmp host 192.168.67.132 any

 • 任意のアドレス：any キーワードを使用すると、送信元または宛先が任意の IPv4 アドレスである

ことを指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクションの例を参照してく

ださい。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方法が示されて

います。

ICMP メッセージ タイプ

icmp-message 引数には ICMP メッセージ番号（0 ～ 255 の整数）を指定できます。次のキーワードの 
1 つを指定することもできます。

 • administratively-prohibited：管理上禁止

 • alternate-address：代替アドレス

 • conversion-error：データグラム変換

 • dod-host-prohibited：禁止ホスト

 • dod-net-prohibited：禁止されていない
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 • echo：エコー（ping）

 • echo-reply：エコー応答

 • general-parameter-problem：パラメータの問題

 • host-isolated：分離ホスト

 • host-precedence-unreachable：プレシデンスが到達不可能なホスト

 • host-redirect：ホスト リダイレクト

 • host-tos-redirect：ToS ホスト リダイレクト

 • host-tos-unreachable：ToS が到達不可能なホスト

 • host-unknown：不明ホスト

 • host-unreachable：到達不可能なホスト

 • information-reply：情報応答

 • information-request：情報要求

 • mask-reply：マスク応答

 • mask-request：マスク要求

 • mobile-redirect：モバイル ホスト リダイレクト

 • net-redirect：ネットワーク リダイレクト

 • net-tos-redirect：ToS ネット リダイレクト

 • net-tos-unreachable：ToS が到達不可能なネットワーク

 • net-unreachable：到達不可能なネット

 • network-unknown：不明ネットワーク

 • no-room-for-option：パラメータが必要であるが空きスペースがない

 • option-missing：パラメータが必要であるが存在しない

 • packet-too-big：フラグメント化と DF セットが必要

 • parameter-problem：すべてのパラメータの問題

 • port-unreachable：到達不可能なポート

 • precedence-unreachable：プレシデンス カットオフ

 • protocol-unreachable：到達不可能なプロトコル

 • reassembly-timeout：再アセンブリ タイムアウト

 • redirect：すべてのリダイレクト

 • router-advertisement：ルータ ディスカバリ アドバタイズメント

 • router-solicitation：ルータ ディスカバリ要求

 • source-quench：送信元クエンチ

 • source-route-failed：送信元ルート失敗

 • time-exceeded：すべての time-exceeded メッセージ

 • timestamp-reply：タイムスタンプ応答

 • timestamp-reply：タイムスタンプ要求

 • traceroute：Traceroute

 • ttl-exceeded：TTL 超過
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 • unreachable：すべての到達不能

TCP ポート名

protocol 引数に tcp を指定した場合は、port 引数に TCP ポート番号（0 ～ 65535 の整数）を指定でき

ます。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

bgp：ボーダー ゲートウェイ プロトコル（179）

chargen：文字ジェネレータ（19）

cmd：リモート コマンド（rcmd、514）

daytime：Daytime（13）

discard：廃棄（9）

domain：ドメイン ネーム サーバ（53）

drip：ダイナミック ルーティング情報プロトコル（3949）

echo：エコー（7）

exec：EXEC（rsh、512）

finger：フィンガー（79）

ftp：FTP（21）

ftp-data：FTP データ接続（2）

gopher：Gopher（7）

hostname：NIC ホスト名サーバ（11）

ident：Ident プロトコル（113）

irc：インターネット リレー チャット（194）

klogin：Kerberos ログイン（543）

kshell：Kerberos シェル（544）

login：ログイン（rlogin、513）

lpd：プリンタ サービス（515）

nntp：Network News Transport Protocol（119）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

pop2：Post Office Protocol v2（19）

pop3：Post Office Protocol v3（11）

smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

telnet：Telnet（23）

time：Time（37）

uucp：UNIX-to-UNIX Copy Program（54）

whois：WHOIS/NICNAME（43）

www：World Wide Web（HTTP、8）
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UDP ポート名

protocol 引数に udp を指定した場合は、port 引数に UDP ポート番号（0 ～ 65535 の整数）を指定でき

ます。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

biff：Biff（メール通知、comsat、512）

bootpc：Bootstrap Protocol（BOOTP）クライアント（68）

bootps：Bootstrap Protocol（BOOTP）サーバ（67）

discard：廃棄（9）

dnsix：DNSIX セキュリティ プロトコル監査（195）

domain：ドメイン ネーム サーバ（DNS、53）

echo：エコー（7）

isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（5）

mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

nameserver：IEN116 ネーム サービス（廃止、42）

netbios-dgm：NetBIOS データグラム サービス（138）

netbios-ns：NetBIOS ネーム サービス（137）

netbios-ss：NetBIOS セッション サービス（139）

non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

ntp：Network Time Protocol（123）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

rip：ルーティング情報プロトコル（ルータ、in.route、52）

snmp：Simple Network Management Protocol（161）

snmptrap：SNMP トラップ（162）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

syslog：システム ロガー（514）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

time：Time（37）

who：Who サービス（rwho、513）

xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）

例 次に、acl-lab-01 という名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。この ACL のルールでは、

10.23.0.0 および 192.168.37.0 ネットワークから 10.176.0.0 ネットワークへのすべての TCP および 
UDP トラフィックを拒否し、 後のルールでその他の IPv4 トラフィックを許可します。

switch# config t
switch(config)# ip access-list acl-lab-01
switch(config-acl)# deny tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# deny udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
121
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

D コマンド 

deny (IPv4)
switch(config-acl)# permit ip any any

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL にリマークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。

statistics per-entry ACL 内の各エントリに対する統計情報の収集をイネーブルにします。
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deny (MAC)
条件に一致するトラフィックを拒否する MAC アクセス コントロール リスト（ACL）を作成するには、

deny コマンドを使用します。ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

[sequence-number] deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]

no deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]

no sequence-number

シンタックスの説明

デフォルト 新しく作成された MAC ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスにより ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を
足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド モード MAC ACL コンフィギュレーション（config-mac-acl）

サポートされるユーザの役割 network-admin

sequence-number （任意）deny コマンドのシーケンス番号です。指定すると、コマンドはアクセ

ス リスト内の指定された番号の位置に挿入されます。シーケンス番号は、

ACL 内のルールの順番を維持します。

シーケンス番号の有効範囲は、1 から 4294967295 までの整数です。

デフォルトでは、ACL の 初のルールのシーケンス番号が 10 となります。

シーケンス番号を指定しない場合は、ルールは ACL の 後に追加され、直前

のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス番号が割り当てられます。

ルールにシーケンス番号を再度割り当てるには、resequence コマンドを使用

します。

source ルールに一致する送信元 MAC アドレスです。この引数を指定する方法の詳細

については、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照

してください。

destination ルールに一致する宛先 MAC アドレスです。この引数を指定する方法の詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照し

てください。

protocol （任意）ルールに一致するプロトコル番号です。有効なプロトコル番号の範囲

は 0x0 から 0xffff です。有効なプロトコル名のリストについては、「使用上の

ガイドライン」セクションの「MAC プロトコル」を参照してください。

cos cos-value （任意）cos-value 引数で指定された Class of Service（CoS; サービス クラス）

値が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパケットだけがこのルールに一致するこ

とを指定します。cos-value 引数に指定できるのは、0 ～ 7 の整数です。

vlan VLAN-ID （任意）指定された VLAN ID が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパケットだ

けがこのルールに一致することを指定します。VLAN-ID 引数に指定できるの

は、1 ～ 4094 の整数です。
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コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバイスは、MAC ACL をパケットに適用するときに、その ACL のすべてのルールについてパケット

を評価します。ルールの条件をパケットが満たしていれば、そのルールが採用されます。複数のルール

の条件を満たしている場合は、シーケンス番号が も小さいルールが採用されます。

送信元と宛先

source 引数と destination 引数は 2 つの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数の 1 
つを指定するのに使用する方法は、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設定するときは、

次の方法を使用して source 引数と destination 引数を指定します。

 • アドレスとマスク：MAC アドレスの後にマスクを使用して、1 つのアドレスまたはアドレスのグ

ループを指定できます。構文は次のようになります。

MAC-address MAC-mask

次に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を使用して source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any

次に、MAC ベンダー コードが 00603e であるすべてのホストの MAC アドレスを使用して 
destination 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000

 • 任意のアドレス：any キーワードを使用すると、送信元または宛先が任意の MAC アドレスである

ことを指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクションの例を参照してく

ださい。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方法が示されて

います。

MAC プロトコル

protocol 引数は、MAC プロトコル番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、先頭に 0x 
が付く 4 バイトの 16 進数です。有効なプロトコル番号の範囲は 0x0 から 0xffff です。有効なキーワー

ドには、次のとおりです。

 • aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

 • appletalk：Appletalk（0x809b）

 • decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

 • diagnostic：DEC Diagnostic Protocol（0x6005）

 • etype-6000：EtherType 0x6000（0x6000）

 • etype-8042：EtherType 0x8042（0x8042）

 • ip：Internet Protocol v4（0x0800）

 • lat：DEC LAT（0x6004）

 • lavc-sca：DEC LAVC、SCA（0x6007）

 • mop-console：DEC MOP リモート コンソール（0x6002）

 • mop-dump：DEC MOP ダンプ（0x6001）

 • vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、mac-ip-filter という名前の MAC ACL を設定する例を示します。この ACL のルールでは、2 つ
の MAC アドレス グループ間のすべての非 IPv4 トラフィックを許可します。

switch# config t
switch(config)# mac access-list mac-ip-filter
switch(config-mac-acl)# deny 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff 
ip
switch(config-mac-acl)# permit any any

関連コマンド コマンド 説明

mac access-list MAC ACL を設定します。

permit（MAC） MAC ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL にリマークを設定します。

show mac access-list すべての MAC ACL または 1 つの MAC ACL を表示します。

statistics per-entry ACL 内の各エントリに対する統計情報の収集をイネーブルにします。
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description (interface) 
インターフェイスの説明を追加して、実行コンフィギュレーションに保存するには、description コマ

ンドを使用します。インターフェイスの説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description text 

no description

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン .

例 次に、インターフェイスの説明を追加して実行コンフィギュレーションに保存する例を示します。

switch(config-if)# description Ethernet port 3 on module 1

次に、インターフェイスの説明を削除する例を示します。

switch(config-if)# no description Ethernet port 3 on module 1

関連コマンド

text インターフェイスについての説明です。 大文字数は 80 文字です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

interface vethernet 仮想イーサネット インターフェイスを作成します。

interface port-channel ポート チャネル インターフェイスを作成します。

interface ethernet イーサネット インターフェイスを作成します。

interface mgmt 管理インターフェイスを設定します。

show interface インターフェイスの説明を含むステータスを表示します。
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description (NetFlow) 
フロー レコード、フロー モニタ、またはフロー エクスポータに説明を追加するには、description コ
マンドを使用します。説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description line 

no description

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー レコード（config-flow-record）

NetFlow フロー エクスポータ（config-flow-exporter）

Netflow フロー モニタ（config-flow-monitor）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、フロー レコードに説明を追加する例を示します。

n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# description Ipv4flow

次に、フロー エクスポータに説明を追加する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# description ExportHamilton

次に、フロー モニタに説明を追加する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor MonitorTest
n1000v(config-flow-monitor)# description Ipv4Monitor

line 63 文字以下の説明です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) 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

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。
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description (QoS) 
QoS クラス マップおよびポリシー マップに説明を追加するには、description コマンドを使用します。

説明を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

description text

no description text

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード QoS クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap-qos） 
QoS ポリシー マップ コンフィギュレーション（config-pmap-qos）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポリシー マップに説明を追加する例を示します。

switch(config)# policy-map my_policy1
switch(config-pmap)# description this policy applies to input packets
switch(config-pmap)# 

関連コマンド

text クラス マップまたはポリシー マップに関する 200 文字以下の説明です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

class-map クラス マップを作成または修正します。

policy-map ポリシー マップを作成または変更します。
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description (role)
description (role) 
ロールの説明を追加するには、description コマンドを使用します。ロールの説明を削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

description string 

no description

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ロール コンフィギュレーション（config-role）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン なし

例 次に、ロールに説明を追加する例を示します。

switch(config-role)# description admin

次に、ロールの説明を削除する例を示します。

switch(config-role)# no description admin

関連コマンド

ストリング ロールについての説明です。文字列にはスペースを含むことができます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

username ロールの割り当てを含む、ユーザ アカウントの作成を行います。

show role ロールの設定を表示します。
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description (SPAN) 
description (SPAN) 
SPAN セッションに説明を追加するには、description コマンドを使用します。説明を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

description string 

no description

シンタックスの説明

デフォルト ブランク（説明なし）

コマンド モード SPAN モニタ コンフィギュレーション（config-monitor）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン なし

例 次に、SPAN セッションに説明を追加する例を示します。

switch# config t
switch(config)# monitor session 8 
switch(config-monitor)# description span_session_8a
switch(config-monitor)#

次に、SPAN セッションから説明を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# monitor session 8 
switch(config)# no description span_session_8a
switch(config-monitor)#

関連コマンド

ストリング 32 文字以下の英数字で説明を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show monitor session セッションの情報を表示します。
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destination (NetFlow)
destination (NetFlow) 
宛先 IP アドレスまたは VRF を NetFlow フロー エクスポータに追加するには、destination コマンドを

使用します。IP アドレスまたは VRF を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

destination {ipaddr | ipv6addr} [use-vrf vrf_name] 

no destination

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ コンフィギュレーション（config-flow-exporter）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポータに宛先 IP アドレスを追加する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# destination 192.0.2.1

次に、フロー エクスポータから IP アドレスを削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# no destination 192.0.2.1

関連コマンド

ipaddr コレクタの宛先 IP アドレスです。

ipv6addr コレクタの宛先 IPv6 アドレスです。

use-vrf vrf_name （任意）オプションの VRF ラベルです。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。
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destination (NetFlow) 
show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。

コマンド 説明
133
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

D コマンド 

destination interface (SPAN)
destination interface (SPAN) 
コピーされたソース パケットの宛先として機能する SPAN セッションのポートを設定するには、

destination interface コマンドを使用します。宛先インターフェイスを削除するには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

destination interface type number(s)_or_range

no destination interface type number(s)_or_range

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード SPAN モニタ コンフィギュレーション（config-monitor）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン SPAN の宛先ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートとしてすでに設定されている必要があ

ります。

SPAN セッションは、デフォルトではシャットダウン状態で作成されます。

既存の SPAN セッションを作成すると、追加の設定はすべてそのセッションに追加されます。セッ

ションから以前の設定を確実に消去するには、no monitor session コマンドを使用して先にセッション

を削除します。

例 次に、コピーされたソース パケットの宛先となる SPAN セッションのイーサネット インターフェイス 
2/5 および 3/7 を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# monitor session 8 
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5, ethernet 3/7

ethernet 
slot/port_or_range

SPAN の宛先イーサネット インターフェイスを指定します。

port-channel 
number(s)_or_range

SPAN の宛先ポート チャネルを指定します。

vethernet 
number(s)_or_range

SPAN の宛先仮想イーサネット インターフェイスを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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destination interface (SPAN)  
次に、宛先イーサネット インターフェイス 2/5 から SPAN の設定を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# monitor session 8 
switch(config-monitor)# no destination interface ethernet 2/5

関連コマンド コマンド 説明

show interface 指定した宛先インターフェイスのインターフェイス トランキング設定を表

示します。

show monitor イーサネットの SPAN 情報を表示します。

monitor session 指定した SPAN モニタ セッションを開始します。
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dir
dir 
ディレクトリまたはファイルの内容を表示するには、dir コマンドを使用します。

dir [bootflash: | debug: | log: | volatile:]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 現在の作業ディレクトリを識別するには、pwd コマンドを使用します。

現在の作業ディレクトリを変更するには、cd コマンドを使用します。

例 次に、bootflash: ディレクトリの内容を表示する例を示します。

switch# dir bootflash:

関連コマンド

bootflash: （任意）ディレクトリまたはファイル名を指定します。

debug: （任意）拡張フラッシュのディレクトリまたはファイル名を指定します。

log: （任意）ログ フラッシュのディレクトリまたはファイル名を指定します。

volatile: （任意）揮発性フラッシュのディレクトリまたはファイル名を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

pwd 現在の作業ディレクトリを表示します。
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domain id 
domain id 
ドメイン ID を割り当てるには、domain id コマンドを使用します。ドメイン ID を削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

domain id number 

no domain id

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ドメイン コンフィギュレーション（config-svs-domain）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Cisco Nexus 1000V をインストールする際、セットアップ ユーティリティでは、ドメイン ID、コント

ロール VLAN、パケット VLAN など、ドメインの設定が求められます。

例 次に、ドメイン ID を割り当てる例を示します。

switch# config t
switch(config)# sve-domain
switch(config-svs-domain)# domain-id number 32
switch(config-svs-domain)# 

次に、ドメイン ID を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# sve-domain
switch(config-svs-domain)# no domain-id number 32
switch(config-svs-domain)# 

関連コマンド

number ドメイン ID 番号を指定します。指定できるドメイン ID は 1 ～ 4095 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs domain ドメインの設定を表示します。
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dscp (NetFlow)
dscp (NetFlow) 
Differentiated Services Codepoint（DSCP; DiffServ コード ポイント）を NetFlow フロー エクスポー

タに追加するには、dscp コマンドを使用します。DSCP を削除するには、このコマンドの no 形式を使

用します。

dscp value 

no dscp

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ コンフィギュレーション（config-flow-exporter）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン なし

例 次に、NetFlow フロー エクスポータに DSCP を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# dscp 2
switch(config-flow-exporter)#

次に、NetFlow フロー エクスポータから DSCP を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# no dscp 2
switch(config-flow-exporter)#

関連コマンド

value 0 ～ 63 の範囲で DSCP を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。
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dscp (NetFlow) 
show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。

コマンド 説明
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dscp (NetFlow)
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この章では、コマンド名が E で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

echo
引数を端末画面にエコー バックするには、echo コマンドを使用します。

echo [backslash-interpret] [text]

シンタックスの説明

デフォルト 空白行を表示します。

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドをコマンド スクリプトで使用すると、スクリプトの実行中に情報を表示できます。

表 3 に、-e または backslash-interpret キーワードを指定したときにテキストに挿入できるフォーマッ

ト キーワードの一覧を示します。

-e （任意）バックスラッシュ文字（\）に続く任意の文字がフォーマット オプ

ションとして解釈されます。

backslash-interpret （任意）バックスラッシュ文字（\）に続く任意の文字がフォーマット オプ

ションとして解釈されます。

text （任意）表示するテキスト文字列を指定します。このテキスト文字列は 200 
文字以下の長さの英数字で、大文字と小文字を区別し、スペースを含むこ

とができます。ここには、CLI 変数への参照も含めることができます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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echo
例 次に、コマンド プロンプトで空白行を表示する例を示します。

switch# echo

次に、コマンド プロンプトで 1 行のテキストを表示する例を示します。

switch# echo Script run at $(TIMESTAMP).
Script run at 2008-08-12-23.29.24.

次に、テキスト文字列でフォーマット オプションを使用する例を示します。

switch# echo backslash-interpret This is line #1. \nThis is line #2.
This is line #1.
This is line #2.

関連コマンド

表 3 echo コマンドのフォーマット オプション 

フォーマット 
オプション 説明

\b バック スペース。

\c テキスト文字列の 後にある改行文字を削除します。

\f 改ページ文字を挿入します。

\n 改行文字を挿入します。

\r テキスト行の先頭に戻ります。

\t 水平タブ文字を挿入します。

\v 垂直タブ文字を挿入します。

\\ バックスラッシュ文字を表示します。

\nnn 対応する ASCII 8 進文字を表示します。

コマンド 説明

run-script コマンド スクリプトを実行します。
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end
end 
コンフィギュレーション モードを終了して特権 EXEC モードに戻るには、end コマンドを使用します。

end

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン exit コマンドではこのコマンドとは異なり、前のコンフィギュレーション モードに戻ります。end コ
マンドでは常に、コンフィギュレーション モードを完全に終了して、特権 EXEC モードに戻ります。

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードのセッションを終了して、特権 EXEC モードに戻る

例を示します。

switch(config)# end
switch#

次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードのセッションを終了して、特権 EXEC モード

に戻る例を示します。

switch(config-if)# end
switch#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

exit 現在のコマンド モードを終了し、前のコマンド モードに戻ります。
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errdisable detect cause
errdisable detect cause
インターフェイスが errdisable になった原因の検出を開始するには、errdisable detect cause 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。デフォルトの設定

を復元するには、このコマンドの default 形式を使用します。

errdisable detect cause {acl-exception | all | arp-inspection | dhcp-rate-limit | link-flap | 
loopback}

no errdisable detect cause {acl-exception | all | arp-inspection | dhcp-rate-limit | 
link-flap | loopback}

default errdisable detect cause {acl-exception | all | arp-inspection | dhcp-rate-limit | 
link-flap | loopback}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アプリケーションのエラー検出をイネーブルにするには、errdisable detect cause コマンドを使用しま

す。

errdisable 状態は、リンクダウン状態と似た動作状態です。インターフェイスを errdisable 状態から手

動で回復するには、shutdown コマンドを入力した後、no shutdown コマンドを入力する必要がありま

す。

例 次に、すべてのアプリケーションに関する errdisable 状態の原因を検出する例を示します。

switch(config)# errdisable detect cause all

acl- 
exception

アクセス リストのインストール エラーに関する errdisable 検出をイネーブル

にします。

all すべての原因に対する errdisable 検出をイネーブルにします。

arp-inspection ARP インスペクションに対する errdisable 検出をイネーブルにします。

dhcp-rate-limit DHCP レート制限に対する errdisable 検出をイネーブルにします。

link-flap リンクステート フラッピングに対する errdisable 検出をイネーブルにします。

loopback ループバックに対する errdisable 検出をイネーブルにします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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errdisable detect cause  
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

shutdown ポートを管理上のダウン状態にします。

no shutdown ポートを管理上のアップ状態にします。

show interface status 
err-disabled

現在 errdisable 状態になっているインターフェイスを表示します。
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errdisable recovery cause
errdisable recovery cause
error-disabled（errdisable）状態のアプリケーションの自動回復をイネーブルにするには、errdisable 
recovery cause 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。デフォルトの設定を復元するには、このコマンドの default 形式を使用します。

errdisable recovery cause {all | arp-inspection | bpduguard | dhcp-rate-limit | link-flap 
| failed-port-state | psecure-violation | security-violation | storm-control | udld | 
vpc-peerlink}

no errdisable recovery cause {all | arp-inspection | bpduguard | dhcp-rate-limit | 
link-flap | psecure-violation | security-violation | storm-control | udld | 
vpc-peerlink}

default errdisable recovery cause {all | arp-inspection | bpduguard | dhcp-rate-limit | 
link-flap | psecure-violation | security-violation | storm-control | udld | 
vpc-peerlink}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

all すべての原因による errdisable 状態からの自動回復をイネーブルにします。

arp-inspection ARP インスペクションのエラー状態からの自動回復をイネーブルにします。

bpduguard BPDU ガードの errdisable 状態からの自動回復をイネーブルにします。

dhcp-rate-limit DHCP レート制限のエラー状態からの自動回復をイネーブルにします。

link-flap リンクステート フラッピングからの自動回復をイネーブルにします。

failed-port 
state

Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）のポート状態

設定障害からのタイマーによる自動回復をイネーブルにします。

psecure- 
violation

ポート セキュリティ違反でのディセーブル状態からのタイマーによる自動回

復をイネーブルにします。

security- 
violation

802.1X 違反によるディセーブル状態からの自動回復をイネーブルにします。

storm- 
control

ストーム制御による errdisable 状態からの自動回復をイネーブルにします。

udld UDLD の errdisable 状態からの自動回復をイネーブルにします。

vpc-peerlink virtual port channel（vPC; 仮想ポート チャネル）ピア リンクの errdisable 状
態からの自動回復をイネーブルにします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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errdisable recovery cause  
使用上のガイドライン errdisable 状態のアプリケーションの自動回復をインターフェイスでイネーブルにするには、

errdisable recovery cause コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、errdisable 状態からの

インターフェイスの回復が行われ、すべての原因がタイムアウトすると処理が再開されます。インター

フェイスは、300 秒後に自動的に再度アップになります。この間隔を変更するには、errdisable 
recovery interval コマンドを使用します。

例 次に、回復タイマーをイネーブルにした後にリンク フラッピングの errdisable 状態から自動的に回復す

る例を示します。

switch(config)# errdisable recovery cause link-flap
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

errdisable recovery 
interval

リカバリ タイマーをイネーブルにします。

show interface status 
err-disabled

インターフェイスの errdisable 状態を表示します。
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errdisable recovery interval
errdisable recovery interval
回復タイマーをイネーブルにするには、errdisable recovery interval コマンドを使用します。

errdisable recovery interval interval

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト 300 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 回復タイマーを設定するには、errdisable recovery interval コマンドを使用します。

例 次に、回復タイマーを設定する例を示します。

switch(config)# errdisable recovery interval 32
switch(config)#

関連コマンド

interval アクセス リストのインストール エラーに関するエラー検出です。指定できる

範囲は 30 ～ 65535 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

errdisable recovery 
cause

アプリケーションの errdisable からの回復をイネーブルにします。

show interface status 
err-disabled

インターフェイスの errdisable 状態を表示します。
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exec-timeout
exec-timeout 
アクティブでない状態のままの Telnet または SSH セッションを自動的にシャットダウンするまでの時

間（分単位）を設定するには、exec-timeout コマンドを使用します。exec-timeout の設定を削除する

には、このコマンドの no 形式を使用します。

exec-timeout time

no exec-timeout [time]

シンタックスの説明

デフォルト タイムアウトは設定されていません。

コマンド モード コンソール コンフィギュレーション（config-console）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン time を 0 に設定すると、exec-timeout はディセーブルになります。

例 次に、コンソール ポートの非アクティブ セッションのタイムアウトを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line console
switch(config-com1)# exec-timeout 20

次に、仮想端末の非アクティブ セッションのタイムアウトを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line vty
switch(config-line)# exec-timeout 20

次に、コンソール ポートの exec-timeout を削除する例を示します。

switch(config)# configure terminal
DocTeamVSM(config)# line console
switch(config-console)# no exec-timeout
switch(config-console)# 

time タイムアウト時間です（分単位）。有効な値の範囲は、0 ～ 525600 です。

この指定時間より長い間アクティブでなかったセッションは、自動的に閉じられます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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exec-timeout
関連コマンド コマンド 説明

show terminal タイムアウト値などの端末の設定を表示します。

show users 現在アクティブなユーザ セッションを表示します。
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exit
exit 
コンフィギュレーション モードまたは CLI を終了するには、exit コマンドを使用します。

exit

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、グローバル コンフィギュレーション モードを終了する例を示します。CLI は EXEC モードに戻

ります。

switch(config)# exit
switch#

次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了する例を示します。CLI はグローバル 
コンフィギュレーション モードに戻ります。

switch(config-if)# exit
switch(config)#

次に、CLI を終了する例を示します。

switch# exit

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

end EXEC コマンド モードに戻ります。
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exit
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この章では、コマンド名が F で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

find
特定の文字列で始まるファイル名を検索するには、find コマンドを使用します。

find filename-prefix

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン find コマンドを使用すると、現在の作業ディレクトリの下にあるサブディレクトリがすべて検索され

ます。cd コマンドと pwd コマンドを使用して、 初に検索するディレクトリに移動することができま

す。

例 次に、「ospf」で始まるファイル名を表示する例を示します。

switch# find ospf
/usr/bin/find: ./lost+found: Permission denied

filename-prefix ファイル名の 初の部分または全体を指定します。ファイル名のプレフィ

クスでは、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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find
./ospf-gr.cfg

./ospfgrconfig

./ospf-gr.conf

関連コマンド コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
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flow exporter 
flow exporter 
フロー レコードを NetFlow コレクタ サーバにエクスポートする際の場所と方法を定義する Flexible 
NetFlow フロー エクスポータを作成または変更するには、flow exporter コマンドを使用します。フ

ロー エクスポータを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

flow exporter exporter-name

no flow exporter exporter-name

シンタックスの説明

デフォルト フロー エクスポータは、作成するまで設定に存在しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、FLOW-EXPORTER-1 を作成して設定する例を示します。

switch(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
switch(config-flow-exporter)# description located in Pahrump, NV
switch(config-flow-exporter)# destination A.B.C.D
switch(config-flow-monitor)# dscp 32
switch(config-flow-monitor)# source mgmt0
switch(config-flow-monitor)# transport udp 59
switch(config-flow-monitor)# version 9

次に、FLOW-EXPORTER-1 を削除する例を示します。

switch(config)# no flow exporter FLOW-EXPORTER-1
switch(config)#

関連コマンド

exporter-name 作成または修正するフロー エクスポータの名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear flow exporter フロー モニタをクリアします。

show flow exporter フロー モニタのステータスと統計情報を表示します。
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flow exporter
description フロー レコード、フロー モニタ、またはフロー エクスポータに説明を追加

します。

destination 宛先 IP アドレスを NetFlow フロー エクスポータに追加します。

dscp Differentiated Services Codepoint（DSCP; DiffServ コード ポイント）をフ

ロー エクスポータに追加します。

source mgmt NetFlow フロー レコードのソースとして指定される管理インターフェイス

をフロー エクスポータに追加します。

transport udp NetFlow コレクタへの到達に使用される宛先 UDP ポートをフロー エクス

ポータに追加します。

version 9 NetFlow エクスポータの NetFlow エクスポートのバージョンが 9 であるこ

とを指定します。

コマンド 説明
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flow monitor 
flow monitor
Flexible NetFlow フロー モニタを作成するか、または既存の Flexible NetFlow フロー モニタを修正し、

Flexible NetFlow フロー モニタ コンフィギュレーション モードを開始するには、flow monitor コマン

ドを使用します。Flexible NetFlow フロー モニタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

flow monitor monitor-name

no flow monitor monitor-name 

シンタックスの説明

デフォルト フロー モニタは、作成するまで設定に存在しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン フロー モニタは、ネットワーク トラフィックのモニタリングを実行するインターフェイスに適用され

る Flexible NetFlow コンポーネントです。フロー モニタは、フロー モニタを作成した後で追加するレ

コードと、フロー モニタを 初のインターフェイスに適用した時点で自動的に作成されるキャッシュ

で構成されます。フロー データは、フロー モニタに対して設定されているレコードのキー フィールド

および非キー フィールドに基づいてモニタリング プロセスの間にネットワーク トラフィックから収集

され、フロー モニタ キャッシュに格納されます。

フロー モニタ コンフィギュレーション モードを開始すると、プロンプトが次のように変化します。

switch(config-flow-monitor)#

フロー モニタ コンフィギュレーション モードの間は、次のキーワードと引数を使用してフロー モニタ

を設定できます。

 • cache：キャッシュ サイズを指定します。指定できる範囲は 256 ～ 16384 エントリです。

 • description description：このフロー モニタの説明（63 文字以下）を指定します。

 • exit：現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

 • exporter name：レコードをエクスポートするエクスポータの名前を指定します。

 • no：コマンドを無効にするか、デフォルトの設定にします。

 • record {record-name | netflow ipv4 collection-type | netflow-original}：次に示すように、使用す

るフロー レコードを指定します。

monitor-name 作成または修正するフロー モニタの名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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flow monitor
 – record-name：レコードの名前です。

 – netflow ipv4 collection-type：次に示すように、従来の IPv4 NetFlow 収集方式を指定します。

original-input：従来の IPv4 入力 NetFlow を指定します。

original-output：従来の IPv4 出力 NetFlow を指定します。

protocol-port：プロトコルおよびポート集約方式を指定します。

 – netflow-original：従来の IPv4 入力 NetFlow と起点自律システムを指定します。

 • timeout {active | inactive}：次に示すように、フロー タイムアウト期間を指定します。

 – active：60 ～ 4092 秒の範囲で、アクティブまたはロング タイムアウトを指定します。

 – inactive：15 ～ 4092 秒の範囲で、非アクティブまたは通常タイムアウトを指定します。

netflow-original キーワードと original-input キーワードは同じであり、以下のコマンドと同等の効果

があります。

 • match ipv4 source address

 • match ipv4 destination address

 • match ip tos

 • match ip protocol

 • match transport source-port

 • match transport destination-port

 • match interface input

 • collect counter bytes

 • collect counter packet

 • collect timestamp sys-uptime first

 • collect timestamp sys-uptime last

 • collect interface output

 • collect transport tcp flags

original-output キーワードは、以下の場合を除いて original-input キーワードと同じです。

 • match interface output（match interface input ではない）

 • collect interface input（collect interface output ではない）

例 次に、FLOW-MONITOR-1 という名前のフロー モニタを作成して設定する例を示します。

switch(config)# flow monitor FLOW-MONITOR-1
switch(config-flow-monitor)# description monitor location las vegas, NV
switch(config-flow-monitor)# exporter exporter-name1
switch(config-flow-monitor)# record test-record
switch(config-flow-monitor)# netflow ipv4 original-input

関連コマンド コマンド 説明

clear flow monitor フロー モニタをクリアします。

show flow monitor フロー モニタのステータスと統計情報を表示します。
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flow record 
flow record
Flexible NetFlow フロー レコードを作成するか、または既存の Flexible NetFlow フロー レコードを修

正し、Flexible NetFlow フロー レコード コンフィギュレーション モードを開始するには、flow record 
コマンドを使用します。Flexible NetFlow フロー レコードを削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

flow record record-name

no flow record record-name 

シンタックスの説明

デフォルト フロー レコードは、作成するまで設定に存在しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Flexible NetFlow は、従来の NetFlow と同じようにキーおよび非キー フィールドを使用して、フロー

を作成し、キャッシュに格納します。Flexible NetFlow では、キー フィールドと非キー フィールドの

組み合わせをレコードと呼びます。従来の NetFlow と Flexible NetFlow はどちらも、送信元 IP アドレ

スまたは宛先 IP アドレスや、送信元または宛先のトランスポート プロトコル ポートなどの、IP デー

タグラム内のキー フィールドの値を使用します。これらの値は、ネットワーク トラフィックのモニタ

リング中にキャッシュに新しいフロー レコードを作成する時期を決定するための条件として使用され

ます。フローは、特定の送信元と特定の宛先の間のパケットのストリームと定義されます。NetFlow 
でパケットが分析されていずれかのキー フィールドの値が一意であることが検出されると、常に新し

いフローが作成されます。

フロー レコード コンフィギュレーション モードを開始すると、プロンプトが次のように変化します。

switch(config-flow-record)#

フロー レコード コンフィギュレーション モードの間は、次のキーワードと引数を使用してフロー レ
コードを設定できます。

 • collect：非キー フィールドを指定します。詳細については、collect コマンドを参照してください。

 • description description：このフロー レコードの説明（63 文字以下）を指定します。

 • exit：現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

 • match：キー フィールドを指定します。詳細については、match コマンドを参照してください。

 • no：コマンドを無効にするか、デフォルトの設定にします。

record-name 作成または修正するフロー レコードの名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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flow record
フロー レコードを作成すると、Cisco NX-OS によりデフォルトで次の match フィールドがイネーブル

になります。

 • match interface input

 • match interface output

 • match flow direction

例 次に、FLOW-RECORD-1 という名前のフロー レコードを作成し、Flexible NetFlow フロー レコード 
コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch(config)# flow record FLOW-RECORD-1
switch(config-flow-record)#

関連コマンド コマンド 説明

clear flow monitor フロー モニタをクリアします。

flow monitor フロー モニタを作成します。

show flow monitor フロー モニタのステータスと統計情報を表示します。
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format
format
外部フラッシュ デバイスをフォーマットして内容を消去し、工場出荷時の状態に戻すには、format コ
マンドを使用します。

format filesystem:

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトの Virtual Device Context（VDC; 仮想デバイス コンテキスト）でだけ使

用できます。

例 次に、外部フラッシュ デバイスをフォーマットする例を示します。

switch# format slot0:

関連コマンド

filesystem: ファイル システムの名前を指定します。有効な値は、bootflash、
logflash、slot0、usb1、または usb2 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
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from (table map)
from (table map)
テーブル マップで入力フィールド値から出力フィールド値へのマッピングのセットを指定するには、

from コマンドを使用します。

from source-value to dest-value

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード テーブル マップ コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、3 つのマップ元の値から対応するマップ先の値へのマッピングを作成する例を示します。

switch(config)# table-map cir-markdown-map
switch(config-tmap)# from 0 to 7
switch(config-tmap)# from 1 to 6
switch(config-tmap)# from 2 to 5

関連コマンド

source-value 0 ～ 63 の範囲でマップ元の値を指定します。

dest-value 0 ～ 63 の範囲でマップ先の値を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show table-map テーブル マップを表示します。
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この章では、コマンド名が G で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

gunzip
圧縮ファイルを解凍するには、gunzip コマンドを使用します。

gunzip filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 圧縮ファイルの名前に .gz 拡張子が含まれている必要があります。

ファイル名の一部として .gz 拡張子を入力する必要はありません。

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、Lempel-Ziv 1977（LZ77）コーディングを使用して圧縮を行います。

例 次に、圧縮ファイルを解凍する例を示します

switch# gunzip run_cnfg.cfg

filename ファイルの名前です。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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gunzip
関連コマンド コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。

gzip ファイルを圧縮します。
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gzip
gzip
ファイルを圧縮するには、gzip コマンドを使用します。

gzip filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、ファイルは、ファイル名の拡張子が .gz の圧縮ファイルに置き換えられま

す。

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、Lempel-Ziv 1977（LZ77）コーディングを使用して圧縮を行います。

例 次に、ファイルを圧縮する例を示します。

switch# gzip run_cnfg.cfg

関連コマンド

filename ファイルの名前です。ファイル名では、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

dir ディレクトリの内容を表示します。

gunzip 圧縮ファイルを解凍します。
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gzip
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この章では、コマンド名が I で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

install certificate 
証明書をインストールするには、install certificate コマンドを使用します。証明書を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

install certificate {bootflash: | default}

no install certificate

シンタックスの説明

デフォルト 証明書はインストールされていません。

コマンド モード SVS 接続コンフィギュレーション（config-svs-conn）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 作成できる SVS 接続は 1 つだけです。

例 次に、証明書をインストールする例を示します。

switch# configure terminal

bootflash: パスを指定します。

default デフォルトの証明書を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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install certificate
switch(config)# svs connect s1
switch(config-svs-conn)# install certificate default
switch(config-svs-conn)# 

次に、証明書を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connect s1
switch(config-svs-conn)# no install certificate default
switch(config-svs-conn)# 

関連コマンド コマンド 説明

show svs SVS の情報を表示します。
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install license bootflash:  
install license bootflash: 
VSM にライセンス ファイルをインストールするには、install license bootflash: コマンドを使用しま

す。

install license bootflash: filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード  任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  • 評価ライセンスが VSM にインストールされている場合は、 初にそれをアンインストールする必

要があります。詳細については、『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 
4.0(4)SV1(2)』を参照してください。

 • アクティブな VSM コンソール ポートにログインする必要があります。

 • このコマンドでは、license_file.lic という名前を使用してライセンス ファイルがインストールされ

ます。別の名前を指定できます。

 • 同じ VSM に複数のライセンスをインストールする場合は（ライセンス スタッキングとも呼ばれま

す）、各ライセンス キー ファイルの名前が一意であることを確認してください。

 • VSM にインストールする（スタックする）追加のライセンス ファイルごとに、この手順を繰り返

します。

例 次に、ライセンスを VSM のブートフラッシュにインストールした後、インストールされているファイ

ルを表示する例を示します。

n1000v# install license bootflash:license_file.lic 
Installing license ..done 
n1000v# show license file license.lic
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 1 \
        HOSTID=VDH=1575337335122974806 \
        NOTICE="<LicFileID>license.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

filename （任意）ライセンス ファイルの名前を指定します。名前を指定しないと、ライセン

スはデフォルトの名前を使用してインストールされます。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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install license bootflash:
        <PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show license file VSM に設定されているライセンスを表示することで、ライセンスのイン

ストールを確認します。

clear license ライセンスをアンインストールし（つまり、ライセンスを VSM から削除

し）、そのライセンスの対象になっていた VEM へのイーサネット イン

ターフェイスをシャットダウンします。

logging level license ライセンス メッセージをログに記録する重大度のレベルを指定します。

install license VSM にライセンス ファイルをインストールします。

svs license transfer 
src-vem

ソース VEM から別の VEM に、または使用可能なライセンスの VSM 
プールに、ライセンスを転送します。
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interface ethernet 
interface ethernet
イーサネット インターフェイスを設定するには、interface ethernet コマンドを使用します。

interface ethernet slot/port

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して指定したインターフェイスまたはイン

ターフェイス範囲を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで interface ethernet 
コマンドを使用します。

例 次に、スロット 2、ポート 1 のイーサネット インターフェイスを設定するためにインターフェイス コ
マンド モードを開始する例を示します。

switch# config t
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)#

関連コマンド

slot/port イーサネット インターフェイスのスロット番号とポート番号を指定しま

す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface 
ethernet slot/port

イーサネット インターフェイスに関する情報を表示します。
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interface loopback
interface loopback
ループバック インターフェイスを作成して設定するには、interface loopback コマンドを使用します。

ループバック インターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface loopback number

no interface loopback number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ループバック インターフェイスを作成または修正するには、interface loopback コマンドを使用しま

す。

例 次に、ループバック インターフェイスを作成する例を示します。

switch(config)# interface loopback 50
switch(config-if)#

関連コマンド

number インターフェイス番号を指定します。有効な値は、0 ～ 1023 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface 
loopback

指定したループバック インターフェイスのトラフィックに関する情報を表

示します。
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interface mgmt 
interface mgmt
管理インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、

interface management コマンドを使用します。

interface mgmt0

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 管理インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始するには、

interface mgmt0 コマンドを使用します。

例 次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して管理インターフェイスを設定する

例を示します。

switch(config)# interface mgmt0
switch(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface mgmt0 管理インターフェイスのトラフィックに関する情報を表示します。
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interface port-channel
interface port-channel
ポート チャネル インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

するには、interface port-channel コマンドを使用します。論理ポート チャネル インターフェイスま

たはサブインターフェイスを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface port-channel channel-number

no interface port-channel channel-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ポート チャネル グループを作成または削除し、そのポート チャネルのインターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始するには、interface port-channel コマンドを使用します。

ポートは、1 つのチャネル グループにだけ属すことができます。

interface port-channel コマンドを使用する場合は、次の注意事項に従ってください。

 • CDP を使用する場合は、ポート チャネル インターフェイス上ではなく物理インターフェイス上だ

けで設定します。

 • ポート チャネル インターフェイス上にスタティック MAC アドレスを割り当てない場合は、MAC 
アドレスが自動的に割り当てられます。スタティック MAC アドレスを割り当て、後で削除した場

合は、MAC アドレスが自動的に割り当てられます。

 • ポート チャネルの MAC アドレスは、チャネル グループに追加される 初の動作ポートのアドレ

スです。この 初に追加されたポートがチャネルから削除されると、次に追加された動作ポート

（存在する場合）の MAC アドレスになります。

例 次に、チャネル グループ番号が 50 のポート チャネル グループ インターフェイスを作成する例を示し

ます。

switch(config)# interface port-channel 50
switch(config-if)#

channel-number このポート チャネル論理インターフェイスに割り当てられているチャネ

ル番号です。有効値の範囲は、1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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interface port-channel 
関連コマンド コマンド 説明

show interface 
port-channel

指定のポート チャネル インターフェイス上のトラフィックに関する情報

を表示します。

show port-channel 
summary

ポート チャネルに関する情報を表示します。
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interface vethernet
interface vethernet
仮想イーサネット インターフェイスを作成し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始するには、interface vethernet コマンドを使用します。仮想イーサネット インターフェイスを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

interface vethernet number

no interface vethernet number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 
インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 仮想イーサネット インターフェイスを作成するには、interface vethernet コマンドを使用します。

例 次に、仮想イーサネット インターフェイスを作成する例を示します。

switch(config)# interface vethernet 50
switch(config-if)#

関連コマンド

number インターフェイス番号を指定します。有効な値は、1 ～ 1048575 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface 
vethernet number

指定した仮想イーサネット インターフェイスのトラフィックに関する情報

を表示します。
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ip access-list 
ip access-list 
アクセス リストを作成するには、ip access-list コマンドを使用します。アクセス リストを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

ip access-list {name | match-local-traffic}

no ip access-list {name | match-local-traffic}

シンタックスの説明

デフォルト アクセス リストは作成されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、アクセス リストを作成する例を示します。

switch(config)# configure terminal
switch(config)# ip access-list acl1
switch(config)# 

関連コマンド

name リスト名です。

match-local-traffic ローカルに生成されたトラフィックに対するアクセス リストの照合をイネーブ

ルにします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show access-lists アクセス リストを表示します。
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ip address
ip address 
IP ルートを作成するには、ip address コマンドを使用します。IP アドレスを削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

ip address {address mask | prefix} {next-hop | next-hop-prefix | interface-type 
interface-number} [tag tag-value | preference]

no ip address {address mask | prefix} {next-hop | next-hop-prefix | interface-type 
interface-number} [secondary | tag tag-value | preference]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、IP アドレスを作成する例を示します。

switch(config)# configure terminal
switch(config)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 x
switch(config)# 

address A.B.C.D の形式で IP アドレスを指定します。

mask A.B.C.D の形式で IP ネットワーク マスクを指定します。

prefix A.B.C.D/LEN の形式で IP プレフィクスとネットワーク マスクの長さを指定し

ます。

next-hop A.B.C.D の形式で IP ネクスト ホップ アドレスを指定します。

next-hop-prefix A.B.C.D/LEN の形式で IP ネクスト ホップ プレフィクスを指定します。

interface-type インターフェイス タイプを指定します。

interface-number インターフェイスまたはサブインターフェイスの番号を指定します。

secondary （任意）インターフェイスに追加の IP アドレスを設定します。

tag （任意）タグを指定します。

tag-value タグの値を指定します。有効な値の範囲は、0 ～ 4294967295 です。デフォルト

値は 0 です。

 preference （任意）ルート プリファレンスを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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ip address 
関連コマンド コマンド 説明

show ip interface 
A.B.C.D

ローカル IP アドレスのインターフェイスを表示します。
179
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

I コマンド 

ip arp inspection limit
ip arp inspection limit
ARP の要求と応答のレート制限を設定するには、ip arp inspection limit コマンドを使用します。この

設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。レート制限をデフォルトに設定するに

は、このコマンドの default 形式を使用します。

ip arp inspection limit {rate pps [burst interval bint] | none}

no ip arp inspection limit {rate pps [burst interval bint] | none}

default ip arp inspection limit {rate pps [burst interval bint] | none}

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、ARP 要求のレート制限を 20 pps に設定する例を示します。

switch(config)# ip arp inspection limit rate 20

次に、設定を削除する例を示します。

switch(config)# no arp inspection limit rate 20

関連コマンド

rate pps 1 秒間のパケット数でレート制限を指定します。

burst interval （任意）バースト間隔を指定します。

bint （任意）バースト間隔を秒単位で指定します。

none 制限がないことを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip arp inspection 
interface interface

指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表

示します。
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ip arp inspection trust   
ip arp inspection trust
レイヤ 2 インターフェイスを信頼できる ARP インターフェイスとして設定するには、ip arp 
inspection trust コマンドを使用します。レイヤ 2 インターフェイスを信頼できない ARP インター

フェイスとして設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。レイヤ 2 インターフェイスをデ

フォルトに戻すには、このコマンドの default 形式を使用します。

ip arp inspection trust 

no ip arp inspection trust 

default ip arp inspection trust

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できない ARP インターフェイスです。

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 信頼できる ARP インターフェイスとして設定できるのは、レイヤ 2 仮想イーサネット インターフェイ

スだけです。

例 次に、レイヤ 2 インターフェイスを信頼できる ARP インターフェイスとして設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface vethernet 2
switch(config-if)# ip arp inspection trust 
switch(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip arp inspection 
interface

指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを表

示します。
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ip arp inspection validate
ip arp inspection validate
追加の Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）検証をイネーブルにす

るには、ip arp inspection validate コマンドを使用します。追加の DAI をディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection validate {dst-mac [ip] [src-mac]  |  ip [dst-mac] [src-mac]  |  src-mac 
[dst-mac] [ip]}

no ip arp inspection validate {dst-mac [ip] [src-mac]  |  ip [dst-mac] [src-mac]  |  src-mac 
[dst-mac] [ip]}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。複数のキーワードを指定する場合、その順序

は重要ではありません。

例 次に、追加の DAI 検証をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
switch(config)# 

dst-mac （任意）ARP 応答の ARP 本文内のターゲット MAC アドレスに対する、イーサ

ネット ヘッダー内の宛先 MAC アドレスの検証をイネーブルにします。MAC ア
ドレスが異なるパケットは無効として分類され、ドロップされます。

ip （任意）ARP 本文での無効な IP アドレスや予期しない IP アドレスの検証をイ

ネーブルにします。0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャス

ト アドレスがこれに該当します。すべての ARP 要求と ARP 応答で送信者 IP ア
ドレスを検査し、ARP 応答でターゲット IP アドレスのみを検査します。

src-mac （任意）ARP 要求と ARP 応答の ARP 本文内の送信者 MAC アドレスに対する、

イーサネット ヘッダー内の送信元 MAC アドレスの検証をイネーブルにします。

MAC アドレスが異なるパケットは無効として分類され、ドロップされます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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ip arp inspection validate   
関連コマンド コマンド 説明

show ip arp inspection DAI の設定ステータスを表示します。
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ip arp inspection vlan
ip arp inspection vlan
VLAN のリストに対する Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）をイ

ネーブルにするには、ip arp inspection vlan コマンドを使用します。VLAN のリストに対する DAI を
ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip arp inspection vlan vlan-list

no ip arp inspection vlan vlan-list 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、DAI によって検査されたパケットはログに記録されません。

例 次に、VLAN 13、15、17 ～ 23 で DAI をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip arp inspection vlan 13,15,17-23 
switch(config)# 

関連コマンド

vlan-list DAI をアクティブにする VLAN を指定します。vlan-list 引数を使用すると、単

一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマ区切りの ID と範囲を指定でき

ます（「例」を参照してください）。有効な VLAN ID は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip arp inspection 
validate 

追加の DAI 検証をイネーブルにします。

show ip arp inspection 
vlan 

指定した VLAN のリストの DAI ステータスを表示します。
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ip dhcp snooping  
ip dhcp snooping
デバイスで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマンドを

使用します。DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を

使用します。

ip dhcp snooping 

no ip dhcp snooping 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、DHCP スヌーピングはグローバルにディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必要があります（feature 
dhcp コマンドを参照してください）。

no ip dhcp snooping コマンドで DHCP スヌーピングを無効にしても、DHCP スヌーピングの設定はデ

バイスに保持されます。

例 次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp snooping 
switch(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

feature dhcp デバイスで DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

ip dhcp snooping trust DHCP メッセージの信頼できる送信元としてインターフェイスを設定しま

す。

ip dhcp snooping vlan 指定した VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する全般的情報を表示します。
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ip dhcp snooping limit rate
ip dhcp snooping limit rate
ポートで受信される DHCP パケットに対するレート制限を設定するには、ip dhcp snooping limit rate 
コマンドを使用します。各ポートで受信される DHCP パケットに対するレート制限を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。デフォルトの設定を復元するには、このコマンドの default 形
式を使用します。

ip dhcp snooping limit rate rate

no ip dhcp snooping limit rate

default ip dhcp snooping limit rate

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、vEthernet インターフェイス 3 で DHCP パケットのレートを 30 pps に制限する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 3
switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 30

関連コマンド

rate 1 秒間の DHCP パケット数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 2048 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する全般的情報を表示します。
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ip dhcp snooping trust   
ip dhcp snooping trust
インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定するには、ip dhcp snooping 
trust コマンドを使用します。インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できない送信元として設定

するには、このコマンドの no 形式を使用します。デフォルトの設定を復元するには、このコマンドの 
default 形式を使用します。

ip dhcp snooping trust 

no ip dhcp snooping trust

default ip dhcp snooping trust

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定されているインターフェイスはあ

りません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 次のタイプのインターフェイスに DHCP の信頼性を設定できます。

 • レイヤ 2 vEthernet インターフェイス

 • プライベート VLAN インターフェイス

例 次に、インターフェイスを DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface vethernet 2
switch(config-if)# ip dhcp snooping trust 
switch(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp snooping デバイスで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping 
verify mac-address 

DHCP スヌーピングの一部として MAC アドレス検証をイネーブルにしま

す。
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ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping vlan 指定した VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する全般的情報を表示します。

コマンド 説明
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ip dhcp snooping vlan   
ip dhcp snooping vlan
1 つまたは複数の VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、ip dhcp snooping vlan コ
マンドを使用します。1 つまたは複数の VLAN で DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

ip dhcp snooping vlan vlan-list 

no ip dhcp snooping vlan vlan-list 

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトでは、DHCP スヌーピングはどの VLAN でもイネーブルではありません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VLAN 100、200、250 ～ 252 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252 
switch(config)# 

関連コマンド

vlan-list DHCP スヌーピングをイネーブルにする VLAN の範囲を指定します。vlan-list 
引数を使用すると、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマ区切り

の ID と範囲を指定できます（「例」を参照してください）。有効な VLAN ID は 
1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp snooping デバイスで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping trust DHCP メッセージの信頼できる送信元としてインターフェイスを設定しま

す。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する全般的情報を表示します。
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ip directed-broadcast
ip directed-broadcast 
IP ダイレクト ブロードキャストをイネーブルにするには、ip directed-broadcast コマンドを使用します。

IP ダイレクト ブロードキャストをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip directed-broadcast 

no ip directed-broadcast

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、IP ダイレクト ブロードキャストをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface mgmt 0
switch(config-if)# ip directed-broadcast
switch(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip interface IP インターフェイス情報を表示します。
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ip flow monitor  
ip flow monitor
ルータが受信または転送するトラフィックの Flexible NetFlow フロー モニタをイネーブルにするには、

ip flow monitor インターフェイス コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。Flexible 
NetFlow フロー モニタをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip flow monitor monitor-name {input | output}

no ip flow monitor monitor-name {input | output}

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ip flow monitor コマンドを使用してインターフェイスにフロー モニタを適用し、Flexible NetFlow で
のトラフィック モニタリングをイネーブルにするには、事前に flow monitor コマンドを使用してフ

ロー モニタを作成する必要があります。

例 次に、入力トラフィックのモニタリングのためにフロー モニタをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input

次に、出力トラフィックのモニタリングのためにフロー モニタをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 output

次に、同一のインターフェイスで入出力トラフィックのモニタリングのために同じフロー モニタをイ

ネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 output

monitor-name すでに設定されているフロー モニタの名前を指定します。

input ルータがインターフェイスで受信するトラフィックをモニタします。

output ルータがインターフェイスで送信するトラフィックをモニタします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
191
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

I コマンド 

ip flow monitor
次に、同一のインターフェイスで入出力トラフィックのモニタリングのために 2 つの異なるフロー モ
ニタをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-2 output

次に、異なる 2 つのインターフェイスで入出力トラフィックのモニタリングのために同じフロー モニ

タをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
switch(config)# interface ethernet1/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 output

次に、異なる 2 つのインターフェイスで入出力トラフィックのモニタリングのために 2 つの異なるフ

ロー モニタをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# interface ethernet0/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
switch(config)# interface ethernet1/0
switch(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-2 output

関連コマンド コマンド 説明

flow exporter フロー エクスポータを作成します。

flow monitor フロー モニタを作成します。

flow record フロー レコードを作成します。
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ip igmp snooping (Global)   
ip igmp snooping (Global)
IGMP スヌーピングをイネーブルにするには、ip igmp snooping コマンドを使用します。IGMP ス
ヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン IGMP スヌーピングのグローバル設定がディセーブルの場合は、VLAN がイネーブルかどうかに関係

なく、すべての VLAN がディセーブルとして扱われます。

例 次に、IGMP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# ip igmp snooping
switch(config)# 

次に、IGMP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no ip igmp snooping
switch(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping (VLAN)
ip igmp snooping (VLAN)
VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをイネーブルにするには、ip igmp snooping コマンド

を使用します。インターフェイスの IGMP スヌーピングをディセーブルにするには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

ip igmp snooping

no ip igmp snooping

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン IGMP スヌーピングのグローバル設定がディセーブルの場合は、VLAN がイネーブルかどうかに関係

なく、すべての VLAN がディセーブルとして扱われます。

例 次に、VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping
switch(config-vlan)# 

次に、VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping explicit-tracking   
ip igmp snooping explicit-tracking
各ポートに関する個別のホストからの IGMPv3 メンバシップ レポートのトラッキングを VLAN ごとに

イネーブルにするには、ip igmp snooping explicit-tracking コマンドを使用します。トラッキングを

ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping explicit-tracking

no ip igmp snooping explicit-tracking

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN インターフェイスで IGMPv3 メンバシップ レポートのトラッキングをイネーブルにする

例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping explicit-tracking
switch(config-vlan)# 

次に、VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをディセーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping explicit-tracking
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping fast-leave
IGMPv2 プロトコルのホスト レポート抑制メカニズムのために明示的にトラッキングできない 
IGMPv2 ホストのサポートをイネーブルにするには、ip igmp snooping fast-leave コマンドを使用しま

す。IGMPv2 ホストのサポートをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping fast-leave

no ip igmp snooping fast-leave

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 高速脱退をイネーブルにすると、IGMP ソフトウェアは各 VLAN ポートに存在するホストが 1 つだけ

であると見なします。

例 次に、IGMPv2 ホストのサポートをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping fast-leave
switch(config-vlan)# 

次に、IGMPv2 ホストのサポートをディセーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping fast-leave
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping last-member-query-interval   
ip igmp snooping last-member-query-interval
ソフトウェアがグループを削除するクエリ間隔を設定するには、ip igmp snooping 
last-member-query-interval コマンドを使用します。クエリ間隔をデフォルトにリセットするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping last-member-query-interval interval

no ip igmp snooping last-member-query-interval [interval]

シンタックスの説明

デフォルト クエリ間隔は 1 です。

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ソフトウェアがグループを削除するクエリ間隔を設定する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping last-member-query-interval 3
switch(config-vlan)# 

次に、クエリ間隔をデフォルトにリセットする例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping last-member-query-interval
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

interval クエリ間隔を秒単位で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 25 です。デフォルトは 1 
です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping mrouter interface
ip igmp snooping mrouter interface
マルチキャスト ルータへのスタティック接続を設定するには、ip igmp snooping mrouter interface コ
マンドを使用します。スタティック接続を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping mrouter interface if-type if-number

no ip igmp snooping mrouter interface if-type if-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ルータに接続するインターフェイスは、選択されている VLAN に属している必要があります。

例 次に、マルチキャスト ルータへのスタティック接続を設定する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping mrouter interface ethernet 2/1
switch(config-vlan)# 

次に、マルチキャスト ルータへのスタティック接続を削除する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping mrouter interface ethernet 2/1
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

if-type インターフェイス タイプを指定します。詳細については、疑問符（?）によるオン

ライン ヘルプ機能を使用してください。

if-number インターフェイスまたはサブインターフェイスの番号を指定します。ネットワーク 
デバイスの番号付け構文の詳細については、疑問符（?）によるオンライン ヘルプ

機能を使用してください。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
198
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

I コマンド

ip igmp snooping report-suppression (Global)    
ip igmp snooping report-suppression (Global)
VLAN に IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を設定するには、ip igmp snooping 
report-suppression コマンドを使用します。IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping report-suppression

no ip igmp snooping report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN に IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を設定する例を示します。

switch(config)# ip igmp snooping report-suppression

次に、IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を削除する例を示します。

switch(config)# no ip igmp snooping report-suppression

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping report-suppression (VLAN)
ip igmp snooping report-suppression (VLAN)
VLAN に IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を設定するには、ip igmp snooping 
report-suppression コマンドを使用します。IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping report-suppression

no ip igmp snooping report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN に IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を設定する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping report-suppression
switch(config-vlan)# 

次に、IGMPv1 または GMPv2 のレポート抑制を削除する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping report-suppression
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping static-group   
ip igmp snooping static-group
VLAN のレイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのスタティック メンバーとして設定するには、ip 
igmp snooping static-group コマンドを使用します。スタティック メンバーを削除するには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping static-group group interface if-type if-number

no ip igmp snooping static-group group interface if-type if-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 「ethernet スロット番号 /ポート番号」などのように、タイプと番号でインターフェイスを指定できま

す。

例 次に、マルチキャスト グループのスタティック メンバーを設定する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping static-group 230.0.0.1 interface ethernet 2/1
switch(config-vlan)# 

次に、マルチキャスト グループのスタティック メンバーを削除する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping static-group 230.0.0.1 interface ethernet 2/1
switch(config-vlan)# 

group グループの IP アドレスを指定します。

interface スタティック グループのインターフェイスを指定します。

if-type インターフェイス タイプを指定します。詳細については、疑問符（?）によるオン

ライン ヘルプ機能を使用してください。

if-number インターフェイスまたはサブインターフェイスの番号を指定します。ネットワーク 
デバイスの番号付け構文の詳細については、疑問符（?）によるオンライン ヘルプ

機能を使用してください。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
201
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

I コマンド 

ip igmp snooping static-group
関連コマンド コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping v3-report-suppression (Global)    
ip igmp snooping v3-report-suppression (Global)
IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを設定するには、ip igmp snooping 
v3-report-suppression コマンドを使用します。IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping v3-report-suppression

no ip igmp snooping v3-report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを設定する例を示します。

switch(config)# ip igmp snooping v3-report-suppression

次に、IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを削除する例を示します。

switch(config)# no ip igmp snooping v3-report-suppression

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip igmp snooping v3-report-suppression (VLAN)
ip igmp snooping v3-report-suppression (VLAN)
VLAN に IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを設定するには、ip igmp snooping 
v3-report-suppression コマンドを使用します。IGMPv3 のレポート抑制を削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping v3-report-suppression

no ip igmp snooping v3-report-suppression

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN に IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを設定する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# ip igmp snooping v3-report-suppression
switch(config-vlan)#

次に、VLAN の IGMPv3 のレポート抑制およびプロキシ レポートを削除する例を示します。

switch(config)# vlan 1
switch(config-vlan)# no ip igmp snooping v3-report-suppression
switch(config-vlan)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング情報を表示します。
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ip port access-group  
ip port access-group 
アクセス グループを作成するには、ip port access-group コマンドを使用します。アクセス コント

ロールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip port access-group name {in | out}

no ip port access-group name {in | out}

シンタックスの説明

デフォルト アクセス グループは作成されていません。

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン パケットのアクセス コントロールを ACL で指定するには、アクセス グループを作成します。

例 次に、アクセス グループを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile 1
switch(config-port-prof)# ip port access-group group1 in
switch(config-port-prof)# 

関連コマンド

name グループ名です。有効な値の範囲は、1 ～ 64 です。

in 着信トラフィックを指定します。

out 発信トラフィックを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show access-lists アクセス リストを表示します。

show port-profile ポート プロファイル情報を表示します。
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ip source binding
レイヤ 2 vEthernet インターフェイスのスタティック IP ソース エントリを作成するには、ip source 
binding コマンドを使用します。スタティック IP ソース エントリをディセーブルにするには、このコ

マンドの no 形式を使用します。

ip source binding IP-address MAC-address vlan vlan-id interface vethernet 
interface-number

no ip source binding IP-address MAC-address vlan vlan-id interface vethernet 
interface-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、スタティック IP 送信元エントリは設定されていません。

例 次に、vEthernet インターフェイス 3 に VLAN 100 と関連付けられたスタティック IP ソース エントリ

を作成する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface vethernet 3
switch(config)# 

IP-address 指定したインターフェイスで使用する IPv4 アドレスです。ドット付き 10 進表

記形式で指定する必要があります。

MAC-address 指定したインターフェイスで使用する MAC アドレスです。ドット付き 16 進表

記形式で指定する必要があります。

vlan vlan-id IP ソース エントリと関連付ける VLAN を指定します。

interface 
vethernet 
interface-number

スタティック IP エントリと関連付けるレイヤ 2 vEthernet インターフェイスを指

定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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ip source binding  
関連コマンド コマンド 説明

ip verify source 
dhcp-snooping-vlan 

インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにします。

show ip verify source IP-to-MAC アドレス バインディングを表示します。
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ip source-route
ip source-route 
IP ソース ルートをイネーブルにするには、ip source-route コマンドを使用します。IP ソース ルート

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip source-route

no ip source-route

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、IP ソース ルートをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# configure terminal
switch(config)# ip source-route
switch(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip static-route スタティック ルートを表示します。
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ip verify source dhcp-snooping-vlan   
ip verify source dhcp-snooping-vlan
レイヤ 2 vEthernet インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにするには、ip verify source 
dhcp-snooping-vlan コマンドを使用します。インターフェイスで IP ソース ガードをディセーブルに

するには、このコマンドの no 形式を使用します。デフォルトの設定を復元するには、このコマンドの 
default 形式を使用します。

ip verify source dhcp-snooping-vlan 

no ip verify source dhcp-snooping-vlan

default ip verify source dhcp-snooping-vlan

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、IP ソース ガードはどのインターフェイスでもイネーブルではありません。

例 次に、インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface vethernet 2 
switch(config-if)# ip verify source dhcp-snooping-vlan 
switch(config-if)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip source binding 指定した vEthernet インターフェイスのスタティック IP ソース エントリを

作成します。

show ip verify source IP-to-MAC アドレス バインディングを表示します。
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ip verify source dhcp-snooping-vlan
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この章では、コマンド名が L で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

limit-resource erspan-flow-id minimum
許可される ERSPAN フロー ID の範囲を設定するには、limit-resource erspan-flow-id minimum コマ

ンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

limit-resource erspan-flow-id minimum min-val maximum max-val

no limit-resource erspan-flow-id

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、許可される ERSPAN フロー ID を 1 ～ 80 という範囲に制限する例を示します。

min-val 許可される 小の ERSPAN フロー ID 番号です。

maximum ERSPAN フロー ID の 大範囲値を設定します。

max-val 許可される 大の ERSPAN フロー ID 番号です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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limit-resource erspan-flow-id minimum
n1000v(config)# limit-resource erspan-flow-id minimum 1 maximum 80

次に、ERSPAN フロー ID の範囲をデフォルトに戻す例を示します。

switch(config)# no limit-resource erspan-flow-id

関連コマンド コマンド 説明

erspan-id ERSPAN ID（1 ～ 1023）をセッション コンフィギュレーションに追加す

ると共に、実行コンフィギュレーションに保存します。

show monitor session 実行コンフィギュレーション内に存在する ERSPAN セッション コンフィ

ギュレーションを表示します。

monitor session ERSPAN セッションを作成します。
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line console 
line console 
コンソール コンフィギュレーション モードを開始するには、line console コマンドを使用します。コン

ソール コンフィギュレーション モードを終了するには、このコマンドの no 形式を使用します。

line console

no line console

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、コンソール コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line console
switch(config-console)# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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line vty
line vty 
ライン コンフィギュレーション モードを開始するには、line vty コマンドを使用します。ライン コン

フィギュレーション モードを終了するには、このコマンドの no 形式を使用します。

line vty

no line vty

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、ライン コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line vty
switch(config-line)# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging console 
logging console
コンソール セッションへのメッセージのロギングをイネーブルにするには、logging console コマンド

を使用します。

コンソール セッションへのメッセージのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式

を使用します。

logging console [severity-level] 

no logging console 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

severity-level

 
ロギングするメッセージの重大度レベルです。重大度レベルをたとえば 4 に設

定すると、指定したレベル以上の重大度のメッセージ 

（0 ～ 4）がロギングされます。

重大度レベルは次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 緊急 システムが使用できない  * 高レベル * 
1 アラート 迅速な対処が必要

2 クリティカル クリティカルな状態 - デフォルト レベル

3 エラー エラーの状態

4 警告 警告の状態

5 通知 通常であるが重大な状態

6 情報 情報メッセージのみ

7 デバッグ デバッグ中にのみ表示

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging console
例 次に、コンソール セッションへの重大度レベル 4（警告）以上のメッセージのロギングをイネーブルに

する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging console 4 
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show logging console コンソール ロギング コンフィギュレーションを表示します。
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logging event 
logging event 
インターフェイス イベントをロギングするには、logging event コマンドを使用します。

logging event {link-status | trunk-status} {enable | default} 

no logging event {link-status | trunk-status} {enable | default} 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、インターフェイス イベントをロギングする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging event link-status default 
switch(config)#

関連コマンド

link-status すべてのアップ /ダウンおよびステータス変更のメッセージをロギングします。

trunk-status すべてのトランク ステータス メッセージをロギングします。

default デフォルトのロギング コンフィギュレーションが使用されます。

enable インターフェイス ロギングがイネーブルになり、ポート レベルのロギング コン

フィギュレーションは無視されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show logging ロギング コンフィギュレーションとログ ファイルの内容を表示します。
217
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

L コマンド 

logging level
logging level 
次のメッセージのロギングをイネーブルにするには、logging level コマンドを使用します。

 • 定義済みファシリティ（たとえば license や aaa）からのメッセージ

 • 指定した重大度以上のメッセージ 

メッセージのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging level facility severity-level 

no logging level facility severity-level 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

facility ファシリティの名前を指定します。

severity-level

 
ロギングするメッセージの重大度レベルです。重大度レベルをたとえば 4 に設

定すると、指定したレベル以上の重大度のメッセージ 

（0 ～ 4）がロギングされます。

重大度レベルは次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 緊急 システムが使用できない  * 高レベル * 
1 アラート 迅速な対処が必要

2 クリティカル クリティカルな状態 - デフォルト レベル

3 エラー エラーの状態

4 警告 警告の状態

5 通知 通常であるが重大な状態

6 情報 情報メッセージのみ

7 デバッグ デバッグ中にのみ表示

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging level 
使用上のガイドライン 同じ重大度レベルをすべてのファシリティに適用するには、次のコマンドを使用します。

 • logging level all level_number

メッセージのロギングが可能なファシリティを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

 • logging level ?

例 次に、AAA ファシリティからのメッセージのうち重大度レベルが 0 ～ 2 のもののロギングをイネーブ

ルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging level aaa 2 
switch(config)#

次に、ライセンス ファシリティからのメッセージのうち重大度が  
0 ～ 4 のもののロギングをイネーブルにしてからライセンスのロギング コンフィギュレーションを表示

する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging level license 4 
switch(config)# show logging level license
Facility        Default Severity        Current Session Severity
--------        ----------------        ------------------------
licmgr                  6                       4

0(emergencies)          1(alerts)       2(critical)
3(errors)               4(warnings)     5(notifications)
6(information)          7(debugging)

switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show logging level ファシリティ ロギング レベル コンフィギュレーションを表示します。

logging level ? メッセージのロギングが可能なファシリティを一覧表示します。
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logging logfile
logging logfile 
システム メッセージの保存に使用するログ ファイルを設定するには、logging logfile コマンドを使用

します。

設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging logfile logfile-name severity-level [size bytes] 

no logging logfile [logfile-name severity-level [size bytes]]] 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

logfile-name システム メッセージを保存するログ ファイルの名前を指定します。

severity-level

 
ロギングするメッセージの重大度レベルです。重大度レベルをたとえば 4 に設

定すると、指定したレベル以上の重大度のメッセージ 

（0 ～ 4）がロギングされます。

重大度レベルは次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 緊急 システムが使用できない  * 高レベル * 
1 アラート 迅速な対処が必要

2 クリティカル クリティカルな状態 - デフォルト レベル

3 エラー エラーの状態

4 警告 警告の状態

5 通知 通常であるが重大な状態

6 情報 情報メッセージのみ

7 デバッグ デバッグ中にのみ表示

size bytes （任意）ログ ファイルのサイズをバイト単位で、4096 ～ 10485760 バイトの範

囲内で指定します。

デフォルトのファイル サイズは 10485760 バイトです。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging logfile 
例 次に、logfile という名前のログ ファイルにシステム メッセージを保存するように設定し、その重大度

レベルを 4 に設定する例を示します。

switch# config t 
switch(config)# logging logfile logfile 4 
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show logging logfile ログ ファイルの内容を表示します。
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logging module
logging module 
ログ ファイルへのモジュール メッセージのロギングを開始するには、logging module コマンドを使用

します。モジュール ログ メッセージを停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging module [severity]

no logging module [severity]

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

モジュール メッセージのロギングを開始する場合に、重大度の指定を省略すると、デフォルトの「通

知」（5）が使用されます。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

severity-level

 
ロギングするメッセージの重大度レベルです。重大度レベルが指定されていな

い場合は、デフォルトが使用されます。重大度レベルをたとえば 4 に設定する

と、指定したレベル以上の重大度のメッセージ（0 ～ 4）がロギングされます。

重大度レベルは次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 緊急 システムが使用できない  * 高レベル * 
1 アラート 迅速な対処が必要

2 クリティカル クリティカルな状態 - デフォルト レベル

3 エラー エラーの状態

4 警告 警告の状態

5 通知 通常であるが重大な状態（デフォルト）

6 情報 情報メッセージのみ

7 デバッグ デバッグ中にのみ表示

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging module 
例 次に、デフォルトの重大度レベル（重大度 5）でモジュール メッセージのログ ファイルへのロギング

を開始する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging module 
switch(config)#

次に、モジュール メッセージのログ ファイルへのロギングを停止する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# no logging module
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

show logging module ログ ファイルへのモジュール メッセージのロギングの現在のコンフィ

ギュレーションを表示します。
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logging monitor
logging monitor
モニタ（端末回線）へのメッセージのロギングをイネーブルにするには、logging monitor コマンドを

使用します。この設定は、telnet および SSH のセッションに適用されます。

モニタ ロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging monitor [severity-level]

no logging monitor 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、モニタ ログ メッセージをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 

severity-level

 
ロギングするメッセージの重大度レベルです。重大度レベルが指定されていな

い場合は、デフォルトが使用されます。重大度レベルをたとえば 4 に設定する

と、指定したレベル以上の重大度のメッセージ（0 ～ 4）がロギングされます。

重大度レベルは次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 緊急 システムが使用できない  * 高レベル * 
1 アラート 迅速な対処が必要

2 クリティカル クリティカルな状態 - デフォルト レベル

3 エラー エラーの状態

4 警告 警告の状態

5 通知 通常であるが重大な状態（デフォルト）

6 情報 情報メッセージのみ

7 デバッグ デバッグ中にのみ表示

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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logging monitor 
switch(config)# logging monitor 
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show logging monitor モニタ ロギング コンフィギュレーションを表示します。
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logging server
logging server 
システム メッセージをロギングするためのリモート サーバを指定して設定するには、logging server 
コマンドを使用します。設定を削除または変更するには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging server host0 [i1 [use-vrf s0 [facility {auth | authpriv | cron | daemon | ftp | kernel 
| local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 | lpr | mail | news | syslog 
| user | uucp}]]]

no logging server host0 [i1 [use-vrf s0 [facility {auth | authpriv | cron | daemon | ftp | 
kernel | local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 | lpr | mail | news 
| syslog | user | uucp}]]]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

host0 リモート Syslog サーバのホスト名 /IPv4/IPv6 アドレスです。

i1 （任意）0：緊急、1：アラート、2：クリティカル、3：エラー、4：警告、5：通知、

6：情報、7：デバッグ

use-vrf s0 （任意）VRF 名を入力します。デフォルトは management + VRF 名（default 
management）

facility （任意）このサーバへの転送時に使用するファシリティです。

auth auth ファシリティを使用します。

authpriv authpriv ファシリティを使用します。

cron Cron/at ファシリティを使用します。

daemon デーモン ファシリティを使用します。

ftp ファイル転送システム ファシリティを使用します。

kernel カーネル ファシリティを使用します。

local0 local0 ファシリティを使用します。

local1 local1 ファシリティを使用します。

local2 local2 ファシリティを使用します。

local3 local3 ファシリティを使用します。

local4 local4 ファシリティを使用します。

local5 local5 ファシリティを使用します。

local6 local6 ファシリティを使用します。

local7 local7 ファシリティを使用します。

lpr lpr ファシリティを使用します。

mail メール ファシリティを使用します。

news USENET ニュース ファシリティを使用します。

syslog syslog ファシリティを使用します。

user ユーザ ファシリティを使用します。

uucp Unix-to-Unix コピー システム ファシリティを使用します。
226
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

L コマンド

logging server 
サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、デフォルトの発信ファシリティを使用して、指定した IPv4 アドレスのリモート Syslog サーバを

設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging server 172.28.254.253 
switch(config)#

次に、重大度レベル 5 以上の指定したホスト名のリモート Syslog サーバを設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging server syslogA 5 
switch(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show logging server システム メッセージのロギングに関する現在のサーバ コンフィギュレー

ションを表示します。
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logging timestamp
logging timestamp 
システム メッセージのタイムスタンプの単位を設定するには、logging timestamp コマンドを使用し

ます。デフォルトの単位に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

no logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

シンタックスの説明

デフォルト seconds

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、システム メッセージのタイムスタンプの単位をマイクロ秒に設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging timestamp microseconds 
switch(config)#

関連コマンド

microseconds タイムスタンプはマイクロ秒単位です。

milliseconds タイムスタンプはミリ秒単位です。

seconds タイムスタンプは秒単位です（デフォルト）。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show logging 
timestamp

ロギング タイムスタンプ コンフィギュレーションを表示します。
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この章では、コマンド名が M で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

mac access-list 
MAC ACL を作成するには、mac access-list コマンドを使用します。MAC ACL を削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mac access-list name

no mac access-list name

シンタックスの説明

デフォルト MAC ACL は存在しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、MAC ACL を作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# mac access-list aL1
switch(config)# 

name リスト名です。有効な値の範囲は、1 ～ 64 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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mac access-list
関連コマンド コマンド 説明

show access-list アクセス リスト情報を表示します。
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mac address-table aging-time  
mac address-table aging-time
レイヤ 2 テーブルのエントリのエージング タイムを設定するには、mac address-table aging-time コ
マンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

mac address-table aging-time seconds [vlan vlan_id]

no mac address-table aging-time [vlan vlan_id]

シンタックスの説明

デフォルト 1800 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン エージング プロセスをディセーブルにするには、ゼロ（0）を入力します。

エージング値は、5 秒の倍数に も近い値に丸められます。システムによって丸められた値が、ユーザ

が指定した（丸め処理による）値と異なる場合、システムから情報メッセージが返されます。

このコマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで使用するときは、コンフィギュレーショ

ンが指定されていないすべての VLAN のエージング値が変更され、個別にエージング タイムが変更さ

れている VLAN は変更されません。VLAN パラメータを指定しないで、このコマンドの no 形式を使

用すると、個別にエージング タイムが設定されていない VLAN だけがデフォルトにリセットされま

す。個別にエージング タイムが変更されている VLAN は変更されません。

このコマンドを使用して VLAN を指定すると、指定した VLAN のエージング タイムだけが変更され

ます。このコマンドの no 形式を使用するときに VLAN を指定すると、その VLAN のエージング タイ

ムが現在のグローバル設定のエージング タイムに戻ります。エージング タイムがデフォルト値の 300 
秒になるかどうかは、デバイスのグローバル設定でエージング タイムが変更されているかどうかに応

じて異なります。

エージング タイムは、スイッチが 後に MAC アドレスを検出した時点からカウントされます。

seconds レイヤ 2 の MAC テーブル エントリのエージング タイムです。指定できる範

囲は 120 ～ 918000 秒です。デフォルトは 1800 秒です。0 を入力すると、

エージング タイムがディセーブルになります。

vlan vlan_id （任意）変更後のエージング タイムをどの VLAN に適用するかを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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mac address-table aging-time
例 次に、MAC アドレス テーブルのエントリがテーブル内にとどまる時間をデバイス全体で 500 秒に変更

する例を示します。

switch(config)# mac address-table aging-time 500
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mac 
address-table

MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。

clear mac 
address-table 
aging-time

MAC アドレスのエージング タイムに関する情報を表示します。
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mac address-table static  
mac address-table static
レイヤ 2 MAC アドレス テーブルのスタティック エントリを設定するには、mac-address-table static 
コマンドを使用します。スタティック エントリを削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

mac address-table static mac-address vlan vlan-id {[drop | interface {type slot/port | 
port-channel number]}

no mac address-table static {address mac_addr} {vlan vlan_id}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン mac address-table static mac-address vlan vlan-id drop コマンドはマルチキャスト MAC アドレスに

対して実行できません。

出力インターフェイスには、VLAN インターフェイスおよび Switched Virtual Interface（SVI; スイッ

チ仮想インターフェイス）は指定できません。

no 形式を使用すると、指定したエントリ情報の組み合わせに該当するエントリが削除されます。

 mac-address テーブルに追加する MAC アドレスを指定します。XXXX.XXXX.XXXX の
形式を使用します。

vlan vlan-id スタティック MAC アドレスを適用する VLAN を指定します。有効な値は 1 
～ 4094 です。

drop 指定の VLAN 内の設定済みの MAC アドレスとの間で送受信されるすべての

トラフィックをドロップします。

type slot/port （任意）インターフェイスを指定します。インターフェイスのタイプ、スロッ

ト番号、およびポート番号を使用します。

port-channel 
number

（任意）インターフェイスを指定します。ポート チャネル番号を使用します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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mac address-table static
例 次に、スタティック エントリを MAC アドレス テーブルに追加する例を示します。

switch(config)# mac address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 3 interface ethernet 2/1
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show mac 
address-table

MAC アドレス テーブルに関する情報を表示します。
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mac port access-group  
mac port access-group 
ポート グループに対するアクセス コントロールをイネーブルにするには、mac port access-group コ
マンドを使用します。ポート グループに対するアクセス コントロールをディセーブルにするには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

mac port access-group name {in | out}

no mac port access-group name {in | out}

シンタックスの説明

デフォルト パケットに対するアクセス コントロールは指定されません。

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、ポート グループに対するアクセス コントロールをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile 1
switch(config-port-prof)# mac port access-group groupOne in
switch(config-port-prof)# 

関連コマンド

name グループ名です。有効な値の範囲は、1 ～ 64 です。

in 着信トラフィックを指定します。

out 発信トラフィックを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show mac MAC 情報を表示します。
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match (ACL)
match (ACL) 
ACL マッチング条件を定義するには、match コマンドを使用します。マッチング条件を削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

match {{access-group name name} | {[not] cos cos-list} | {[not] dscp {dscp-list | 
dscp-enum}+} | {[not] precedence {precedence-list | prec-enum}+} | {[not] 
discard-class discard-class-list} | {[not] qos-group qos-group-list} | {[not] class-map 
cmap-name} | {[not] packet length len-list} | {[not] ip rtp port-list}}

no match {{access-group name acl-name} | {[not] cos cos-list} | {[not] dscp {dscp-list | 
dscp-enum}+} | {[not] precedence {precedence-list | prec-enum}+} | {[not] 
discard-class discard-class-list} | {[not] qos-group qos-group-list} | {[not] class-map 
cmap-name} | {[not] packet length len-list} | {[not] ip rtp port-list}}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード クラス マップ コンフィギュレーション（config-cmap-qos）

access-group アクセス グループを指定します。

name ACL 名を指定します。

name ACL 名です。有効な値の範囲は、1 ～ 64 です。

not （任意）マッチ結果を反転させます。

cos IEEE 802.1Q CoS（Class of Service）です。

cos-list CoS 値のリストです。有効な値の範囲は、0 ～ 7 です。

dscp IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP です。

dscp-list DSCP 値のリストです。

dscp-enum
precedence IP（v4）および IPv6 パケットのプレシデンスです。

precedence-list プレシデンス値のリストです。

prec-enum
discard-class 
discard-class-li
st

廃棄クラス + 廃棄クラス値のリストです。

qos-group 
qos-group-list

QoS グループ + QoS グループ値のリストです。

class-map 
cmap-name

クラス マップ + マッチ クラス マップ名です。

packet パケットです。

length IP データグラムの長さです。

len-list IP パケット長のリストです。

ip IP です。

rtp Real Time Protocol です。

port-list RTP を使用する UDP ポートのリストです。
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match (ACL) 
サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、クラス マップ マッチング条件を設定する例を示します。

switch(config)# class-map cl_map1
switch(config-cmap-qos)# match access-group name ac_gr1
switch(config-cmap-qos)# 

次に、クラス マップ マッチング条件を削除する例を示します。

switch(config)# class-map cl_map1
switch(config-cmap-qos)# no match access-group name ac_gr1
switch(config-cmap-qos)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show class map クラス マップ情報を表示します。
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match ip (NetFlow)
match ip (NetFlow) 
NetFlow フロー レコードに対する IP マッチング条件を定義するには、match ip コマンドを使用しま

す。マッチング条件を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match ip {protocol | tos}

no match ip {protocol | tos}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション（config-flow-record）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  

例 次に、NetFlow フロー レコードに対する IP マッチング条件を設定してから結果を表示する例を示しま

す。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# match ip protocol
n1000v(config-flow-record)# show flow record 
Flow record RecordTest:
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match ip protocol
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
doc-n1000v(config-flow-record)# 

次に、NetFlow フロー レコードに対する IP マッチング条件を削除してから結果を表示する例を示しま

す。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest

protocol プロトコルです。

tos サービスのタイプです。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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match ip (NetFlow)  
n1000v(config-flow-record)# no match ip protocol
n1000v(config-flow-record)# show flow record
Flow record RecordTest:
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
doc-n1000v(config-flow-record)# 

関連コマンド コマンド 説明

show flow record [name] NetFlow フロー レコード コンフィギュレーションを表示します。

match ipv4 NetFlow フロー レコードに対する IPv4 マッチング条件を定義します。

match transport NetFlow フロー レコードに対するトランスポート マッチング条件を

定義します。
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match ipv4 (NetFlow)
match ipv4 (NetFlow) 
NetFlow フロー レコードに対する IPv4 マッチング条件を定義するには、match ipv4 コマンドを使用

します。マッチング条件を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match ipv4 {source | destination} address

no match ipv4 {source | destination} address

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション（config-flow-record）

サポートされるユーザの役割 network-admin 
 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  

例 次に、NetFlow フロー レコードに対する IPv4 マッチング条件を設定してから結果を表示する例を示し

ます。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# match ipv4 destination address
n1000v(config-flow-record)# show flow record 
Flow record RecordTest:
    Description: Ipv4flow
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match ipv4 destination address
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
        collect counter packets
n1000v(config-flow-record)# 

source 送信元アドレスです。

destination 宛先アドレスです。

address アドレスです。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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match ipv4 (NetFlow)  
次に、NetFlow フロー レコードに対する IPv4 マッチング条件を削除してから結果を表示する例を示し

ます。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# no match ipv4 destination address
n1000v(config-flow-record)# show flow record
Flow record RecordTest:
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
doc-n1000v(config-flow-record)# 

関連コマンド コマンド 説明

show flow record [name] NetFlow フロー レコード コンフィギュレーションを表示します。

match ip NetFlow フロー レコードに対する IP マッチング条件を定義します。

match transport NetFlow フロー レコードに対するトランスポート マッチング条件を

定義します。
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match transport (NetFlow)
match transport (NetFlow) 
NetFlow フロー レコードに対するトランスポート マッチング条件を定義するには、match transport 
コマンドを使用します。マッチング条件を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

match transport {destination-port | source-port}

no match transport {destination-port | source-port}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード フロー レコード コンフィギュレーション（config-flow-record）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  

例 次に、NetFlow フロー レコードに対するトランスポート マッチング条件を設定してから結果を表示す

る例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# match transport destination-port
n1000v(config-flow-record)# show flow record 
Flow record RecordTest:
    Description: Ipv4flow
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match ipv4 destination-port
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
        collect counter packets
n1000v(config-flow-record)# 

destination-port トランスポート宛先ポートです。

source-port トランスポート送信元ポートです。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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match transport (NetFlow)  
次に、NetFlow フロー レコードに対するトランスポート マッチング条件を削除してから結果を表示す

る例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# no match transport destination-port
n1000v(config-flow-record)# show flow record
Flow record RecordTest:
    No. of users: 0
    Template ID: 0
    Fields:
        match interface input
        match interface output
        match flow direction
doc-n1000v(config-flow-record)# 

関連コマンド コマンド 説明

show flow record [name] NetFlow フロー レコード コンフィギュレーションを表示します。

match ip NetFlow フロー レコードに対する IP マッチング条件を定義します。

match ipv4 NetFlow フロー レコードに対する IPv4 マッチング条件を定義します。
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media
media 
VLAN のメディア タイプを「イーサネット」と指定するには、media コマンドを使用します。タイプ

を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

media ethernet

no media

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、メディア タイプを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# media ethernet
switch(config)# 

関連コマンド

ethernet 「イーサネット」というメディア タイプを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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mkdir
mkdir
新しいディレクトリを作成するには、mkdir コマンドを使用します。

mkdir {bootflash: | debug: | volatile:}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、bootflash: ディレクトリを作成する例を示します。

switch# mkdir bootflash:

関連コマンド

bootflash: bootflash をディレクトリ名として指定します。

debug: debug をディレクトリ名として指定します。

volatile: volatile をディレクトリ名として指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
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module vem
module vem 
VEM 上で実行するコマンドをリモートに Cisco Nexus 1000V から入力するには、module vem コマン

ドを使用します。

module vem module-number execute line [line]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VEM ポート プロファイル コンフィギュレーションをリモートに Cisco Nexus 1000V から表示

する例を示します。

n1000v# module vem 3 execute vemcmd show port-profile

次に、VEM VSD コンフィギュレーションをリモートに Cisco Nexus 1000V から表示する例を示しま

す。

n1000v# module vem 3 execute vemcmd show vsd
 ID  Def_Act ILTL  OLTL  NMLTL  State    Member LTLs
  1   DROP    48    49     4     ENA    54,52,55,53
  2   FRWD    50    51     0     ENA
vsim-cp# module vem 3 execute vemcmd show vsd ports
  LTL   IfIndex    VSD_ID     VSD_PORT_TYPE
   48   1b020000     1          INSIDE
   49   1b020010     1          OUTSIDE
   50   1b020020     2          INSIDE
   51   1b020030     2          OUTSIDE
   52   1b020040     1          REGULAR
   53   1b020050     1          REGULAR
   54   1b020060     1          REGULAR
   55   1b020070     1          REGULAR
n1000v#

module-number モジュール番号を指定します。指定できる範囲は 3 ～ 66 です。

execute VEM 上で実行するコマンドを指定します。

line VEM に送信されるコマンドの構文です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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module vem 
関連コマンド コマンド 説明

show module vem VEM（Virtual Ethernet Module）の情報を表示します。
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monitor session
monitor session
モニタ コンフィギュレーション モードを開始するには、monitor session コマンドを使用します。この

モードでは、ポート間トラフィック分析のためのイーサネット Switched Port Analyzer（SPAN）セッ

ションを設定します。

SPAN セッションのモニタリングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

monitor session {session-number [shut | type erspan-source] | all shut}

no monitor session {session-number [shut | type erspan-source] | all shut}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、モニタ コンフィギュレーション モードを開始してポート間トラフィック分析のための SPAN 
セッション番号 2 を設定する例を示します。

switch# configuration t
switch(config)# monitor session 2 
switch(config-monitor)#

次に、ポート間トラフィック分析のための SPAN セッション 2 のコンフィギュレーションを削除する

例を示します。

switch# configuration t
switch(config)# no monitor session 2 
switch(config)#

関連コマンド

session-number スイッチド ポートのモニタリングのためのセッション番号を指定します。SPAN 
セッションの番号は 1 ～ 64 です。

shut （任意）選択したセッションを終了します。

type （任意）セッションのタイプを指定します。

erspan-source （任意）ERSPAN 送信元セッションを作成します。

all スイッチド ポートのモニタリングのためのすべてのセッションを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show monitor イーサネットの SPAN 情報を表示します。
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move
move
ファイルをあるディレクトリから別のディレクトリに移動するには、move コマンドを使用します。

move [filesystem:[//module/][directory/] | directory/]source-filename 
{{filesystem:[//module/][directory/] | directory/}[destination-filename] | 
target-filename}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの移動先ファイル名は、移動元のファイル名と同じです。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン copy コマンドを使用すると、ファイルのコピーを作成できます。

ヒント 同じディレクトリ内でファイルを移動することで、ファイル名を変更できます。

例 次に、別のディレクトリにファイルを移動する例を示します。

switch# move file1 my_files:file2

次に、別のファイル システムにファイルを移動する例を示します。

switch# move file1 slot0:

次に、別のスーパーバイザ モジュールにファイルを移動する例を示します。

switch# move file1 bootflash://sup-remote/file1.bak

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。大文字と小文字が区別され

ます。

//module/ （任意）スーパーバイザ モジュールの ID を指定します。有効な値は 
sup-active、sup-local、sup-remote、または sup-standby です。ID では、

大文字と小文字が区別されます。

directory/ （任意）ディレクトリの名前を指定します。大文字と小文字が区別されます。

source-filename 移動するファイルの名前を指定します。大文字と小文字が区別されます。

destination-filename （任意）移動先ファイルの名前を指定します。この名前は 64 文字以下の英

数字で、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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move
関連コマンド コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

copy ファイルのコピーを作成します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
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mtu
mtu 
インターフェイスの Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送ユニット）を設定するには、mtu 
コマンドを使用します。設定済みの MTU サイズをインターフェイスから削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

mtu size

no mtu size

シンタックスの説明

デフォルト 1500 バイト

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、MTU サイズを 2000 に設定する方法を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# configure interface port-channel 2
switch(config-if)# mtu 2000

関連コマンド

size MTU のサイズを指定します。指定できる範囲は 1500 ～ 9000 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイスに関する情報を表示します。この中に MTU サイズが含

まれています。
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mtu
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この章では、コマンド名が N で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

name 
VLAN に名前を付けるには、name コマンドを使用します。VLAN 名を削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

name name

no name

シンタックスの説明

デフォルト VLAN には名前がありません。

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VLAN に名前を付ける例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# name v10
(config-vlan)#

name VLAN 名です。有効な値の範囲は、1 ～ 32 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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name
関連コマンド コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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ntp enable 
ntp enable 
NTP をイネーブルにするには、ntp enable コマンドを使用します。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。

ntp enable

no ntp enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config） 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NTP をイネーブルにする例を示します。

switch# ntp enable

次に、NTP をディセーブルにする例を示します。

switch# no ntp enable

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ntp server リモート NTP サーバを設定します。
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ntp peer
ntp peer 
Network Time Protocol（NTP）ピアを設定するには、ntp peer コマンドを使用します。ピアを削除す

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ntp peer host [prefer] [use-vrf vrf]

no ntp peer host [prefer] [use-vrf vrf]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NTP ピアを設定する方法を示します。

switch(config)# ntp peer 192.0.2.2

関連コマンド

host NTP ピアのホスト名または IP アドレスです。

prefer （任意）このピアを優先ピアとして指定します。

use-vrf vrf （任意）このピアへの到達に使用される Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想

ルーティングおよびフォワーディング）を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ntp peer NTP ピアに関する情報を表示します。
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ntp server 
ntp server
Network Time Protocol（NTP）サーバを設定するには、ntp server コマンドを使用します。サーバを

削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ntp server host [prefer] [use-vrf vrf]

no ntp server host [prefer] [use-vrf vrf]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NTP サーバを設定する方法を示します。

switch(config)# ntp server 192.0.2.2

関連コマンド

host NTP サーバのホスト名または IP アドレスです。

prefer （任意）このサーバを優先サーバとして指定します。

use-vrf vrf （任意）このピアへの到達に使用される Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想

ルーティングおよびフォワーディング）を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ntp peer NTP ピアに関する情報を表示します。
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ntp source
ntp source
Network Time Protocol（NTP）ソースを設定するには、ntp source コマンドを使用します。NTP ソー

スを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ntp source addr

no ntp source addr

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NTP ソースを設定する方法を示します。

switch(config)# ntp source 192.0.2.3

次に、NTP ソースを削除する例を示します。

switch(config)# no ntp source 192.0.2.3

関連コマンド

addr ソースの IPv4 または IPv6 アドレスです。IPv4 アドレスの形式はドット付き 10 進
表記（x.x.x.x）です。IPv6 アドレスの形式は 16 進表記（A:B::C:D）です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ntp source NTP ソースに関する情報を表示します。
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この章では、コマンド名が O で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

option exporter-stats timeout 
NetFlow フロー エクスポータ データ再送信のタイムアウト期間を指定するには、option 
exporter-stats timeout コマンドを使用します。タイムアウト期間を削除するには、このコマンドの no 
形式を使用します。

option exporter-stats timeout time 

no option exporter-stats timeout

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ バージョン 9 コンフィギュレーション

（config-flow-exporter-version-9）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポータ データ再送信のタイムアウト期間を 3600 秒に設定する例を示し

ます。

time 1 ～ 86400 秒の期間を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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option exporter-stats timeout
switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 3600

次に、NetFlow フロー エクスポータ データ再送信のタイムアウト期間を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter)#

関連コマンド コマンド 説明

version 9 NetFlow エクスポータの NetFlow エクスポートのバージョンが 9 であるこ

とを指定します。

option interface-table 
timeout

NetFlow フロー エクスポータ インターフェイス テーブル再送信のタイム

アウト期間を指定します。

template data timeout NetFlow フロー エクスポータ テンプレート データ再送信のタイムアウト

期間を指定します。

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。
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option interface-table timeout  
option interface-table timeout 
NetFlow フロー エクスポータ インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト時間を指定するに

は、option interface-table timeout コマンドを使用します。タイムアウト期間を削除するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

option interface-table timeout time 

no option interface-table timeout

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ バージョン 9 コンフィギュレーション

（config-flow-exporter-version-9）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポータ インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト期間を 3600 
秒に設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 3600

次に、NetFlow フロー エクスポータ インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト期間を削除す

る例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter)#

time 1 ～ 86400 秒の期間を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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option interface-table timeout
関連コマンド コマンド 説明

version 9 NetFlow エクスポータの NetFlow エクスポートのバージョンが 9 であるこ

とを指定します。

option exporter-stats 
timeout

NetFlow フロー エクスポータ データ再送信のタイムアウト期間を指定し

ます。

template data timeout NetFlow フロー エクスポータ テンプレート データ再送信のタイムアウト

期間を指定します。

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。
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この章では、コマンド名が P で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

packet vlan
ID を指定してパケット VLAN を作成するには、packet vlan コマンドを使用します。パケット VLAN 
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

packet vlan {vlan-number}

no packet vlan {vlan-number}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード SVS ドメイン（config-svs-domain）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、パケット VLAN 261 を作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs-domain

vlan-number パケット VLAN ID を指定します。有効値の範囲は、1 ～ 3967 と 4048 ～ 4093 で
す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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switch(config-svs-domain)# packet vlan 261
switch(config-svs-domain)#

次に、パケット VLAN 261 を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs-domain
switch(config-svs-domain)# no packet vlan 261
switch(config-svs-domain)#

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に関する情報を表示します。
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permit (IPv4) 
permit (IPv4)
条件に一致するトラフィックを許可する IPv4 ACL ルールを作成するには、permit コマンドを使用し

ます。ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

一般的な構文

[sequence-number] permit protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

no permit protocol source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

no sequence-number

Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）

[sequence-number] permit icmp source destination [icmp-message] [dscp dscp | 
precedence precedence]

Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）

[sequence-number] permit igmp source destination [igmp-message] [dscp dscp | 
precedence precedence] 

Internet Protocol v4（IPv4）

[sequence-number] permit ip source destination [dscp dscp | precedence precedence] 

Transmission Control Protocol（TCP; 伝送制御プロトコル）

[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] 
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence 
precedence] 

User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）

[sequence-number] permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] 
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence 
precedence]
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シンタックスの説明 sequence-number （任意）permit コマンドのシーケンス番号です。指定すると、コマンドはアクセ

ス リスト内の指定された番号の位置に挿入されます。シーケンス番号は、ACL 
内のルールの順番を維持します。

シーケンス番号の有効範囲は、1 から 4294967295 までの整数です。

デフォルトでは、ACL の 初のルールのシーケンス番号が 10 となります。

シーケンス番号を指定しない場合は、ルールは ACL の 後に追加され、直前の

ルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス番号が割り当てられます。

ルールにシーケンス番号を再度割り当てるには、resequence コマンドを使用し

ます。

protocol ルールが一致するパケットのプロトコルの名前または番号です。有効な番号は、

0 ～ 255 です。プロトコル名として指定できるのは、次のキーワードです。

 • icmp：このルールが ICMP トラフィックだけに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に

対するキーワードに加えて、icmp-message 引数も使用できます。

 • igmp：このルールが IGMP トラフィックだけに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に

対するキーワードに加えて、igmp-type 引数も使用できます。

 • ip：このルールがすべての IPv4 トラフィックに適用されることを指定しま

す。このキーワードを使用する場合は、他に使用できるキーワードと引数は

すべての IPv4 プロトコルに適用されるものだけとなります。使用できる

キーワードには次のものがあります。

 – dscp

 – precedence

 • tcp：このルールが TCP トラフィックだけに適用されることを指定します。

このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に対す

るキーワードに加えて、flags 引数と operator 引数、および portgroup キー

ワードと established キーワードも使用できます。

 • udp：このルールが UDP トラフィックだけに適用されることを指定します。

このキーワードを使用する場合は、protocol 引数のすべての有効な値に対す

るキーワードに加えて、operator 引数と portgroup キーワードも使用でき

ます。

source ルールに一致する送信元 IPv4 アドレスです。この引数を指定する方法の詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照して

ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アドレスです。この引数を指定する方法の詳細につ

いては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照してく

ださい。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビットの Diffserv 値が IP ヘッダーの DSCP フィールドに存

在するパケットだけがこのルールに一致することを指定します。dscp 引数には、

次の数値またはキーワードを指定できます。

 • 0 ～ 63：DSCP フィールドの 6 ビットと等価な 10 進数値です。たとえば、

10 を指定すると、ルールに一致するのは DSCP フィールドのビットが 
001010 であるパケットだけとなります。

 • af11：Assured Forwarding（AF）クラス 1、低ドロップ確率（001010）

 • af12：AF クラス 1、中程度ドロップ確率（001100）

 • af13：AF クラス 1、高ドロップ確率（001110）

 • af21：AF クラス 2、低ドロップ確率（010010）

 • af22：AF クラス 2、中程度ドロップ確率（010100）

 • af23：AF クラス 2、高ドロップ確率（010110）

 • af31：AF クラス 3、低ドロップ確率（011010）

 • af32：AF クラス 3、中程度ドロップ確率（011100）

 • af33：AF クラス 3、高ドロップ確率（011110）

 • af41：AF クラス 4、低ドロップ確率（100010）

 • af42：AF クラス 4、中程度ドロップ確率（100100）

 • af43：AF クラス 4、高ドロップ確率（100110）

 • cs1：クラス セレクタ（CS）1、プレシデンス 1（001000）

 • cs2：CS2、プレシデンス 2（010000）

 • cs3：CS3、プレシデンス 3（011000）

 • cs4：CS4、プレシデンス 4（100000）

 • cs5：CS5、プレシデンス 5（101000）

 • cs6：CS6、プレシデンス 6（110000）

 • cs7：CS7、プレシデンス 7（111000）

 • default：デフォルト DSCP 値（000000）

 • ef：Expedited Forwarding（EF）（101110）
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precedence 
precedence

（任意）precedence 引数によって指定された値が IP プレシデンス フィールドに

存在するパケットだけがこのルールに一致することを指定します。precedence 
引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

 • 0 ～ 7：IP プレシデンス フィールドの 3 ビットと等価な 10 進数値です。た

とえば、3 を指定すると、ルールに一致するのは DSCP フィールドのビット

が 011 であるパケットだけとなります。

 • critical：プレシデンス 5（101）

 • flash：プレシデンス 3（011）

 • flash-override：プレシデンス 4（100）

 • immediate：プレシデンス 2（010）

 • internet：プレシデンス 6（110）

 • network：プレシデンス 7（111）

 • priority：プレシデンス 1（001）

 • routine：プレシデンス 0（000）
icmp-message （ICMP のみ：任意）ルールに一致する ICMP メッセージ タイプです。この引数

には、0 ～ 255 の整数または「使用上のガイドライン」セクションの「ICMP 
メッセージ タイプ」に記載されているキーワードの 1 つを指定できます。

igmp-message （IGMP のみ：任意）ルールに一致する IGMP メッセージ タイプです。

igmp-message 引数には、IGMP メッセージ番号（0 ～ 15 の整数）を指定できま

す。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

 • dvmrp：Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP）

 • host-query：ホスト クエリ

 • host-report：ホスト レポート

 • pim：Protocol Independent Multicast（PIM）

 • trace：マルチキャスト トレース
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デフォルト 新しく作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスにより ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を
足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド モード IPv4 ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

operator port 
[port]

（任意：TCP および UDP のみ）ルールに一致するのは、operator 引数および 
port 引数の条件を満たす送信元ポートからのパケット、またはこれらの引数の条

件を満たす宛先ポートへのパケットだけとなります。これらの引数が送信元ポー

トと宛先ポートのどちらに適用されるかは、source 引数と destination 引数のど

ちらの後に指定されたかによって決まります。

port 引数には、TCP ポートまたは UDP ポートの名前または番号を指定できま

す。有効な番号は、0 ～ 65535 の整数です。有効なポート名のリストについて

は、「使用上のガイドライン」セクションの「TCP ポート名」および「UDP 
ポート名」を参照してください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が範囲となっている場合にだけ必要となり

ます。

operator 引数は、次のキーワードのうち 1 つにする必要があります。

 • eq：パケットのポートが port 引数と等しい場合にだけ一致します。

 • gt：パケットのポートが port 引数より大きい場合にだけ一致します。

 • lt：ポートが port 引数より小さい場合にだけ一致します。

 • neq：パケットのポートが port 引数と等しくない場合にだけ一致します。

 • range：2 つの port 引数が必要で、パケットのポートが 初の port 引数以

上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

flags （TCP のみ：任意）ルールに一致する TCP コントロール ビット フラグです。

flags 引数の値は、次の 1 つまたは複数のキーワードにする必要があります。

 • ack

 • fin

 • psh

 • rst

 • syn

 • urg

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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使用上のガイドライン デバイスは、IPv4 ACL をパケットに適用するときに、その ACL のすべてのルールについてパケット

を評価します。ルールの条件をパケットが満たしていれば、そのルールが採用されます。複数のルール

の条件を満たしている場合は、シーケンス番号が も小さいルールが採用されます。

送信元と宛先

source 引数と destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数

の 1 つを指定するのに使用する方法は、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設定するとき

は、次の方法を使用して source 引数と destination 引数を指定します。

 • アドレスおよびネットワーク ワイルドカード：IPv4 アドレスの後にネットワーク ワイルドカード

を使用して、ホストまたはネットワークを送信元または宛先として指定できます。構文は次のよう

になります。

IPv4-address network-wildcard

次に、IPv4 アドレスとサブネット 192.168.67.0 を表すネットワーク ワイルドカードを使用して 
source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any

 • アドレスおよび Variable-Length Subnet Mask（VLSM）：IPv4 アドレスの後に VLSM を使用して、

ホストまたはネットワークを送信元または宛先として指定できます。構文は次のようになります。

IPv4-address/prefix-len

次に、IPv4 アドレスとサブネット 192.168.67.0 を表す VLSM を使用して source 引数を指定する

例を示します。

switch(config-acl)# permit udp 192.168.67.0/24 any

 • ホスト アドレス：host キーワードと IPv4 アドレスを使用して、ホストを送信元または宛先として

指定できます。構文は次のようになります。

host IPv4-address

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードと 192.168.67.132 という IPv4 アドレスを使用して source 引数を指定する

例を示します。

switch(config-acl)# permit icmp host 192.168.67.132 any

 • 任意のアドレス：any キーワードを使用すると、送信元または宛先が任意の IPv4 アドレスである

ことを指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクションの例を参照してく

ださい。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方法が示されて

います。

ICMP メッセージ タイプ

icmp-message 引数には ICMP メッセージ番号（0 ～ 255 の整数）を指定できます。次のキーワードの 
1 つを指定することもできます。

 • administratively-prohibited：管理上禁止

 • alternate-address：代替アドレス

 • conversion-error：データグラム変換

 • dod-host-prohibited：禁止ホスト

 • dod-net-prohibited：禁止されていない

 • echo：エコー（ping）
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 • echo-reply：エコー応答

 • general-parameter-problem：パラメータの問題

 • host-isolated：分離ホスト

 • host-precedence-unreachable：プレシデンスが到達不可能なホスト

 • host-redirect：ホスト リダイレクト

 • host-tos-redirect：ToS ホスト リダイレクト

 • host-tos-unreachable：ToS が到達不可能なホスト

 • host-unknown：不明ホスト

 • host-unreachable：到達不可能なホスト

 • information-reply：情報応答

 • information-request：情報要求

 • mask-reply：マスク応答

 • mask-request：マスク要求

 • mobile-redirect：モバイル ホスト リダイレクト

 • net-redirect：ネットワーク リダイレクト

 • net-tos-redirect：ToS ネット リダイレクト

 • net-tos-unreachable：ToS が到達不可能なネットワーク

 • net-unreachable：到達不可能なネット

 • network-unknown：不明ネットワーク

 • no-room-for-option：パラメータが必要であるが空きスペースがない

 • option-missing：パラメータが必要であるが存在しない

 • packet-too-big：フラグメント化と DF セットが必要

 • parameter-problem：すべてのパラメータの問題

 • port-unreachable：到達不可能なポート

 • precedence-unreachable：プレシデンス カットオフ

 • protocol-unreachable：到達不可能なプロトコル

 • reassembly-timeout：再アセンブリ タイムアウト

 • redirect：すべてのリダイレクト

 • router-advertisement：ルータ ディスカバリ アドバタイズメント

 • router-solicitation：ルータ ディスカバリ要求

 • source-quench：送信元クエンチ

 • source-route-failed：送信元ルート失敗

 • time-exceeded：すべての time-exceeded メッセージ

 • timestamp-reply：タイムスタンプ応答

 • timestamp-request：タイムスタンプ要求

 • traceroute：Traceroute

 • ttl-exceeded：TTL 超過

 • unreachable：すべての到達不能
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TCP ポート名

protocol 引数に tcp を指定した場合は、port 引数に TCP ポート番号（0 ～ 65535 の整数）を指定でき

ます。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

bgp：ボーダー ゲートウェイ プロトコル（179）

chargen：文字ジェネレータ（19）

cmd：リモート コマンド（rcmd、514）

daytime：Daytime（13）

discard：廃棄（9）

domain：ドメイン ネーム サーバ（53）

drip：ダイナミック ルーティング情報プロトコル（3949）

echo：エコー（7）

exec：EXEC（rsh、512）

finger：フィンガー（79）

ftp：FTP（21）

ftp-data：FTP データ接続（2）

gopher：Gopher（7）

hostname：NIC ホスト名サーバ（11）

ident：Ident プロトコル（113）

irc：インターネット リレー チャット（194）

klogin：Kerberos ログイン（543）

kshell：Kerberos シェル（544）

login：ログイン（rlogin、513）

lpd：プリンタ サービス（515）

nntp：Network News Transport Protocol（119）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

pop2：Post Office Protocol v2（19）

pop3：Post Office Protocol v3（11）

smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

telnet：Telnet（23）

time：Time（37）

uucp：UNIX-to-UNIX Copy Program（54）

whois：WHOIS/NICNAME（43）

www：World Wide Web（HTTP、8）
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UDP ポート名

protocol 引数に udp を指定した場合は、port 引数に UDP ポート番号（0 ～ 65535 の整数）を指定でき

ます。次のキーワードの 1 つを指定することもできます。

biff：Biff（メール通知、comsat、512）

bootpc：Bootstrap Protocol（BOOTP）クライアント（68）

bootps：Bootstrap Protocol（BOOTP）サーバ（67）

discard：廃棄（9）

dnsix：DNSIX セキュリティ プロトコル監査（195）

domain：ドメイン ネーム サーバ（DNS、53）

echo：エコー（7）

isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（5）

mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

nameserver：IEN116 ネーム サービス（廃止、42）

netbios-dgm：NetBIOS データグラム サービス（138）

netbios-ns：NetBIOS ネーム サービス（137）

netbios-ss：NetBIOS セッション サービス（139）

non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

ntp：Network Time Protocol（123）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

rip：ルーティング情報プロトコル（ルータ、in.route、52）

snmp：Simple Network Management Protocol（161）

snmptrap：SNMP トラップ（162）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

syslog：システム ロガー（514）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

time：Time（37）

who：Who サービス（rwho、513）

xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）

例 次に、acl-lab-01 という名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。この ACL のルールでは、

10.23.0.0 および 192.168.37.0 ネットワークから 10.176.0.0 ネットワークへのすべての TCP および 
UDP トラフィックを許可します。

switch# config t
switch(config)# ip access-list acl-lab-01
switch(config-acl)# permit tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
switch(config-acl)# permit udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
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次に、acl-eng-to-marketing という名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。この ACL のルールで

は、eng_workstations という名前の IP アドレス オブジェクト グループから marketing_group という名

前の IP アドレス オブジェクト グループへのすべての IP トラフィックを許可します。

switch# config t
switch(config)# ip access-list acl-eng-to-marketing
switch(config-acl)# permit ip addrgroup eng_workstations addrgroup marketing_group

関連コマンド コマンド 説明

deny (IPv4) IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL にリマークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。

statistics per-entry ACL 内の各エントリに対する統計情報の収集をイネーブルにします。
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permit (MAC)
条件に一致するトラフィックを許可する MAC ACL ルールを作成するには、permit コマンドを使用し

ます。ルールを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

[sequence-number] permit source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]

no permit source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan VLAN-ID]

no sequence-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード MAC ACL コンフィギュレーション

サポートされるユーザの役割 network-admin

sequence-number （任意）permit コマンドのシーケンス番号です。指定すると、コマンドはアク

セス リスト内の指定された番号の位置に挿入されます。シーケンス番号は、

ACL 内のルールの順番を維持します。

シーケンス番号の有効範囲は、1 から 4294967295 までの整数です。

デフォルトでは、ACL の 初のルールのシーケンス番号が 10 となります。

シーケンス番号を指定しない場合は、ルールは ACL の 後に追加され、直前

のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス番号が割り当てられます。

ルールにシーケンス番号を再度割り当てるには、resequence コマンドを使用

します。

source ルールに一致する送信元 MAC アドレスです。この引数を指定する方法の詳細

については、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照

してください。

destination ルールに一致する宛先 MAC アドレスです。この引数を指定する方法の詳細に

ついては、「使用上のガイドライン」セクションの「送信元と宛先」を参照し

てください。

protocol （任意）ルールに一致するプロトコル番号です。有効なプロトコル番号の範囲

は 0x0 から 0xffff です。有効なプロトコル名のリストについては、「使用上の

ガイドライン」セクションの「MAC プロトコル」を参照してください。

cos cos-value （任意）cos-value 引数で指定された Class of Service（CoS; サービス クラス）

値が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパケットだけがこのルールに一致するこ

とを指定します。cos-value 引数に指定できるのは、0 ～ 7 の整数です。

vlan VLAN-ID （任意）指定された VLAN ID が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパケットだ

けがこのルールに一致することを指定します。VLAN-ID 引数に指定できるの

は、1 ～ 4094 の整数です。
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コマンドの履歴

使用上のガイドライン 新しく作成された MAC ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス

番号が割り当てられます。

デバイスは、MAC ACL をパケットに適用するときに、その ACL のすべてのルールについてパケット

を評価します。ルールの条件をパケットが満たしていれば、そのルールが採用されます。複数のルール

の条件を満たしている場合は、シーケンス番号が も小さいルールが採用されます。

送信元と宛先

source 引数と destination 引数は 2 つの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数の 1 
つを指定するのに使用する方法は、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設定するときは、

次の方法を使用して source 引数と destination 引数を指定します。

 • アドレスとマスク：MAC アドレスの後にマスクを使用して、1 つのアドレスまたはアドレスのグ

ループを指定できます。構文は次のようになります。

MAC-address MAC-mask 

次に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を使用して source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any

次に、MAC ベンダー コードが 00603e であるすべてのホストの MAC アドレスを使用して 
destination 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000

 • 任意のアドレス：any キーワードを使用すると、送信元または宛先が任意の MAC アドレスである

ことを指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクションの例を参照してく

ださい。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方法が示されて

います。

MAC プロトコル

protocol 引数は、MAC プロトコル番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、先頭に 0x 
が付く 4 バイトの 16 進数です。有効なプロトコル番号の範囲は 0x0 から 0xffff です。有効なキーワー

ドには、次のとおりです。

 • aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

 • appletalk：Appletalk（0x809b）

 • decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

 • diagnostic：DEC Diagnostic Protocol（0x6005）

 • etype-6000：EtherType 0x6000（0x6000）

 • etype-8042：EtherType 0x8042（0x8042）

 • ip：Internet Protocol v4（0x0800）

 • lat：DEC LAT（0x6004）

 • lavc-sca：DEC LAVC、SCA（0x6007）

 • mop-console：DEC MOP リモート コンソール（0x6002）

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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 • mop-dump：DEC MOP ダンプ（0x6001）

 • vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

例 次に、mac-ip-filter という名前の MAC ACL を設定する例を示します。この ACL のルールでは、2 つ
の MAC アドレス グループ間のすべての IPv4 トラフィックを許可します。

switch# config t
switch(config)# mac access-list mac-ip-filter
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff 
ip

関連コマンド コマンド 説明

deny（MAC） MAC ACL に拒否ルールを設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

remark ACL にリマークを設定します。

statistics per-entry ACL 内の各エントリに対する統計情報の収集をイネーブルにします。

show mac access-list すべての MAC ACL または 1 つの MAC ACL を表示します。
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ping
IPv4 アドレッシングを使用する別のデバイスへのネットワーク接続性を調べるには、ping コマンドを

使用します。

ping [dest-ipv4-address | hostname | mulitcast multicast-group-address interface [ethernet 
slot/port | loopback number | mgmt0 | port-channel channel-number | vethernet 
number]] [count {number | unlimited}] [df-bit] [interval seconds] [packet-size bytes] 
[source src-ipv4-address] [timeout seconds] [vrf vrf-name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルト値については、このコマンドの「シンタックスの説明」を参照してください。

dest-ipv4-address 宛先デバイスの IPv4 アドレスを指定します。フォーマットは、A.B.C.D 
です。

hostname 宛先デバイスのホスト名を指定します。ホスト名では、大文字と小文字が

区別されます。

multicast マルチキャスト ping です。

multicast-group-address マルチキャスト グループ アドレスです。フォーマットは、A.B.C.D です。

interface マルチキャスト パケットを送信するインターフェイスを指定します。

ethernet slot/port イーサネット インターフェイスのスロットとポート番号を指定します。

loopback number 仮想インターフェイス番号を 0 ～ 1023 の範囲内で指定します。

mgmt0 管理インターフェイスを指定します。

port-channel 
channel-number

ポート チャネル インターフェイスを 1 ～ 4096 の範囲内で指定します。

vethernet number 仮想イーサネット インターフェイスを 1 ～ 1048575 の範囲内で指定しま

す。

count （任意）送信の回数を指定します。

number ping の数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 655350 です。デフォルト

は 5 です。

unlimited 無制限の回数の ping を許可します。

df-bit （任意）IPv4 ヘッダーの Do-Not-Fragment ビットをイネーブルにします。

デフォルトではディセーブルです。

intervalseconds （任意）送信の間隔を秒数で指定します。指定できる範囲は 0 ～ 60 です。

デフォルトは 1 秒です。

packet size bytes （任意）送信するパケット サイズをバイト数で指定します。指定できる範

囲は 1 ～ 65468 です。デフォルトは 56 バイトです。

source scr-ipv4-address （任意）使用する送信元 IPv4 アドレスを指定します。フォーマットは、

A.B.C.D です。デフォルトは、デバイスの管理インターフェイスの IPv4 
アドレスです。

timeout seconds （任意）無応答タイムアウトの間隔を秒数で指定します。指定できる範囲

は 1 ～ 60 です。デフォルト値は 2 秒です。

vrf vrf-name （任意）Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよび

フォワーディング）名を指定します。デフォルトではデフォルト VRF で
す。
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コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン IPv6 アドレッシングを使用する別のデバイスへのネットワーク接続性を調べるには、ping6 コマンド

を使用します。

例 次に、IPv4 アドレッシングを使用する別のデバイスへの接続性を調べる例を示します。

switch# ping 172.28.231.246 vrf management
PING 172.28.231.246 (172.28.231.246): 56 data bytes
Request 0 timed out
64 bytes from 172.28.231.246: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.799 ms
64 bytes from 172.28.231.246: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.597 ms
64 bytes from 172.28.231.246: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.711 ms
64 bytes from 172.28.231.246: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.67 ms

--- 172.28.231.246 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.597/0.694/0.799 ms

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ping6 IPv6 アドレッシングを使用する別のデバイスへの接続性を調べます。
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pinning
コントロールまたはパケット VLAN のトラフィックを特定のサブグループに固定（ピニング）するに

は、pinning コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

pinning {control-vlan | packet-vlan} sub-group_id 

no pinning {control-vlan | packet-vlan} sub-group_id

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、コントロール VLAN 上のトラフィックをサブグループ 0 に固定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile SystemProfile1
n1000v(config-port-prof)# pinning control-vlan 3
n1000v(config-port-prof)# show port-profile SystemProfile1
port-profile SystemProfile1
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: 3
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: 1
  port-group: SystemProfile1
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 1-5
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 1-5

control-vlan コントロール VLAN トラフィックを特定のサブグループに固定することを指定し

ます。

packet-vlan パケット VLAN トラフィックを特定のサブグループに固定することを指定します。

sub-group-id サブグループの ID 番号です。指定できる範囲は 0 ～ 31 です。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

次に、パケット VLAN 上のトラフィックをサブグループ 0 に固定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile SystemProfile1
n1000v(config-port-prof)# pinning packet-vlan 0
n1000v(config-port-prof)# show port-profile name SystemProfile1
port-profile SystemProfile1
  description:
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: 0
  system vlans: 1
  port-group:
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk native vlan 1
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    switchport trunk native vlan 1
    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# copy running-config startup-config

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile 
[brief | 
expand-interface | 
usage] [name 
profile-name]

ポート プロファイル情報を表示します。

show running-config 
port-profile 
profile-name

指定されたポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示しま

す。この中に、ピニング コンフィギュレーションも含まれます。
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pinning id
仮想イーサネット トラフィックを特定のサブグループに固定（ピニング）するには、pinning id コマ

ンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

pinning id sub-group-id

no pinning id

シンタックスの説明

デフォルト なし

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 モード（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、仮想イーサネット インターフェイスをサブグループ 3 に固定する例を示します。

n1000v(config)# config t
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# pinning id 0
n1000v(config-if)# show running-config interface vethernet 1
version 4.0(4)SV1(2)

interface Vethernet3
  service-policy type qos input policy1
  pinning id 0

n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)# exit
n1000v# module vem 3 execute vemcmd show pinning
  LTL    IfIndex  PC_LTL  VSM_SGID  VEM_SGID  Eff_SGID
   48   1b040000     304         0         0         0

n1000v(config-if)# copy running-config startup-config

sub-group-id サブグループの ID 番号です。指定できる範囲は 0 ～ 31 です。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(2) 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

module vem 
module_number execute 
vemcmd show pinning

指定された VEM のピニング コンフィギュレーションを表示します。

show port-profile 
[brief | 
expand-interface | 
usage] [name 
profile-name]

ポート プロファイル情報を表示します。

show running-config 
interface vethernet 
interface-number

指定された仮想イーサネット インターフェイスの実行コンフィギュレー

ションを表示します。この中に、ピニング コンフィギュレーションも含ま

れます。

show running-config 
port-profile 
profile-name

指定されたポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示しま

す。この中に、ピニング コンフィギュレーションも含まれます。
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police 
トラフィック レートを制御するには、police コマンドを使用します。制御を削除するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

police {{[cir] {cir [bps|kbps|mbps|gbps] | percent cir-percent} [[bc] {committed-burst 
[bytes|kbytes|mbytes|ms|us]}] [pir {pir- [bps2|kbps2|mbps2|gbps2] | percent 
pir-percent} [[be] {extended-burst [bytes2|kbytes2|mbytes2|ms2|us2]}]] [conform 
{transmit | set-prec-transmit {precedence-number} | set-dscp-transmit {dscp-value | 
dscp-number} | set-cos-transmit cos-value | set-discard-class-transmit 
discard-class-value | set-qos-transmit qos-group-value} [exceed {drop1 | set 
exc-from-field exc-to-field table cir-markdown-map}] [violate {drop2 | set 
vio-from-field vio-to-field table2 pir-markdown-map}]]}}

no police {{[cir] {cir [bps|kbps|mbps|gbps] | percent cir-percent} [[bc] {committed-burst 
[bytes|kbytes|mbytes|ms|us]}] [pir {pir [bps2|kbps2|mbps2|gbps2] | percent 
pir-percent} [[be] {extended-burst [bytes2|kbytes2|mbytes2|ms2|us2]}]] [conform 
{transmit | set-prec-transmit {precedence-number} | set-dscp-transmit {dscp-value | 
dscp-number} | set-cos-transmit cos-value | set-discard-class-transmit 
discard-class-value | set-qos-transmit qos-group-value} [exceed {drop1 | set 
exc-from-field exc-to-field table cir-markdown-map}] [violate {drop2 | set 
vio-from-field vio-to-field table2 pir-markdown-map}]]}}

シンタックスの説明 cir （任意）Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）を指定します。

cir bps、kbps、mbps、または gbps 単位の CIR です。

bps （任意）ビット /秒を指定します。

kbps （任意）キロビット /秒を指定します。

mbps （任意）メガビット /秒を指定します。

gbps （任意）ギガビット /秒を指定します。

percent CIR のパーセンテージを指定します。

cir-percent CIR のパーセンテージです。

bc （任意）BC（認定バースト）を指定します。

committed-burst パケット バーストです。

bytes （任意）バースト サイズをバイト単位で指定します。

kbytes （任意）バースト サイズをキロバイト単位で指定します。

mbytes （任意）バースト サイズをメガバイト単位で指定します。

ms （任意）バースト間隔をミリ秒単位で指定します。

us （任意）バースト間隔をマイクロ秒単位で指定します。

pir （任意）PIR（Peak Information Rate; 大情報レート）を指定します。

pir bps、kbps、mbps、または gbps 単位の PIR です。

bps2 （任意）ビット /秒を指定します。

kbps2 （任意）キロビット /秒を指定します。

mbps2 （任意）メガビット /秒を指定します。

gbps2 （任意）ギガビット /秒を指定します。

be （任意）拡張バーストを指定します。

extended-burst 拡張パケット バーストです。
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ms2 （任意）バースト間隔をミリ秒単位で指定します。

us2 （任意）バースト間隔をマイクロ秒単位で指定します。

conform （任意）準拠アクションを指定します。

transmit パケット送信を指定します。

set-prec-transmit 指定したプレシデンスを送信します。

precedence-number プレシデンス番号です。有効な番号は次のとおりです。

 • 0 - Routine プレシデンス

 • 1 - Priority プレシデンス

 • 2 - Immediate プレシデンス

 • 3 - Flash プレシデンス

 • 4 - Flash override プレシデンス

 • 5 - Critical プレシデンス

 • 6 - Internetwork control プレシデンス

 • 7 - Network control プレシデンス

set-dscp-transmit 指定した Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）を

送信します。

dscp-number DSCP 番号またはコードです。有効な値の範囲は、1 ～ 63 です。DSCP を次のいず

れかのコードに設定することもできます。

 • af11 - AF11 dscp（001010）

 •  af12 - AF12 dscp（001100）

 •  af13 - AF13 dscp（001110）

 •  af21 - AF21 dscp（010010）

 •  af22 - AF22 dscp（010100）

 •  af23 - AF23 dscp（010110）

 •  af31 - AF31 dscp（011010）

 •  af32 - AF32 dscp（011100）

 •  af33 - AF33 dscp（011110）

 •  af41 - AF41 dscp（100010）

 •  af42 - AF42 dscp（100100）

 •  af43 - AF43 dscp（100110）

 •  cs1 - CS1（プレシデンス 1）dscp（001000）

 •  cs2 - CS2（プレシデンス 2）dscp（010000）

 •  cs3 - CS3（プレシデンス 3）dscp（011000）

 •  cs4 - CS4（プレシデンス 4）dscp（100000）

 •  cs5 - CS5（プレシデンス 5）dscp（101000）

 •  cs6 - CS6（プレシデンス 6）dscp（110000）

 •  cs7 - CS7（プレシデンス 7）dscp（111000）

 •  default - デフォルト dscp（000000）

 •  ef - EF dscp（101110）
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police
デフォルト なし

コマンド モード ポリシー マップ コンフィギュレーション（config-pmap-c-qos）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、トラフィック レートを制御する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# policy-map pm10
switch(config-pmap-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# police 100000 bps 10000 bytes
switch(config-pmap-c-qos)# 

関連コマンド

set-cos-transmit 指定した CoS 番号を送信します。

cos-value CoS グループ番号です。有効な値の範囲は、0 ～ 7 です。

set-discard-class- 
transmit

指定した廃棄クラス番号を送信します。

discard-class-value 廃棄クラス番号です。有効な値の範囲は、0 ～ 63 です。

set-qos-transmit 指定した QoS グループ番号を送信します。

qos-group-value QoS グループ番号です。有効な値の範囲は、0 ～ 126 です。

exceed （任意）超過アクションです。

drop1 パケットをドロップすることを指定します。

set テーブルまたはマークダウン マップの中の特定の値を指定します。

exc-from-field
exc-to-field
table
cir-markdown-map
violate （任意）違反アクションを指定します。

drop2 パケットをドロップすることを指定します。

vio-from-field
vio-to-field
table2
pir-markdown- 
map

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show qos QoS 情報を表示します。
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policy-map
policy-map 
ポリシー マップを作成および設定するには、policy-map コマンドを使用します。ポリシー マップを削

除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

policy-map {name | type qos name}

no policy-map {name | type qos name}

シンタックスの説明

デフォルト ポリシー マップは存在しません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ポリシー マップを作成または設定するときは、自動的にポリシー マップ コンフィギュレーション モー

ドが開始します。

例 次に、ポリシー マップを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# policy-map pm20
switch(config-pmap-qos)#

次に、ポリシー マップを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no policy-map pm20
switch(config)#

関連コマンド

name ポリシー マップ名です。有効な値の範囲は、1 ～ 40 です。

type qos ポリシー マップのタイプを「QoS」と指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show policy-map ポリシー マップの情報を表示します。
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port-channel load-balance ethernet
port-channel load-balance ethernet 
チャネル グループ バンドルのインターフェイス間のロード バランシング方式を設定するには、

port-channel load-balance ethernet コマンドを使用します。システム プライオリティをデフォルト値

に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-channel load-balance ethernet method [module slot]

no port-channel load-balance ethernet [method [module slot]]

シンタックスの説明

デフォルト レイヤ 2 パケット - source-mac

レイヤ 3 パケット - source-mac

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin 

コマンドの履歴

使用上のガイドライン モジュールを指定しない場合は、デバイス全体のロード バランシングを設定することになります。

module パラメータを指定した場合は、指定したモジュールのロード バランシングを設定することにな

ります。

method の有効な値は、次のとおりです。

 • dest-ip-port - 宛先 IP アドレスと L4 ポートに基づいて負荷を分散します。

 • dest-ip-port-vlan - 宛先 IP アドレス、L4 ポート、および VLAN に基づいて負荷を分散します。

 • destination-ip-vlan - 宛先 IP アドレスと VLAN に基づいて負荷を分散します。

 • destination-mac - 宛先 MAC アドレスに基づいて負荷を分散します。

 • destination-port - 宛先 L4 ポートに基づいて負荷を分散します。

 • source-dest-ip-port - 送信元と宛先の IP アドレスおよび L4 ポートに基づいて負荷を分散します。

 • source-dest-ip-port-vlan - 送信元と宛先の IP アドレス、L4 ポート、および VLAN に基づいて負

荷を分散します。

 • source-dest-ip-vlan - 送信元と宛先の IP アドレスおよび VLAN に基づいて負荷を分散します。

 • source-dest-mac - 送信元と宛先の MAC アドレスに基づいて負荷を分散します。

 method ロード バランシング方式。有効値のリストについては、「使用上のガイド

ライン」セクションを参照してください。

module （任意）モジュール番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 66 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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port-channel load-balance ethernet  
 • source-dest-port - 送信元と宛先の L4 ポートに基づいて負荷を分散します。

 • source-ip-port - 送信元 IP アドレスに基づいて負荷を分散します。

 • source-ip-port-vlan - 送信元 IP アドレス、L4、および VLAN に基づいて負荷を分散します。

 • source-ip-vlan - 送信元 IP アドレスおよび VLAN に基づいて負荷を分散します。

 • source-mac - 送信元 MAC アドレスに基づいて負荷を分散します。

 • source-port - 送信元ポートに基づいて負荷を分散します。

 • source-virtual-port-id - 送信元仮想ポート ID に基づいて負荷を分散します。

 • vlan-only - VLAN のみに基づいて負荷を分散します。

module 引数を使用すると、モジュール単独でポート チャネリングとロード バランシング モードを設

定することができます。モジュール単独で設定した場合は、他のモジュールにはデバイス全体に対して

現在設定されているロード バランシング方式が使用されます。デバイス全体に対して方式が設定され

ていない場合は、デフォルトの方式が使用されます。no 引数を module 引数と共に指定した場合は、

デバイス全体で現在使用されているロード バランシング方式が、指定したモジュールに対しても使用

されるようになります。デバイス全体に対するロード バランシング方式が設定されている場合は、指

定したモジュールのロード バランシング方式はデフォルトの source-mac ではなく、その設定された方

式となります。モジュール単位のコンフィギュレーションは、デバイス全体に対して設定されている

ロード バランシング方式よりも優先されます。

使用する設定で 多の種類のバランシング条件を提供するオプションを使用してください。たとえば、

あるポート チャネルのトラフィックの送信先 MAC アドレスが 1 つだけである場合に、ポート チャネ

ル ロード バランシングの基準として宛先 MAC アドレスを使用すると、そのポート チャネルの中の同

じリンクが常に選択されます。その場合は、送信元アドレスまたは IP アドレスを使用する方が、より

有効なロード バランシングを実現できる可能性があります。

例 次に、デバイス全体のロード バランシング方式を発信元ポートを使用する方式に設定する例を示しま

す。

switch(config)# port-channel load-balance ethernet src-port
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
load-balance 

ポート チャネル ロード バランシングに関する情報を表示します。
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port-profile
port-profile 
ポート プロファイルを作成してポート プロファイル コンフィギュレーション モードを開始するには、

port-profile コマンドを使用します。ポート プロファイル コンフィギュレーションを削除するには、

このコマンドの no 形式を使用します。

port-profile name 

no port-profile name 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Nexus 1000V 上の各ポート プロファイルのポート プロファイル名は一意であることが必要です。

例 次に、AccessProf という名前のポート プロファイルを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile AccessProf
switch(config-port-prof)

次に、AccessProf という名前のポート プロファイルを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no port-profile AccessProf
switch(config)

関連コマンド

name ポート プロファイル名を指定します。名前の長さは 大 80 文字です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile 
name

ポート プロファイルに関する情報を表示します。
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protocol vmware-vim 
protocol vmware-vim 
VMware VI SDK をイネーブルにするには、protocol vmware-vim コマンドを使用します。VMware 
VI SDK 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。

protocol vmware-vim

no protocol vmware-vim

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト VMware VI SDK はディセーブルです。

コマンド モード SVS 接続コンフィギュレーション（config-svs-conn）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン VMware VI SDK は VMware によって公開されています。この SDKを使用すると、クライアントと 
VMware vCenter との対話が可能になります。

VMware VI SDK をイネーブルにする前に SVS 接続を作成する必要があります。

例 次に、VMware VI SDK をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connection svs1
switch(config-svs-conn)# protocol vmware-vim
switch(config-svs-conn)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs connection SVS 接続の情報を表示します。
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pwd
pwd 
現在のディレクトリを表示するには、pwd コマンドを使用します。

pwd

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、現在のディレクトリを表示する例を示します。

switch# pwd
bootflash: 
switch# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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この章では、コマンド名が Q で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

qos statistics 
QoS の統計情報の記録をイネーブルにするには、qos statistics コマンドを使用します。QoS の統計情

報の記録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。

qos statistics

no qos statistics

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト QoS の統計情報は記録されません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、QoS の統計情報の記録をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# qos statistics
switch(config)# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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qos statistics
関連コマンド コマンド 説明

show qos QoS の情報を表示します。
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この章では、コマンド名が R で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

radius-server deadtime
デバイスによって使用されるすべての RADIUS サーバのデッドタイム インターバルを設定するには、

radius-server deadtime コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形
式を使用します。

radius-server deadtime minutes

no radius-server deadtime minutes

シンタックスの説明

デフォルト 0 分

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デッドタイム インターバルは、以前応答しなかった RADIUS サーバをデバイスがチェックする前の分

数です。

minutes デッドタイム インターバルの長さ（分）です。指定できる範囲は 1 ～ 1440 分で

す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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radius-server deadtime
（注） デフォルトのアイドル タイマー値は 0 分です。アイドル タイム インターバルが 0 分の場合、RADIUS 
サーバの定期的なモニタリングは実行されません。

例 次に、すべての RADIUS サーバのグローバル デッドタイム インターバルを設定して、定期的なモニタ

リングを実行する例を示します。

switch# config t
switch(config)# radius-server deadtime 5

次に、すべての RADIUS サーバのグローバル デッドタイム インターバルをデフォルトに戻して定期的

なサーバ モニタリングをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# no radius-server deadtime 5

関連コマンド コマンド 説明

show radius-server RADIUS サーバ情報を表示します。
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radius-server directed-request
ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できるようにするには、radius-server 
directed request コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使

用します。

radius-server directed-request

no radius-server directed-request

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ログイン時に username@vrfname:hostname を指定できます。vrfname は使用する Virtual Routing and 
Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよびフォワーディング）インスタンス、hostname は設定済み

の RADIUS サーバの名前です。ユーザ名はこの RADIUS サーバに送信されて認証を受けます。

例 次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できるようにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# radius-server directed-request

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できないようにする例を示しま

す。

switch# config t
switch(config)# no radius-server directed-request

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show radius-server 
directed-request

RADIUS サーバの指定要求設定を表示します。
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radius-server host
radius-server host 
RADIUS サーバのパラメータを設定するには、radius-server host コマンドを使用します。デフォルト

の設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} 
[key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting]  
[acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count] 
[test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds [retransmit count]]

no radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} 
[key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting]  
[acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count] 
[test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds [retransmit count]]

シンタックスの説明 hostname RADIUS サーバ Domain Name Server（DNS）名です。この名前は 256 文
字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

ipv4-address A.B.C.D 形式の RADIUS サーバ IPv4 アドレスです。

ipv6-address X:X:X::X 形式の RADIUS サーバ IPv6 アドレスです。

key （任意）RADIUS サーバ事前共有秘密鍵を設定します。

0 （任意）RADIUS クライアントおよびサーバ間の通信を認証する、平文で指

定された事前共有鍵を設定します。これがデフォルトです。

7 （任意）RADIUS クライアントおよびサーバ間の通信を認証する、暗号文で

指定された事前共有鍵（7 で表示）を設定します。

shared-secret RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵です。事前

共有鍵には、任意の出力可能な ASCII 文字を使用できます（空白文字は使

用できません）。大文字と小文字が区別され、長さは 大 63 文字です。

pac （任意）Cisco TrustSec と連動させるために RADIUS Cisco Access Control 
Server（ACS）上での Protected Access Credentials（PAC）の生成をイ

ネーブルにします。

accounting （任意）アカウンティングを設定します。

acct-port port-number （任意）アカウンティング用の RADIUS サーバのポートを設定します。指

定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

auth-port port-number （任意）認証用の RADIUS サーバのポートを設定します。指定できる範囲

は 0 ～ 65535 です。

authentication （任意）認証を設定します。

retransmit count （任意）デバイスから RADIUS サーバへの接続を試行する回数を設定しま

す。この回数に達すると、ローカル認証に戻ります。有効範囲は 1 ～ 5 回
で、デフォルトは 1 回です。

test （任意）RADIUS サーバにテスト パケットを送信するようパラメータを設

定します。

idle-time time サーバをモニタリングするための時間間隔を分で指定します。指定できる

範囲は 1 ～ 1440 分です。

password password テスト パケット内のユーザ パスワードを指定します。パスワードは 32 文
字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。
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radius-server host 
デフォルト

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン アイドル タイム インターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタリングは実行されませ

ん。

例 次に、RADIUS サーバ認証とアカウンティング パラメータを設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 key HostKey 
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 auth-port 2003 
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 acct-port 2004
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 accounting
switch(config)# radius-server host radius2 key 0 abcd 
switch(config)# radius-server host radius3 key 7 1234
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test username tester
switch(config)# radius-server host 10.10.2.3 test password 2B9ka5

username name テスト パケット内のユーザ名を指定します。32 文字以下の英数字で、大文

字と小文字は区別されません。

timeout seconds RADIUS サーバへの再送信タイムアウト（秒単位）を設定します。デフォ

ルトは 5 秒で、有効範囲は 1 ～ 60 秒です。

パラメータ デフォルト

アカウンティング ポー

ト

1813

認証ポート 1812
アカウンティング イネーブル

認証 イネーブル

再送信回数 1
アイドル時間 なし

サーバ モニタリング ディセーブル

タイムアウト 5 秒
テスト ユーザ名 test
テスト パスワード test

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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radius-server host
関連コマンド コマンド 説明

show radius-server RADIUS サーバ情報を表示します。
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radius-server key 
radius-server key
RADIUS 共有秘密鍵を設定するには、radius-server key コマンドを使用します。共有秘密鍵を削除す

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-server key [0 | 7] shared-secret

no radius-server key [0 | 7] shared-secret

シンタックスの説明

デフォルト 平文

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン RADIUS サーバに対してスイッチの認証を行うには、RADIUS 事前共有鍵を設定する必要がありま

す。鍵の長さは 大 63 文字で、任意の出力可能な ASCII 文字を使用できます（空白文字は使用できま

せん）。1 つのグローバル鍵を設定しておいて、スイッチのすべての RADIUS サーバ コンフィギュレー

ションで使用することができます。このグローバル鍵よりも優先する鍵を個々のホストに割り当てるに

は、radius-server host コマンドの key キーワードを使用します。

例 次に、さまざまなシナリオを提供して RADIUS 認証を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# radius-server key AnyWord
switch(config)# radius-server key 0 AnyWord 
switch(config)# radius-server key 7 public pac

0 （任意）RADIUS クライアントおよびサーバ間の通信を認証する、平文で指

定された事前共有鍵を設定します。

7 （任意）RADIUS クライアントおよびサーバ間の通信を認証する、暗号文で

指定された事前共有鍵を設定します。

shared-secret RADIUS クライアントおよびサーバ間の通信を認証するのに使用する事前

共有鍵を設定します。事前共有鍵には、任意の出力可能な ASCII 文字を使

用できます（空白文字は使用できません）。大文字と小文字が区別され、長

さは 大 63 文字です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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radius-server key
関連コマンド コマンド 説明

show radius-server RADIUS サーバ情報を表示します。
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radius-server retransmit 
radius-server retransmit 
RADIUS サーバに対する要求を試行する回数を指定するには、radius-server retransmit コマンドを

使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-server retransmit count 

no radius-server retransmit count

シンタックスの説明

デフォルト 再送信 1 回

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、RADIUS サーバへの再送信回数を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# radius-server retransmit 3

次に、RADIUS サーバへの再送信回数をデフォルトに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no radius-server retransmit 3

関連コマンド

count デバイスから RADIUS サーバへの接続を試行する回数です。この回数に達

すると、ローカル認証に戻ります。指定できる範囲は 1 ～ 5 回です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show radius-server RADIUS サーバ情報を表示します。
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radius-server timeout
RADIUS サーバへの再送信間隔を指定するには、radius-server timeout コマンドを使用します。デ

フォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

radius-server timeout seconds

no radius-server timeout seconds

シンタックスの説明

デフォルト 5 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、タイムアウト インターバルを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# radius-server timeout 30

次に、時間間隔をデフォルトに戻す例を示します。

switch# config t
switch(config)# no radius-server timeout 30

関連コマンド

seconds RADIUS サーバに再送信する間隔の秒数です。指定できる範囲は 1 ～ 60 秒
です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show radius-server RADIUS サーバ情報を表示します。
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rate-mode dedicated
指定したポートの専用レート モードを設定するには、rate-mode dedicated コマンドを使用します。

rate-mode dedicated 

no rate-mode 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト 共用レート モードがデフォルトです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン rate-mode dedicated コマンドは、指定したポートの専用レート モードを設定するときに使用します。

32 ポートの 10 ギガビット イーサネット モジュールでは、4 ポートのセットそれぞれが 10 ギガビット

/秒（Gbps）の帯域幅を処理できます。rate-mode パラメータを使用すると、この帯域幅を 4 ポート 
セットの 初のポート専用にするか、4 つのポートすべてに帯域幅を共用させるかを設定できます。

（注） 帯域幅を 1 つのポート専用にするときは、初めにそのグループのポートを管理者がシャットダウンし、

レート モードを変更してから、専用ポートをアップ状態する必要があります。

表 4 に、10 Gbps の帯域幅を共用するポートのグループと、この帯域幅全体をどのポート専用にできる

かを示します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

表 4 専用 /共用ポート

帯域幅を共用できる

ポートのグループ

10 ギガビット イー

サネット帯域幅を

専有できるポート

1, 3, 5, 7 1
2, 4, 6, 8 2
9, 11, 13, 15 9
10, 12, 14, 16 10
17, 19, 21, 23 17
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rate-mode dedicated
rate-mode dedicated コマンドを入力すると、10 ギガビットの帯域幅全体が 1 つのポート専用になり

ます。帯域幅を 1 つのポート専用にすると、それ以降のそのポートに対するコマンドはすべて専用モー

ドになります。

例 次に、イーサネット ポート 4/17、4/19、4/21、および 4/23 の専用レート モードを設定する例を示しま

す。

switch# config t 
switch(config)# interface ethernet 4/17, ethernet 4/19, ethernet 4/21, ethernet 4/23
switch(config-if)# shutdown
switch(config-if)# interface ethernet 4/17
switch(config-if)# rate-mode dedicated
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)#

関連コマンド

18, 20, 22, 24 18
25, 27, 29, 31 25
26, 28, 30, 32 26

表 4 専用 /共用ポート

帯域幅を共用できる

ポートのグループ

10 ギガビット イー

サネット帯域幅を

専有できるポート

コマンド 説明

show interface インターフェイスの情報を表示します。この中に、現在のレート モードが

専用かどうかも含まれます。
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record
フロー レコードを設定するには、record コマンドを使用します。フロー レコード コンフィギュレー

ションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

record {name | netflow ipv4 {original-input | original-output | protocol-port} | 
netflow-original}

no record {name | netflow ipv4 {original-input | original-output | protocol-port} | 
netflow-original}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード フロー モニタ（config-flow-monitor）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン フロー レコードとは、NetFlow によって収集される情報を定義するものです。この情報には、フロー

内のパケットや、フローごとの収集対象カウンタの種類などがあります。新しいフロー レコードを定

義することも、事前定義済みのフロー レコードを使用することもできます。

例 次に、事前定義された従来の IPv4 入力 NetFlow レコードを使用するようにフロー レコードを設定する

例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow monitor testmon
switch(config-flow-monitor)# record netflow ipv4 original-input
switch(config-flow-monitor)#

name 新しいフロー レコードの名前を指定します。

netflow ipv4 従来の IPv4 NetFlow 収集スキームを使用する、事前定義済みのフロー レ
コードを指定します。

original-input 従来の IPv4 入力 NetFlow を使用する、事前定義済みのフロー レコードを

指定します。

original-output 従来の IPv4 出力 NetFlow を使用する、事前定義済みのフロー レコードを

指定します。

protocol-port プロトコル ポート集約スキームを使用するフロー レコードを指定します。

netflow-original 起点 AS に基づく従来の IPv4 入力 NetFlow を使用するフロー レコードを

指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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record
次に、事前定義された従来の IPv4 入力 NetFlow フロー レコードの設定を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow monitor testmon
switch(config-flow-monitor)# no record netflow ipv4 original-input
switch(config-flow-monitor)#

関連コマンド コマンド 説明

show flow monitor NetFlow モニタ設定情報を表示します。

show flow record NetFlow レコード設定情報を表示します。
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reload module
デバイス内のモジュールをリロードするには、reload module コマンドを使用します。

reload module slot [force-dnld]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン show hardware コマンドを使用すると、デバイス上のハードウェアに関する情報を表示することがで

きます。

例 次に、モジュールをリロードする例を示します。

switch# reload module 2

関連コマンド

slot シャーシ スロット番号です。

force-dnld （任意）強制的にソフトウェアをモジュールにダウンロードします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show version ソフトウェア バージョンに関する情報を表示します。
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remote 
リモート マシンに接続するには、remote コマンドを使用します。接続を切断するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

remote {ip address address | hostname name}

no remote {ip address address | hostname name}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード SVS 接続コンフィギュレーション（config-svs-conn）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、リモート マシンに接続する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connection svsconn1
switch(config-svs-conn)# remote hostname server1
switch(config-svs-conn)#

関連コマンド

ipaddress IP アドレスを指定します。

address IPv4 アドレスです。フォーマットは、A.B.C.D です。

hostname リモート ホストの名前を指定します。

name ホスト名です。有効な値の範囲は、1 ～ 128 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs SVS の情報を表示します。
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resequence
resequence 
リストのシーケンス番号を振り直すには、resequence コマンドを使用します。

resequence {{{ip | mac} access-list} | time-range} name number increment

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、aclOne という名前の MAC ACL の 初のエントリの番号を振り直す例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# resequence mac access-list aclOne 1 2
switch(config)# 

関連コマンド

ip IP アクセス リストの番号振り直しを示します。

mac MAC アクセス リストの番号振り直しを示します。

access-list アクセス リストの番号振り直しを示します。

time-range 時間範囲の番号振り直しを示します。

name （任意）リスト名です。

number （任意）開始シーケンス番号です。

increment （任意）シーケンス番号の増分の大きさです。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show access-list ACL を表示します。
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rmdir
ディレクトリを削除するには、rmdir コマンドを使用します。

rmdir [filesystem:[//module/]]directory

シンタックスの説明

デフォルト ディレクトリを現在の作業ディレクトリから削除します。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、my_files ディレクトリを削除する例を示します。

switch# rmdir my_files

関連コマンド

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。大文字と小文字が区別され

ます。

//module/ （任意）スーパーバイザ モジュールの ID を指定します。有効な値は 
sup-active、sup-local、sup-remote、または sup-standby です。ID では、

大文字と小文字が区別されます。

directory ディレクトリの名前です。大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
312
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

R コマンド

role name 
role name 
ユーザ ロールを作成するには、role name コマンドを使用します。ロールを削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

role name role-name

no role name role-name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、UserA という名前のロールを作成する例を示します。

switch # config t
switch(config)# role name UserA

次に、UserA ロールを削除する例を示します。

switch(config)# no role UserA

関連コマンド

role-name この名前のユーザ ロールを作成します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show role 使用可能なユーザ ロールとそのルールを表示します。

interface policy このロールに割り当てられたユーザは、特に許可されている場合を除いて

全インターフェイスへのアクセスが拒否されます。

permit interface このロールに割り当てられたユーザからアクセス可能なインターフェイス

を指定します。

vlan policy このロールに割り当てられたユーザは、特に許可されている場合を除いて

全 VLAN へのアクセスが拒否されます。

permit vlan このロールに割り当てられたユーザがアクセス可能な VLAN を指定します。
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run-script 
ファイルに保存されているコマンド スクリプトを実行するには、run-script コマンドを使用します。

run-script {bootflash: | volatile:} filename

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、揮発性ファイル システムの Sample ファイルに保存されているコマンド スクリプトを実行する

例を示します。

switch(config)# run-script volatile:Sample
switch(config)# 

関連コマンド

bootflash: コマンド スクリプトが格納されているファイルがブートフラッシュ ファイル シス

テム内にあることを示します。

volatile: コマンド スクリプトが格納されているファイルが揮発性ファイル システム内にある

ことを示します。

filename コマンド スクリプトが格納されているファイルの名前です。大文字と小文字が区別

されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

copy ファイルをコピーします。

dir 作業ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ（present working directory）の名前を表示しま

す。
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この章では、コマンド名が S で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

send 
オープン セッションにメッセージを送信するには、send コマンドを使用します。

send {message | session device message}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、オープン セッションにメッセージを送信する例を示します。

switch# send session sessionOne testing
switch# 

関連コマンド

message メッセージです。

session 特定のセッションを指定します。

device デバイスの種類です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show banner バナーを表示します。
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service-port
service-port 
バーチャル サービス ドメイン（VSD）ポート プロファイルに内部インターフェイスまたは外部イン

ターフェイスを設定するには、service-port コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

service-port {inside | outside} [default-action {drop | forward}] 

no service-port

シンタックスの説明

デフォルト forward default-action

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン SVM 上にサービス ポートのないポート プロファイルが設定されると、ネットワークでパケット フ
ラッディングが発生します。

SVM 上にポート プロファイルを設定する場合は、まず SVM をダウンさせます。これにより、サービ

ス ポートなしで誤って設定されたポート プロファイルによってネットワークでパケット フラッディン

グが発生することを回避できます。SVM は設定が完了し、検証された後、サービスを提供できる状態

に戻ります。

例 次に、サービス ポートがダウンした場合にパケットをドロップする内部インターフェイスを VSD ポー

ト プロファイルに設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# port-profile svm_vsd1_in
switch(config-port-prof)# service-port inside default-action drop
switch(config-port-prof)#

次に、サービス ポート コンフィギュレーションを削除する例を示します。

inside 内部ネットワーク

outside 外部ネットワーク

default-action （任意）サービス ポートがダウンした場合のアクションを指定します。

 • drop：パケットをドロップします

 • forward：パケットを転送します（デフォルト）

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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service-port
switch# config t
switch(config)# port-profile svm_vsd1_in
switch(config-port-prof)# no service-port 
switch(config-port-prof)#

関連コマンド コマンド 説明

show virtual-service-domain VSD 名やポート プロファイルなど、現在 VSM に設定され

ている VSD のリストを表示します。
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session-limit
session-limit 
VSH セッションの数を制限するには、session-limit コマンドを使用します。制限を解除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

session-limit number

no session-limit number

シンタックスの説明

デフォルト 制限は設定されていません。

コマンド モード ライン コンフィギュレーション（config-line）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VSH セッションの数を制限する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line vty
switch(config-line)# session-limit 10
switch(config-line)# 

次に、制限を解除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# line vty
switch(config-line)# no session-limit 10
switch(config-line)# 

number VSH セッションの数です。有効な値の範囲は、1 ～ 64 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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set
set 
QoS クラス属性を設定するには、set コマンドを使用します。クラス属性を削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

set {{cos cos-val} | {dscp [tunnel] {dscp-val | dscp-enum}} | {precedence [tunnel] 
{prec-val | prec-enum}} | {discard-class dis-class-val} | {qos-group qos-grp-val} | 
{{{cos cos} | {dscp dscp} | {precedence precedence} | {discard-class discard-class}} 
table table-map-name} | {cos1 {{dscp table cos-dscp-map} | {precedence table 
cos-precedence-map} | {discard-class table cos-discard-class-map}}} | {dscp1 {{cos 
table dscp-cos-map} | {prec3 table dscp-precedence-map} | {dis-class3 table 
dscp-discard-class-map}}} | {prec1 {{cos3 table precedence-cos-map} | {dscp3 
table precedence-dscp-map} | {dis-class3 table precedence-discard-class-map}}} | 
{dis-class1 {{cos3 table discard-class-cos-map} | {dscp3 table 
discard-class-dscp-map} | {prec3 table discard-class-precedence-map}}}}

no set {{cos cos-val} | {dscp [tunnel] {dscp-val | dscp-enum}} | {precedence [tunnel] 
{prec-val | prec-enum}} | {discard-class dis-class-val} | {qos-group qos-grp-val} | 
{{{cos cos} | {dscp dscp} | {precedence precedence} | {discard-class discard-class}} 
table table-map-name} | {cos1 {{dscp table cos-dscp-map} | {precedence table 
cos-precedence-map} | {discard-class table cos-discard-class-map}}} | {dscp1 {{cos 
table dscp-cos-map} | {prec3 table dscp-precedence-map} | {dis-class3 table 
dscp-discard-class-map}}} | {prec1 {{cos3 table precedence-cos-map} | {dscp3 
table precedence-dscp-map} | {dis-class3 table precedence-discard-class-map}}} | 
{dis-class1 {{cos3 table discard-class-cos-map} | {dscp3 table 
discard-class-dscp-map} | {prec3 table discard-class-precedence-map}}}}

シンタックスの説明 cos IEEE 802.1Q Class of Service（CoS; サービス クラス）を指定します。

cos-value CoS 値です。有効な値の範囲は、0 ～ 7 です。

dscp IPv4 および IPv6 パケットの DSCP（Differentiated Services Code Point）を指定し

ます。

tunnel （任意）トンネル カプセル化の DSCP を指定します。

dscp-value DSCP 値です。

dscp-enum
precedence IP（v4）および IPv6 パケットのプレシデンスです。

prec-val IP プレシデンス値です。

prec-enum .
discard-class 
dis-class-val

廃棄クラスと廃棄クラス値です。

qos-group 
qos-grp-val

Qos グループと Qos グループ値です。

table 
table-map-name

入力から出力へのテーブル定義マッピングとテーブル マップ名です。

cos1 IEEE 802.1Q CoS です。

cos-dscp-map Cos から DSCP への変換マップです。

cos-precedence
-map

Cos からプレシデンスへの変換マップです。
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set
デフォルト なし

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（config-pmap-c-qos）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、クラス属性を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# policy-map pm1
switch(config-pmap-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1
switch(config-pmap-c-qos)#

cos-discard-cla
ss-map

Cos から廃棄クラスへの変換マップです。

dscp1 IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP です。

dscp-cos-map DSCP から CoS への変換マップです。

prec3 IP（v4）および IPv6 パケットのプレシデンスです。

dscp-precedenc
e-map

DSCP からプレシデンスへの変換マップです。

dis-class3 廃棄クラスです。

dscp-discard-cl
ass-map

DSCP から廃棄クラスへの変換マップです。

prec1 IP（v4）および IPv6 パケットのプレシデンスです。

cos3 IEEE 802.1Q CoS です。

precedence-cos
-map

プレシデンスから CoS への変換マップです。

dscp3 IP（v4）および IPv6 パケットの DSCP です。

precedence-dsc
p-map

プレシデンスから DSCP への変換マップです。

precedence-dis
card-class-map

プレシデンスから廃棄クラスへの変換マップです。

dis-class1 廃棄クラスです。

discard-class-c
os-map

廃棄クラスから CoS への変換マップです。

discard-class-d
scp-map

廃棄クラスから DSCP への変換マップです。

discard-class-p
recedence-map

廃棄クラスからプレシデンスへの変換マップです。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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set
次に、クラス属性を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# policy-map pm1
switch(config-pmap-qos)# class class-default
switch(config-pmap-c-qos)# no set qos-group 1
switch(config-pmap-c-qos)#

関連コマンド コマンド 説明

show policy-map ポリシー マップを表示します。
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service-policy
service-policy 
インターフェイスのサービス ポリシーを設定するには、service-policy コマンドを使用します。サービ

ス ポリシー設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

service-policy {input name [no-stats] | output name [no-stats] | type qos {input name 
[no-stats] | output name [no-stats]}}

no service-policy {input name [no-stats] | output name [no-stats] | type qos {input name 
[no-stats] | output name [no-stats]}}

シンタックスの説明

デフォルト サービス ポリシーは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、インターフェイスのサービス ポリシーを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 10
switch(config-if)# service-policy type qos input sp10 no-stats
switch(config-if)# 

次に、インターフェイスのサービス ポリシー設定を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 10
switch(config-if)# no service-policy type qos input sp10 no-stats
switch(config-if)# 

関連コマンド

input 入力サービス ポリシーを指定します。

name ポリシー名です。有効な値の範囲は、1 ～ 40 です。

no-stats （任意）統計情報がないことを指定します。

output 出力サービス ポリシーを指定します。

type qos QoS サービス ポリシーを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running 
interface

インターフェイス コンフィギュレーション情報を表示します。
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setup
setup
コンフィギュレーション ファイルの作成または修正に Basic System Configuration Dialog を使用する

には、setup コマンドを使用します。

setup

シンタックスの説明 このコマンドには、引数もキーワードもありませんが、Basic System Configuration Dialog ではセット

アップ情報の入力を求められます（次の例を参照してください）。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Basic System Configuration Dialog は出荷時を前提としています。既存のコンフィギュレーションを修

正する場合はこの点に留意してください。

コンフィギュレーションに対して行われた変更はすべてセットアップ シーケンスの終了時に表示され、

変更を保存するかしないかをオプションで選ぶことができます。

Ctrl-C キーを押すと、どの時点でもセットアップ シーケンスを終了できます。

例 次に、ベーシック システム コンフィギュレーションの作成または修正に setup コマンドを使用する例

を示します。

n1000v# setup

  Enter the domain id<1-4095>: 400

  Enter HA role[standalone/primary/secondary]: standalone

[########################################] 100%

         ---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
323
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

S コマンド 

setup
*Note: setup is mainly used for configuring the system initially,
when no configuration is present. So setup always assumes system
defaults and not the current system configuration values.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): y

  Create another login account (yes/no) [n]: n

  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: n

  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]: n

  Enter the switch name : n1000v

  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]:  

    Mgmt0 IPv4 address : 

  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: n

  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: 

  Enable the telnet service? (yes/no) [y]: 

  Enable the ssh service? (yes/no) [n]: 

  Configure the ntp server? (yes/no) [n]: 

  Configure vem feature level? (yes/no) [n]: 

  Configure svs domain parameters? (yes/no) [y]: 

    Enter SVS Control mode (L2 / L3) : l2
    Invalid SVS Control Mode
    Enter SVS Control mode (L2 / L3) : L2
    Enter control vlan <1-3967, 4048-4093> : 400

    Enter packet vlan <1-3967, 4048-4093> : 405

The following configuration will be applied:
  switchname n1000v
  telnet server enable
  no ssh server enable
  svs-domain
    svs mode L2
    control vlan 400
    packet vlan 405
    domain id 400
vlan 400
vlan 405

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:  

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: n

n1000v# 

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 実行コンフィギュレーションを表示します。
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shutdown
shutdown 
VLAN スイッチングをシャットダウンするには、shutdown コマンドを使用します。VLAN スイッチ

ングを有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

shutdown

no shutdown

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VLAN スイッチングをシャットダウンする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# shutdown
switch(config-vlan)# 

次に、VLAN スイッチングを有効にする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# no shutdown
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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sleep 
スリープ時間を設定するには、sleep コマンドを使用します。

sleep time

シンタックスの説明

デフォルト スリープ時間は設定されていません。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン time に 0 を設定した場合、スリープは無効です。

例 次に、スリープ時間を設定する例を示します。

switch# sleep 100
switch# 

次に、スリープをディセーブルにする例を示します。

switch# sleep 0
switch# 

time スリープ時間を秒単位で指定します。有効な値の範囲は、0 ～ 2147483647 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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source mgmt (NetFlow)  
source mgmt (NetFlow) 
NetFlow フロー レコードの送信元として指定するインターフェイスをフロー エクスポータに追加する

には、source コマンドを使用します。フロー エクスポータから送信元インターフェイスを削除するに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

source mgmt 0 

no source 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ コンフィギュレーション（config-flow-exporter）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン mgmt0 インターフェイスはフロー エクスポータに追加できる唯一のインターフェイスです。

例 次に、送信元管理インターフェイス 0 を ExportTest フロー エクスポータに追加する例を示します。

switch(config)# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# source mgmt 0

次に、送信元管理インターフェイス 0 を ExportTest フロー エクスポータから削除する例を示します。

switch(config)# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# no source mgmt 0

関連コマンド

mgmt 0 mgmt 0 インターフェイスをフロー エクスポータに追加します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。
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source mgmt (NetFlow)
show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。

コマンド 説明
328
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

S コマンド

ssh
ssh
Secure Shell（SSH; セキュア シェル）セッションを作成するには、ssh コマンドを使用します。

ssh [username@]{ipv4-address | hostname} [vrf vrf-name]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの VRF

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン NX-OS ソフトウェア サポート SSH バージョン 2。

例 次に、SSH セッションを開始する例を示します。

switch# ssh 10.10.1.1 vrf management
The authenticity of host '10.10.1.1 (10.10.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is 9b:d9:09:97:f6:40:76:89:05:15:42:6b:12:48:0f:d6.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.10.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
User Access Verification
Password:

関連コマンド

username （任意）SSH セッションのユーザ名です。ユーザ名では大文字と小

文字は区別されません。

ipv4-address リモート デバイスの IPv4 アドレスです。

hostname リモート デバイスのホスト名です。ホスト名では、大文字と小文

字が区別されます。

vrf vrf-name （任意）SSH セッションで使用する Virtual Routing and 
Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよびフォワーディング）を

指定します。VRF 名は大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear ssh session SSH セッションをクリアします。

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。
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ssh key
ssh key
仮想デバイス コンテキスト（VDC）の Secure Shell（SSH; セキュア シェル）サーバ鍵を作成するに

は、ssh key コマンドを使用します。SSH サーバ鍵を削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

ssh key {dsa [force] | rsa [length [force]]}

no ssh key [dsa | rsa]

シンタックスの説明

デフォルト 1024 ビット長

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン NX-OS ソフトウェア サポート SSH バージョン 2。

SSH サーバ鍵を削除または交換する場合は、no ssh server enable コマンドを使用して 初に SSH 
サーバ鍵をディセーブルにする必要があります。

例 次に、DSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# ssh key dsa
generating dsa key(1024 bits).....
..
generated dsa key

次に、デフォルトの鍵の長さで RSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.

dsa Digital System Algorithm（DSA）SSH サーバ鍵を指定します。

force （任意）SSH 鍵の交換を強制します。

rsa Rivest、Shamir、Adelman（RSA）公開鍵暗号 SSH サーバ鍵を指

定します。

length （任意）SSH サーバ鍵を作成するときに使用するビット数です。指

定できる範囲は 768 ～ 2048 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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ssh key 
generated rsa key

次に、指定した鍵の長さで RSA を使用して SSH サーバ鍵を作成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# ssh key rsa 768
generating rsa key(768 bits).....
.
generated rsa key

次に、force オプションで DSA を使用して SSH サーバ鍵を交換する例を示します。

switch# config t
switch(config)# no ssh server enable
switch(config)# ssh key dsa force
deleting old dsa key.....
generating dsa key(1024 bits).....
.
generated dsa key
switch(config)# ssh server enable

次に、DSA SSH サーバ鍵を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# no ssh server enable
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# no ssh key dsa
switch(config)# ssh server enable

次に、SSH サーバ鍵をすべて削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# no ssh server enable
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
switch(config)# no ssh key 
switch(config)# ssh server enable

関連コマンド コマンド 説明

show ssh key SSH サーバ鍵の情報を表示します。

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。
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ssh server enable
ssh server enable
Secure Shell（SSH; セキュア シェル）サーバをイネーブルにするには、ssh server enable コマンドを

使用します。SSH サーバ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。

ssh server enable

no ssh server enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン NX-OS ソフトウェア サポート SSH バージョン 2。

例 次に、SSH サーバをイネーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# ssh server enable

次に、SSH サーバをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# no ssh server enable
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ssh server SSH サーバ鍵の情報を表示します。
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state (VLAN) 
state (VLAN)
VLAN の動作ステートを設定するには、state コマンドを使用します。ステートのコンフィギュレー

ションをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

state {active | suspend}

no state

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、VLAN の動作ステートを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# state active
switch(config-vlan)# 

次に、ステートのコンフィギュレーションをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# no state
switch(config-vlan)# 

関連コマンド

active アクティブ ステートを指定します。

suspend サスペンド ステートを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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state (Port Profile)
state (Port Profile)
ポート プロファイルの動作ステートを設定するには、state コマンドを使用します。

state enabled

シンタックスの説明

デフォルト ディセーブル

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、ポート プロファイルの動作ステートをイネーブルまたはディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testprofile
switch(config-port-prof)# state enabled
switch(config-port-prof)# 

関連コマンド

イネーブル ポート プロファイルをイネーブルまたはディセーブルにします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile ポート プロファイル情報を表示します。
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statistics per-entry 
各 ACL エントリの統計情報を収集するには、statistics per-entry コマンドを使用します。統計情報を

削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

statistics per-entry

no statistics per-entry

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 統計情報は収集されません。

コマンド モード ACL コンフィギュレーション（config-acl）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、各 ACL エントリの統計情報を収集する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list 1
switch(config-acl)# statistics per-entry
switch(config-acl)# 

次に、統計情報を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list 1
switch(config-acl)# no statistics per-entry
switch(config-acl)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show statistics 統計情報を表示します。
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sub-group
インターフェイス ポート チャネルのサブグループ割り当てを設定するには、sub-group {cdp | 
manual} コマンドを使用します。コンフィギュレーションを削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

sub-group {cdp | manual}

no sub-group

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン vPC-HM で使用されるポート チャネルを識別するには、このコマンドを使用します。vPC-HM では、

メンバー ポートに接続される各アップストリーム スイッチごとにトラフィックを管理することが必要

です。アップストリーム スイッチで CDP がイネーブルに設定された場合、Cisco Nexus 1000V はこの

情報を使用してサブグループを自動的に割り当てます。アップストリーム スイッチで CDP がイネーブ

ルに設定されない場合は、サブグループを手動で設定する必要があります。

このコマンドは、ポート チャネル インターフェイスにより継承済みのポート プロファイルで指定され

たサブグループ コンフィギュレーションをすべて無効にします。

例 次に、ポート チャネル インターフェイスのサブグループ タイプを設定する例を示します。

h1000v# config t
n1000v(config)# interface port-channel 1
n1000v(config-if)# sub-group cdp

次に、設定を削除する例を示します。

h1000v# config t

cdp トラフィック フローを管理するためのサブグループの自動作成に Cisco Discovery 
Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）情報を使用することを指定します。

manual サブグループを手動で設定することを指定します。このオプションは、アップスト

リーム スイッチで CDP が設定されない場合に使用されます。

リリース 変更内容

4.0 このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) manual キーワードが追加されました。
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sub-group
n1000v(config)# interface port-channel 1
n1000v(config-if)# no sub-group

関連コマンド コマンド 説明

show interface port 
channel 
channel-number

ポートチャネル情報を表示します。
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sub-group-id
sub-group-id
vPC-HM のイーサネット メンバー ポートのサブグループ ID を設定するには、sub-group-id コマンド

を使用します。サブグループ ID を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

sub-group-id group_id 

no sub-group-id

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、サブグループ 5 上にイーサネット メンバー ポートを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface Ethernet 3/2
n1000v(config-if)# sub-group-id 1

次に、設定を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface Ethernet 3/2
n1000v(config-if)# no sub-group-id

関連コマンド

group_id サブグループの ID 番号です。指定できる範囲は 0 ～ 31 です。

リリース 変更内容

4.0 このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) サブグループの数は 32 に増えました。

コマンド 説明

show interface 
ethernet slot/port

イーサネット インターフェイスに関する情報を表示します。
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svs connection 
SVS 接続をイネーブルにするには、svs connection コマンドを使用します。SVS 接続をディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

svs connection name

no svs connection name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン イネーブルにできる SVS 接続は、セッションごとに 1 つだけです。

例 次に、SVS 接続をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connection conn1
switch(config-svs-conn)# 

次に、SVS 接続をディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no svs connection conn1
switch(config)# 

関連コマンド

name 接続名です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs SVS の情報を表示します。
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svs-domain
SVS ドメインを設定し、SVS ドメイン設定モードに入るには、svs-domain コマンドを使用します。

svs-domain 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、SVS ドメイン設定モードに入り、SVS ドメインを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs-domain
switch(config-svs-domain)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs SVS の情報を表示します。
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svs license transfer src-vem   
svs license transfer src-vem 
指定の送信元 VEM から別の VEM にライセンスを転送する、または使用されていないライセンスを 
VSM ライセンス プールに転送するには、svs license transfer src-vem コマンドを使用します。

svs license transfer src-vem module number [ dst-vem module number | license_pool ] 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  • ライセンスを VEM に転送できるのは、対象の VEM 上のすべての CPU のプールに十分なライセ

ンスがある場合に限ります。

 • ライセンスが転送元の VEM から別の VEM に転送されると、次のようになります。

 – 転送元 VEM の仮想イーサネット インターフェイスがサービスから削除されます。

 – 転送先 VEM の仮想イーサネット インターフェイスがサービスに追加されます。

 • VEM から VSM ライセンス プールへのライセンスの転送が成功すると、次のようになります。

 – 転送元 VEM の仮想イーサネット インターフェイスがサービスから削除されます。

例 次に、VEM 3 から VEM 5 にライセンスを転送し、ライセンス設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# svs license transfer src-vem 3 dst-vem 5
n1000v(config)# show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 5 - Socket 1
VEM 5 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

dst-vem 
module-number

転送されたライセンスを受信する VEM を指定します。

license_pool ライセンスをすべて VSM ライセンス プールに転送します。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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svs license transfer src-vem
次に、VEM 3 から VSM ライセンス プールにライセンスを転送し、ライセンス設定を表示する例を示

します。

n1000v# config t
n1000v(config)# svs license transfer src-vem 3 license_pool
n1000v(config)# show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG
Application
-----------
VEM 4 - Socket 1
VEM 4 - Socket 2
-----------

n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show license usage VEM で使用される CPU ライセンスの数と位置を表示します。

logging level license ライセンス メッセージをログに記録する重大度のレベルを指定します。

install license VSM にライセンス ファイルをインストールします。
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svs license volatile 
VEM のサービスが中断された場合、常にライセンスが利用可能なライセンスの VSM プールに戻るよ

うに、変動ライセンスをイネーブルにするには、svs license volatile コマンドを使用します。変動ライ

センス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。

svs license volatile

no svs license volatile

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

注意 サービスの中断 

変動ライセンスは接続の切断中に VEM から削除され、接続が再開されても VEM には戻りません。

シスコでは、変動ライセンス機能はディセーブルのままにし、代わりに svs license transfer 
src-vem コマンドを使用して、使用されていないライセンスを転送することを推奨します。

例 次に、VSM の変動ライセンス機能をイネーブルにする例を示します。

n1000v(config)# svs license volatile
n1000v(config)#

次に、VSM の変動ライセンス機能をディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# no svs license volatile

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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svs license volatile
関連コマンド コマンド 説明

show license VSM のライセンス設定を表示します。

logging level license ライセンス メッセージをログに記録する重大度のレベルを指定します。

install license VSM にライセンス ファイルをインストールします。

svs license transfer 
src-vem

ソース VEM から別の VEM に、または使用可能なライセンスの VSM 
プールに、ライセンスを転送します。
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svs mode 
svs mode 
VSM ドメインの制御とパケット トラフィックに転送モードを設定するには、svs mode コマンドを使

用します。

svs mode L2 | svs mode L3 interface { mgmt0 | control0 } 

シンタックスの説明

デフォルト レイヤ 2 モード

コマンド モード SVS ドメイン コンフィギュレーション（config-svs-domain）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン mgmt0 を L3 の制御インターフェイスとして使用する場合、VSM VM では、イーサネット アダプタ 1 
および 3 は使用されません。

control0 を L3 の制御インターフェイスとして使用する場合、VSM VM では、イーサネット アダプタ 
3 は使用されません。

例 次に、VSM ドメインのレイヤ 3 転送モードを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# svs mode l3 interface mgmt0
n1000v(config-svs-domain)# 

関連コマンド

L2 VSM ドメインの転送モードをレイヤ 2 として設定します。

L3 interface 次のように設定します。

 • VSM ドメインの転送モードをレイヤ 3 として設定します。

 • レイヤ 3 の転送インターフェイスは次のいずれかです。

 – control0

 – mgmt0

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs-domain VSM ドメインの設定を表示します。

svs-domain VSM ドメインを作成および設定します。
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switchname
switchname 
デバイスのホスト名を設定するには、switchname コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

switchname name

no switchname

シンタックスの説明

デフォルト switch

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Cisco NX-OS ソフトウェアは、CLI プロンプトおよびデフォルトのコンフィギュレーション ファイル

名でホスト名を使用します。

switchname コマンドは、hostname コマンドと同じ機能を実行します。

例 次に、デバイスのホスト名を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# switchname Engineering2
Engineering2(config)#

次に、デバイスのホスト名をデフォルトに戻す例を示します。

Engineering2# configure terminal
Engineering2(config)# no switchname 
switch(config)#

関連コマンド

name デバイスの名前です。この名前は 32 文字以下の長さの英数字で、大文字

と小文字を区別し、特殊文字を含むことができます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

hostname デバイスのホスト名を設定します。

show switchname デバイスのホスト名を表示します。
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switchport access vlan 
インターフェイスのアクセス モードを設定するには、switchport access vlan コマンドを使用します。

アクセス モードの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport access vlan id 

no switchport access vlan

シンタックスの説明

デフォルト アクセス モードは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、インターフェイスのアクセス モードを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# switchport access vlan 10
switch(config-if)# 

次に、アクセス モードの設定を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# no switchport access vlan
switch(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 3967 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイス情報を表示します。
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switchport mode 
インターフェイスのポート モードを設定するには、switchport mode コマンドを使用します。ポート 
モードの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport mode {access | private-vlan {host | promiscuous} | trunk} 

no switchport mode {access | private-vlan {host | promiscuous} | trunk}

シンタックスの説明

デフォルト スイッチポート モードは設定されていません。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、インターフェイスのポート モードを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# 

次に、モードの設定を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# no switchport mode private-vlan host
switch(config-if)# 

関連コマンド

access ポート モード アクセスを設定します。

private-vlan ポート モードをプライベート VLAN に設定します。

host ポート モード プライベート VLAN をホストに設定します。

promiscuous ポート モード プライベート VLAN を混合モードに設定します。

trunk ポート モードをトランクに設定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show interface インターフェイス情報を表示します。
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switchport port-security 
インターフェイスのポート セキュリティ特性を設定するには、switchport port-security コマンドを使

用します。ポート セキュリティの設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport port-security [aging {time time | type {absolute | inactivity}} | mac-address 
{address [vlan id] |sticky} | maximum number [vlan id] | violation {protect | 
shutdown}]

no switchport port-security [aging {time time | type {absolute | inactivity}} | 
mac-address {address [vlan id] |sticky} | maximum number [vlan id] | violation 
{protect | shutdown}]}

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

aging ポート セキュリティ エージング特性を設定します。

time ポート セキュリティ エージング タイムを指定します。

time エージング タイムを分単位で指定します。有効値の範囲は、0 ～ 1440 です

type タイマーの種類を指定します。

absolute absolute タイマーを指定します。

inactivity inactivity タイマーを指定します。

mac-address 
address

48 ビットの MAC アドレスを HHHH.HHHH.HHHH の形式で指定します。

vlan MAC アドレスのセキュリティを設定する VLAN を指定します。

id VLAN ID 番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 4094 です。

sticky スティッキ MAC アドレスを指定します。

maximum 
number

アドレスの 大数を指定します。有効値の範囲は、1 ～ 1025 です。

violation セキュリティ違反モードを指定します。

protect セキュリティ違反保護モードを指定します。

shutdown セキュリティ違反シャットダウン モードを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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switchport port-security
例 次に、ポート セキュリティ エージング inactivity タイマーを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
switch(config-if)# 

次に、ポート セキュリティ エージング inactivity タイマーを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# no switchport port-security aging type inactivity
switch(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show interface インターフェイス情報を表示します。

show port-security ポート セキュリティ情報を表示します。
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switchport private-vlan host-association
独立ポートまたはコミュニティ ポートのプライベート VLAN アソシエーションを定義するには、

switchport private-vlan host-association コマンドを使用します。ポートからプライベート VLAN ア
ソシエーションを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan host-association {primary-vlan-id} {secondary-vlan-id}

no switchport private-vlan host-association 

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ポートがプライベート VLAN ホスト モードでない限り、ポート上で実行時の効果を得ることはできま

せん。ポートがプライベート VLAN ホスト モードであっても、VLAN がどちらも存在しない場合は、

コマンドは許可されますが、ポートは非アクティブになります。プライベート VLAN 間のアソシエー

ションが一時停止されている場合も、ポートが非アクティブになる可能性があります。

セカンダリ VLAN は、独立 VLAN またはコミュニティ VLAN である可能性があります。

例 次に、プライマリ VLAN（VLAN 18）およびセカンダリ VLAN（VLAN 20）についてプライベート 
VLAN ホスト ポートを設定する例を示します。

switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 18 20
switch(config-if)# 

次に、ポートからプライベート VLAN アソシエーションを削除する例を示します。

switch(config-if)# no switchport private-vlan host-association
switch(config-if)# 

primary-vlan-id プライベート VLAN 関係のプライマリ VLAN の番号。

secondary-vlan-id プライベート VLAN 関係のセカンダリ VLAN の番号。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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switchport private-vlan host-association
関連コマンド コマンド 説明

show vlan private-vlan 
[type]

プライベート VLAN に関する情報を表示します。
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switchport private-vlan mapping
混合モード ポートのプライベート VLAN アソシエーションを定義するには、switchport private-vlan 
mapping コマンドを使用します。プライマリ VLAN からすべてのマッピングをクリアするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan mapping {primary-vlan-id} {[add] secondary-vlan-list | 
remove secondary-vlan-list}

no switchport private-vlan mapping

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ポートがプライベート VLAN 混合モードでない限り、ポート上で実行時の効果を得ることはできませ

ん。ポートがプライベート VLAN 混合モードであっても、プライマリ VLAN が存在しない場合は、コ

マンドは許可されますが、ポートは非アクティブになります。

セカンダリ VLAN は、独立 VLAN またはコミュニティ VLAN である可能性があります。

例 次に、プライベート VLAN 混合モード ポートでプライマリ VLAN 18 をセカンダリ独立 VLAN 20 に
関連付けるように設定する例を示します。

switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 20
switch(config-if)# 

次に、混合モード ポート上のアソシエーションに VLAN を追加する例を示します。

switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 add 21
switch(config-if)# 

primary-vlan-id プライベート VLAN 関係のプライマリ VLAN の番号。

add セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。

secondary-vlan-list プライベート VLAN 関係のセカンダリ VLAN の番号。

remove セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN 間のアソシエーションをクリ

アします。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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次に、ポートからすべてのプライベート VLAN アソシエーションを削除する例を示します。

switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping
switch(config-if)# 

関連コマンド コマンド 説明

show interface 
switchport

スイッチポートとして設定されているすべてのインターフェイスに関する

情報を表示します。

show interface 
private-vlan mapping

VLAN インターフェイスのプライベート VLAN マッピングまたは SVI に
関する情報を表示します。
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switchport private-vlan mapping trunk 
プライベート VLAN を指定するには、switchport private-vlan trunk mapping trunk コマンドを使用

します。プライマリ プライベート VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan trunk native vlan id 

no switchport private-vlan trunk native vlan

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する場合は、セカンダリ VLAN を追加するか、VLAN を削除します。

例 次に、プライマリ プライベート VLAN を指定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 10 add 11
switch(config-if)# 

次に、プライマリ プライベート VLAN を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk 10
switch(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 3967 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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switchport trunk allowed vlan
トランキング インターフェイスの許可 VLAN リストを設定するには、switchport trunk allowed vlan 
コマンドを使用します。トランキング インターフェイスですべての VLAN を許可するには、このコマ

ンドの no 形式を使用します。

switchport trunk allowed vlan {vlan-list | all | none | [add | except | remove {vlan-list}]}

no switchport trunk allowed vlan

シンタックスの説明

デフォルト すべての VLAN

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン LAN インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスとして設定するには、switchport trunk allowed 
vlan コマンドを入力する前に、switchport コマンドをキーワードを指定せずに入力する必要がありま

す。これはインターフェイスに対して switchport コマンドを入力していない場合にだけ必要です。

トランクから VLAN 1 を削除した場合、トランク インターフェイスは VLAN 1 の管理トラフィックを

引き続き送受信します。

vlan-list トランキング モードの場合に、タグ付き形式でこのインターフェイス上

を伝送する許可された VLAN です。有効値の範囲は、1 ～ 4094 です。

all トランキング モードの場合に、タグ付き形式でこのインターフェイス上

を伝送する適切な VLAN をすべて許可します。

none トランキング モードの場合に、タグ付き形式でこのインターフェイス上

を伝送する VLAN をすべてブロックします。

add （任意）現在設定されている VLAN リストを置き換えずに、定義済み 
VLAN リストを追加します。

except （任意）トランキング モードの場合に、指定値を除き、タグ付き形式でこ

のインターフェイス上を伝送する VLAN をすべて許可します。

remove （任意）現在設定されている VLAN リストを置き換えずに、定義済み 
VLAN リストを削除します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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例 次に、トランキング ポート上の許可された VLAN リストに連続した VLAN を追加する例を示します。

switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 40-50
switch(config-if)#

関連コマンド コマンド 説明

show interface 
switchport

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理ステータスおよび動作ス

テータスを表示します。
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switchport trunk native vlan 
インターフェイスのトランキング パラメータを設定するには、switchport trunk native vlan コマンド

を使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport trunk native vlan id

no switchport trunk native vlan

シンタックスの説明

デフォルト なし

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（config-if） 
ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、インターフェイスのトランキング パラメータを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 10
switch(config-if)# switchport trunk native vlan 20
switch(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 3967 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VLAN 情報を表示します。
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system redundancy role
VSM の冗長ロールを設定するには、system redundancy role コマンドを使用します。デフォルトの設

定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

system redundancy role {primary | secondary | standalone}

no system redundancy role {primary | secondary | standalone}

シンタックスの説明

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、冗長 VSM を設定する例を示します。

switch# system redundancy role standalone
switch# 

関連コマンド

primary プライマリの冗長 VSM を指定します。

secondary セカンダリの冗長 VSM を指定します。

standalone 冗長 VSM がないことを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system 
redundancy

システムの冗長ステータスを表示します。
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system switchover
system switchover
スタンバイ スーパーバイザに切り替えるには、system switchover コマンドを使用します。

system switchover

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンドのデフォルト なし

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、スタンバイ スーパーバイザに切り替える例を示します。

switch# system switchover
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system 
redundancy

システムの冗長ステータスを表示します。
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S コマンド

system update vem feature level    
system update vem feature level 
VEM でサポートされるソフトウェアのバージョンを変更するには、system update vem feature level 
コマンドを使用します。

system update vem feature level [version_number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、サポートされるソフトウェアのバージョンを変更する例を示します。

switch# system update vem feature level
Error : the feature level is set to the highest value possible
switch# 

関連コマンド

version_number （任意）バージョン番号のインデックスを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system vem 

feature level
サポートされる現在のソフトウェア リリースを表示します。
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S コマンド 

system update vem feature level
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show コマンド

この章では、Cisco Nexus 1000V の show コマンドについて説明します。

（注） この章は執筆中のため、すべての show コマンドが含まれているとは限りません。

show aaa accounting 
AAA アカウンティングの設定を表示するには、show aaa accounting コマンドを使用します。

show aaa accounting

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード  任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、アカウンティングの設定を表示する例を示します。

switch# show aaa accounting
         default: local
switch# 

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show aaa accounting
関連コマンド コマンド 説明

aaa accounting login コンソールまたはデフォルトのログインのアカウンティング方法を設定し

ます。

show running-config 
aaa [all]

実行コンフィギュレーション内に現在存在する AAA コンフィギュレー

ションを表示します。
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show コマンド

show aaa authentication  
show aaa authentication 
AAA 認証の設定を表示するには、show aaa authentication コマンドを使用します。

show aaa authentication [login error-enable | login mschap]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、設定されている認証パラメータを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication
         default: local
         console: local

次に、認証ログイン エラー イネーブル コンフィギュレーションを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication login error-enable
disabled

次に、認証ログイン MSCHAP コンフィギュレーションを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication login mschap
disabled

関連コマンド

login error-enable （任意）認証ログイン エラー メッセージ イネーブル コンフィギュレーション

を表示します。

login mschap （任意）認証ログイン MS-CHAP イネーブル コンフィギュレーションを表示

します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa authentication login コンソールまたはデフォルトのログインの認証方法を設定します。

show running-config aaa [all] 実行コンフィギュレーション内に現在存在する AAA コンフィギュ

レーションを表示します。
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show コマンド 

show aaa groups
show aaa groups
設定済みの AAA サーバ グループを表示するには、show aaa groups コマンドを使用します。

show aaa groups

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、AAA グループ情報を表示する例を示します。

switch# show aaa groups
radius
TacServer

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

aaa group AAA サーバ グループを設定します。

show running-config aaa [all] 実行コンフィギュレーション内に現在存在する AAA コンフィギュ

レーションを表示します。
366
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

show コマンド

show accounting log  
show accounting log
アカウンティング ログの内容を表示するには、show accounting log コマンドを使用します。

show accounting log [size] [start-time year month day HH:MM:SS]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、アカウンティング ログ全体を表示する例を示します。

switch# show accounting log 
Wed Jul 22 02:09:44 2009:update:vsh.3286:root:configure terminal ; port-profile Unused_O
r_Quarantine_Uplink ; capability uplink (SUCCESS)
Wed Jul 22 07:57:50 2009:update:171.71.55.185@pts/2:admin:configure terminal ; flow reco
rd newflowrecord (SUCCESS)
Wed Jul 22 08:48:57 2009:start:swordfish-build1.cisco.com@pts:admin:
Wed Jul 22 08:49:03 2009:stop:swordfish-build1.cisco.com@pts:admin:shell terminated grac
efully
Wed Jul 22 08:50:36 2009:update:171.71.55.185@pts/2:admin:configure terminal ; no flow r
ecord newflowrecord (SUCCESS)
Thu Jul 23 07:21:50 2009:update:vsh.29016:root:configure terminal ; port-profile Unused_
Or_Quarantine_Veth ; state enabled (SUCCESS)
Thu Jul 23 10:25:19 2009:start:171.71.55.185@pts/5:admin:
Thu Jul 23 11:07:37 2009:update:171.71.55.185@pts/5:admin:enabled aaa user default role 
enabled/disabled
doc-n1000v(config)# 

次に、400 バイトのアカウンティング ログを表示する例を示します。

size （任意）表示するログのサイズをバイト単位で指定します。指定できる範

囲は 0 ～ 250000 です。

start-time year month 
day HH:MM:SS

（任意）開始時刻を次のとおりに指定します。

 • 年（year）は yyyy 形式で指定します（例：2009）。

 • 月（month）は 3 文字の英語略称で指定します（例：Feb）。

 • 日（day）は 1 ～ 31 の範囲内の数字で指定します。

 • 時、分、秒（HH:MM:SS）は標準的な 24 時間形式で指定します

（例：16:00:00）。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show accounting log
switch# show accounting log 400

Sat Feb 16 21:15:24 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log 
start-time 2008 Feb 16 18:31:21
Sat Feb 16 21:15:25 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 21:15:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock

次に、2008 年 2 月 16 日 16:00:00 以降のアカウンティング ログを表示する例を示します。

switch(config)# show accounting log start-time 2008 Feb 16 16:00:00

Sat Feb 16 16:00:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file 
start-time 2008 Feb 16 15:59:16
Sat Feb 16 16:00:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log 
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:00:27 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 16:00:28 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
Sat Feb 16 16:01:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file 
start-time 2008 Feb 16 16:00:16
Sat Feb 16 16:01:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log 
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:01:27 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime
Sat Feb 16 16:01:29 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show clock
Sat Feb 16 16:02:18 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show logging log file 
start-time 2008 Feb 16 16:01:16
Sat Feb 16 16:02:26 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show accounting log 
start-time 2008 Feb 16 12:05:16
Sat Feb 16 16:02:28 2008:update:/dev/pts/1_172.28.254.254:admin:show system uptime

関連コマンド コマンド 説明

clear accounting log アカウンティング ログを消去します。
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show コマンド

show cdp 
show cdp
Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）の設定を表示するには、show cdp コマンド

を使用します。

show cdp {all | entry {all | name s0} | global | interface if0 | traffic interface if2} 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、グローバル CDP 設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show cdp global 
Global CDP information:
    CDP enabled globally
    Sending CDP packets every 5 seconds
    Sending a holdtime value of 10 seconds
    Sending CDPv2 advertisements is disabled
    Sending DeviceID TLV in Mac Address Format

次に、指定したインターフェイスの CDP 設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show cdp interface ethernet 2/3
Ethernet2/3 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds

all CDP データベース内のすべてのインターフェイスを表示します。

entry データベース内の CDP エントリを表示します。

name name 名前に一致する CDP エントリを表示します。

global 全インターフェイスに対する CDP パラメータを表示します。

interface interface 特定のインターフェイスに対する CDP パラメータを表示します。

traffic interface 
interface

CDP トラフィック統計情報を表示します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show cdp
次に、指定したインターフェイスの CDP トラフィック統計情報を表示する例を示します。

n1000v(config)# show cdp traffic interface ethernet 2/3
----------------------------------------
Traffic statistics for Ethernet2/3
Input Statistics:
    Total Packets: 98
    Valid CDP Packets: 49
        CDP v1 Packets: 49
        CDP v2 Packets: 0
    Invalid CDP Packets: 49
        Unsupported Version: 49
        Checksum Errors: 0
        Malformed Packets: 0

Output Statistics:
    Total Packets: 47
        CDP v1 Packets: 47
        CDP v2 Packets: 0
    Send Errors: 0

次に、全インターフェイスに対する CDP パラメータを表示する例を示します。

n1000v# show cdp all
Ethernet2/2 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds
Ethernet2/3 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds
Ethernet2/4 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds
Ethernet2/5 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds
Ethernet2/6 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds
mgmt0 is up
    CDP enabled on interface
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Holdtime is 180 seconds

関連コマンド コマンド 説明

show cdp neighbors アップストリーム デバイスの設定と機能を表示します。

cdp enable インターフェイス モードでは、特定のインターフェイスに対して CDP を
イネーブルにします。

EXEC モードでは、デバイスに対して CDP をイネーブルにします。

cdp advertise アドバタイズする CDP バージョンを割り当てます。
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show コマンド

show cdp neighbors  
show cdp neighbors
アップストリーム デバイスの設定と機能を表示するには、show cdp neighbors コマンドを使用します。

show cdp neighbors [interface if] detail 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、アップストリーム デバイスの設定と機能を表示する例を示します。

n1000v(config)# show cdp neighbors 
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device ID              Local Intrfce   Hldtme  Capability  Platform      Port ID

swordfish-6k-2         Eth2/2          169     R S I    WS-C6503-E    Gig1/14 
swordfish-6k-2         Eth2/3          139     R S I    WS-C6503-E    Gig1/15 
swordfish-6k-2         Eth2/4          135     R S I    WS-C6503-E    Gig1/16 
swordfish-6k-2         Eth2/5          177     R S I    WS-C6503-E    Gig1/17 
swordfish-6k-2         Eth2/6          141     R S I    WS-C6503-E    Gig1/18 

次に、特定のインターフェイスのアップストリーム デバイスの設定と機能を表示する例を示します。

n1000v(config)# show cdp neighbors interface ethernet 2/3
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

interface if （任意）指定されたインターフェイスの CDP ネイバーを表示します。

detail すべての CDP ネイバーの詳細な設定を表示します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show cdp neighbors
Device ID              Local Intrfce   Hldtme  Capability  Platform      Port ID

swordfish-6k-2         Eth2/3          173     R S I    WS-C6503-E    Gig1/15 

関連コマンド コマンド 説明

show cdp デバイスの CDP の設定と機能を表示します。

cdp enable インターフェイス モードでは、特定のインターフェイスに対して CDP を
イネーブルにします。

EXEC モードでは、デバイスに対して CDP をイネーブルにします。

cdp advertise アドバタイズする CDP バージョンを割り当てます。
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show コマンド

show interface counters trunk   
show interface counters trunk
レイヤ 2 スイッチ ポート トランク インターフェイスのカウンタを表示するには、show interface 
counters trunk コマンドを使用します。

show interface {ethernet slot/port} counters trunk

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デバイスがサポートするのは IEEE 802.1Q カプセル化のみです。このコマンドでは、トランク ポート 
チャネルのカウンタも表示されます。

例 次に、特定のトランク インターフェイスのカウンタを表示する例を示します。このトランク インター

フェイスを通して送信および受信されたフレームの数と、トランク カプセル化に誤りのあるフレーム

の数が表示されます。

switch# show interface ethernet 2/9 counters trunk

---------------------------------------------------------------------
Port            TrunkFramesTx   TrunkFramesRx      WrongEncap
---------------------------------------------------------------------
Ethernet2/9                 0               0               0
switch# 

関連コマンド

ethernet slot/port 表示するトランク インターフェイスのモジュール番号とポート番号

を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear counters 
interface 

指定されたインターフェイスのカウンタをクリアします。
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show コマンド 

show interface ethernet
show interface ethernet
イーサネット インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface ethernet コマンドを使

用します。

show interface ethernet slot/port [brief | capabilities | debounce | description | 
flowcontrol | mac-address | switchport | trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、イーサネット インターフェイス 3/2 の統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show interface ethernet 3/2
Ethernet3/2 is up
  Hardware: Ethernet, address: 0050.5652.a9ba (bia 0050.5652.a9ba)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 0/255, txload 0/255, rxload 0/255
  Encapsulation ARPA

slot/port 表示するインターフェイスのスロット番号です。スロット番号の範囲は 1 ～ 66、
ポート番号の範囲は 1 ～ 256 です。

brief （任意）指定したインターフェイスの情報の簡潔な要約だけを表示することを指

定します。

capabilities （任意）指定したインターフェイスの機能情報を表示することを指定します。

debounce （任意）インターフェイスのデバウンス時間情報を表示することを指定します。

description （任意）指定したインターフェイスの説明を表示することを指定します。

flowcontrol （任意）指定したインターフェイスのフロー制御ステータスとフロー制御ポーズ 
パケットの送信数および受信数の統計に関する情報を表示することを指定します。

mac-address （任意）指定したインターフェイスの MAC アドレス情報を表示することを指定

します。

switchport （任意）指定したインターフェイスのアクセス /トランク モードなどの情報を表

示することを指定します。

trunk （任意）指定したインターフェイスのトランク モード情報を表示することを指定

します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) 指定されたイーサネット インターフェイスの 5 分間の入力および出力パ

ケット /ビット レート統計情報を表示します。
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show コマンド

show interface ethernet  
  Port mode is trunk
  full-duplex, 1000 Mb/s
  Beacon is turned off
  Auto-Negotiation is turned off
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Auto-mdix is turned on
  Switchport monitor is off
    5 minute input rate 570 bytes/second, 6 packets/second
    5 minute output rate 220 bytes/second, 0 packets/second
    Rx
    7570522 Input Packets 1120178 Unicast Packets
    5340163 Multicast Packets 1110181 Broadcast Packets
    647893616 Bytes
    Tx
    1177170 Output Packets 1168661 Unicast Packets
    7269 Multicast Packets 1240 Broadcast Packets 0 Flood Packets
    252026472 Bytes
    4276048 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops
  1 interface resets

関連コマンド コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド 

show interface ethernet counters
show interface ethernet counters
イーサネット インターフェイスのカウンタを表示するには、show interface ethernet counters コマン

ドを使用します。

show interface ethernet slot/port counters [brief | detailed | errors | snmp | storm-control 
| trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、イーサネット インターフェイス 3/2 のカウンタを表示する例を示します。

n1000v# show interface ethernet 3/2 counters

--------------------------------------------------------------------------------
Port                InOctets       InUcastPkts      InMcastPkts      InBcastPkts
--------------------------------------------------------------------------------
Eth3/2             684023652           1182824          5637863          1171780
--------------------------------------------------------------------------------
Port               OutOctets      OutUcastPkts     OutMcastPkts     OutBcastPkts
--------------------------------------------------------------------------------
n1000v#            265927107           1233866             7269             1240

slot/port 表示するインターフェイスのスロット番号です。スロット番号の範囲は 1 ～ 66、
ポート番号の範囲は 1 ～ 256 です。

brief （任意）指定したインターフェイスのカウンタ情報の簡潔な要約だけを表示する

ことを指定します。

detailed （任意）指定したインターフェイスのゼロ以外のカウンタを表示することを指定

します。

errors （任意）指定したインターフェイスのインターフェイス エラー カウンタを表示

することを指定します。

snmp （任意）指定したインターフェイスの SNMP MIB の値を表示することを指定し

ます。

storm-control （任意）指定したインターフェイスのストーム コントロール カウンタを表示す

ることを指定します。

trunk （任意）指定したインターフェイスのトランク カウンタを表示することを指定し

ます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show interface ethernet counters   
関連コマンド コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド 

show interface ethernet status
show interface ethernet status
イーサネット インターフェイスのステータスを表示するには、show interface ethernet status コマン

ドを使用します。

show interface ethernet slot/port status [err-disable]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、イーサネット インターフェイス 3/2 のエラー ディセーブル状態を表示する例を示します。

n1000v# show interface ethernet 3/2 status err-disabled

--------------------------------------------------------------------------------
Port       Name               Status   Reason
--------------------------------------------------------------------------------
Eth3/2     --                 up       none

関連コマンド

slot/port 表示するインターフェイスのスロット番号です。スロット番号の範囲は 1 ～ 66、
ポート番号の範囲は 1 ～ 256 です。

err-disabled （任意）指定したインターフェイスのエラー ディセーブル状態を表示することを

指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド

show interface ethernet transceiver   
show interface ethernet transceiver
イーサネット インターフェイスのトランシーバ情報を表示するには、show interface ethernet 
transceiver コマンドを使用します。

show interface ethernet slot/port transceiver [calibrations | details]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、イーサネット インターフェイス 3/2 のトランシーバ情報を表示する例を示します。

n1000v# show interface ethernet 3/2 transceiver calibrations
Ethernet3/2
    sfp is not applicable

関連コマンド

slot/port 表示するインターフェイスのスロット番号です。スロット番号の範囲は 1 ～ 66、
ポート番号の範囲は 1 ～ 256 です。

calibrations （任意）指定したインターフェイスのキャリブレーション情報を表示することを

指定します。

details （任意）指定したインターフェイスの詳細情報を表示することを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド 

show interface port-channel
show interface port-channel
ポート チャネルの説明情報を表示するには、show interface port-channel コマンドを使用します。

show interface port-channel channel-number [brief | description | flowcontrol | status | 
switchport | trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 指定したポート チャネルの詳しい統計情報を表示するには、show interface port-channel counters コ
マンドを使用します。

例 次に、特定のポート チャネルの情報を表示する例を示します。このコマンドを実行すると、そのポー

ト チャネルに対して 1 分間隔で収集された統計情報が表示されます。

switch(config)# show interface port-channel 50
port-channel50 is down (No operational members)
  Hardware is Port-Channel, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA

channel-number ポート チャネル グループの番号です。有効な値は、1 ～ 4096 です。

brief （任意）指定したポート チャネルの要約情報を指定します。

description （任意）指定したポート チャネルの説明を指定します。

flowcontrol （任意）指定したポート チャネルのフロー制御ステータス コント

ロールに関する情報と、フロー制御ポーズ パケットの送受信数の統

計情報を指定します。

status （任意）指定したポート チャネルのステータスに関する情報を指定し

ます。

switchport （任意）指定したレイヤ 2 ポート チャネルに関するアクセス /トラン

ク モードなどの情報を指定します。

trunk （任意）指定したトランク モードのレイヤ 2 ポート チャネルの情報

を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show interface port-channel  
  Port mode is access
  auto-duplex, auto-speed
  Beacon is turned off
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Switchport monitor is off
  Members in this channel: Eth2/10
  Last clearing of "show interface" counters 2d71.2uh
  5 minute input rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  Rx
    0 input packets 0 unicast packets 0 multicast packets
    0 broadcast packets 0 jumbo packets 0 storm suppression packets
    0 bytes
  Tx
    0 output packets 0 multicast packets
    0 broadcast packets 0 jumbo packets
    0 bytes
    0 input error 0 short frame 0 watchdog
    0 no buffer 0 runt 0 CRC 0 ecc
    0 overrun  0 underrun 0 ignored 0 bad etype drop
    0 bad proto drop 0 if down drop 0 input with dribble
    0 input discard
    0 output error 0 collision 0 deferred
    0 late collision 0 lost carrier 0 no carrier
    0 babble
    0 Rx pause 0 Tx pause 0 reset

次に、特定のポート チャネルの簡潔な説明（ポート チャネルのモード、ステータス、速度、プロトコ

ルなど）を表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 5 brief

--------------------------------------------------------------------------------
Port-channel VLAN  Type Mode   Status  Reason                    Speed  Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------------
                  eth  access down    No operational members      auto(D)  lacp

次に、特定のポート チャネルの説明を表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 5 description

-------------------------------------------------------------------------------
Interface                Description
-------------------------------------------------------------------------------
port-channel5            test

次に、特定のポート チャネルのフロー制御情報を表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 50 flowcontrol

------------------------------------------------------------------------------
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
------------------------------------------------------------------------------
Po50       off      off      off      off         0       0

次に、特定のポート チャネルのステータスを表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 5 status

--------------------------------------------------------------------------------
Port           Name               Status   Vlan      Duplex  Speed   Type
--------------------------------------------------------------------------------
                test               down     1         auto    auto    --
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show コマンド 

show interface port-channel
次に、特定のレイヤ 2 ポート チャネルの情報を表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 50 switchport
Name: port-channel50
  Switchport: Enabled
  Switchport Monitor: Not enabled
  Operational Mode: trunk
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: 1-3967,4048-4093
  Administrative private-vlan primary host-association: none
  Administrative private-vlan secondary host-association: none
  Administrative private-vlan primary mapping: none
  Administrative private-vlan secondary 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

このコマンドを実行すると、アクセス モードとトランク モード両方のレイヤ 2 ポート チャネルの情報

が表示されます。

ルーテッド ポート チャネルに対してこのコマンドを使用すると、次のメッセージが返されます。

Name: port-channel20
  Switchport: Disabled

次に、トランク モードである特定のレイヤ 2 ポート チャネルの情報を表示する例を指定します。

switch# show interface port-channel 5 trunk

switch# show interface port-channel 50 trunk
port-channel50 is down (No operational members)
    Hardware is Ethernet, address is 0000.0000.0000
    MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec
    Port mode is access
    Speed is auto-speed
    Duplex mode is auto
    Beacon is turned off
    Receive flow-control is off, Send flow-control is off
    Rate mode is dedicated
  Members in this channel: Eth2/10
    Native Vlan: 1
    Allowed Vlans: 1-3967,4048-4093

このコマンドを実行すると、トランク モードのレイヤ 2 ポート チャネルの情報だけが表示されます。

アクセス モードのレイヤ 2 ポート チャネルの情報はこのコマンドでは表示できません。

関連コマンド コマンド 説明

show interface 
port-channel counters 

チャネル グループの統計情報を表示します。

show port-channel 
summary 

すべてのチャネル グループの要約情報を表示します。
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show コマンド

show interface port-channel counters   
show interface port-channel counters
ポート チャネル統計情報を表示するには、show interface port-channel counters コマンドを使用しま

す。

show interface port-channel channel-number counters [brief | detailed [all | snmp] | 
errors [snmp] | trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、すべてのポート チャネルの統計情報が表示されます。これには、LACP 
対応のポート チャネルや、集約プロトコルが関連付けられていないポート チャネルも含まれます。

例 次に、特定のポート チャネルのカウンタを表示する例を示します。この出力には、ユニキャストとマ

ルチキャストのパケット送信数および受信数が表示されます。

switch# show interface port-channel 2 counters

Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Po2                 6007             1            31             1

Port           OutOctets  OutUcastPkts  OutMcastPkts  OutBcastPkts
Po2                 4428             1            25             1

channel-number ポート チャネル グループの番号です。有効な値は、1 ～ 4096 です。

brief （任意）指定したポート チャネルのレート MB/s と総フレーム数を指

定します。

detailed （任意）指定したポート チャネルのゼロ以外のカウンタを指定しま

す。

all （任意）指定したポート チャネルのカウンタを指定します。

snmp （任意）指定したポート チャネルの SNMP MIB の値を指定します。

errors （任意）指定したポート チャネルのインターフェイス エラー カウン

タを指定します。

trunk （任意）指定したポート チャネルのインターフェイス トランク カウ

ンタを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show interface port-channel counters
switch#

次に、特定のポート チャネルの要約カウンタを表示する例を示します。この出力には、送信と受信の

レートおよび総フレーム数が表示されます。

switch# show interface port-channel 20 counters brief

-------------------------------------------------------------------------------
Interface              Input (rate is 1 min avg)  Output (rate is 1 min avg)
                       -------------------------  -----------------------------
                       Rate     Total             Rate     Total
                       MB/s     Frames            MB/s     Frames
-------------------------------------------------------------------------------
port-channel20         0        0                 0        0

次に、特定のポート チャネルの詳細カウンタをすべて表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 20 counters detailed all
port-channel20
  64 bit counters:
   0.                      rxHCTotalPkts = 0
   1.                       txHCTotalPks = 0
   2.                    rxHCUnicastPkts = 0
   3.                    txHCUnicastPkts = 0
   4.                  rxHCMulticastPkts = 0
   5.                  txHCMulticastPkts = 0
   6.                  rxHCBroadcastPkts = 0
   7.                  txHCBroadcastPkts = 0
   8.                         rxHCOctets = 0
   9.                         txHCOctets = 0
  10.                 rxTxHCPkts64Octets = 0
  11.            rxTxHCpkts65to127Octets = 0
  12.           rxTxHCpkts128to255Octets = 0
  13.           rxTxHCpkts256to511Octets = 0
  14.          rxTxHCpkts512to1023Octets = 0
  15.         rxTxHCpkts1024to1518Octets = 0
  16.         rxTxHCpkts1519to1548Octets = 0
  17.                    rxHCTrunkFrames = 0
  18.                    txHCTrunkFrames = 0
  19.                     rxHCDropEvents = 0

  All Port Counters:
   0.                          InPackets = 0
   1.                           InOctets = 0
   2.                        InUcastPkts = 0
   3.                        InMcastPkts = 0
   4.                        InBcastPkts = 0
   5.                        InJumboPkts = 0
   6.                  StormSuppressPkts = 0
   7.                         OutPackets = 0
   8.                          OutOctets = 0
   9.                       OutUcastPkts = 0
  10.                       OutMcastPkts = 0
  11.                       OutBcastPkts = 0
  12.                       OutJumboPkts = 0
  13.                   rxHCPkts64Octets = 0
  14.              rxHCPkts65to127Octets = 0
  15.             rxHCPkts128to255Octets = 0
  16.             rxHCPkts256to511Octets = 0
  17.            rxHCpkts512to1023Octets = 0
  18.           rxHCpkts1024to1518Octets = 0
  19.           rxHCpkts1519to1548Octets = 0
  20.                   txHCPkts64Octets = 0
  21.              txHCPkts65to127Octets = 0
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show コマンド

show interface port-channel counters   
  22.             txHCPkts128to255Octets = 0
  23.             txHCPkts256to511Octets = 0
  24.            txHCpkts512to1023Octets = 0
  25.           txHCpkts1024to1518Octets = 0
  26.           txHCpkts1519to1548Octets = 0
  27.                        ShortFrames = 0
  28.                         Collisions = 0
  29.                          SingleCol = 0
  30.                           MultiCol = 0
  31.                            LateCol = 0
  32.                       ExcessiveCol = 0
  33.                        LostCarrier = 0
  34.                          NoCarrier = 0
  35.                              Runts = 0
  36.                             Giants = 0
  37.                           InErrors = 0
  38.                          OutErrors = 0
  39.                      InputDiscards = 0
  40.                      BadEtypeDrops = 0
  41.                        IfDownDrops = 0
  42.                    InUnknownProtos = 0
  43.                              txCRC = 0
  44.                              rxCRC = 0
  45.                             Symbol = 0
  46.                          txDropped = 0
  47.                      TrunkFramesTx = 0
  48.                      TrunkFramesRx = 0
  49.                         WrongEncap = 0
  50.                            Babbles = 0
  51.                          Watchdogs = 0
  52.                                ECC = 0
  53.                           Overruns = 0
  54.                          Underruns = 0
  55.                           Dribbles = 0
  56.                           Deferred = 0
  57.                            Jabbers = 0
  58.                           NoBuffer = 0
  59.                            Ignored = 0
  60.                        bpduOutLost = 0
  61.                        cos0OutLost = 0
  62.                        cos1OutLost = 0
  63.                        cos2OutLost = 0
  64.                        cos3OutLost = 0
  65.                        cos4OutLost = 0
  66.                        cos5OutLost = 0
  67.                        cos6OutLost = 0
  68.                        cos7OutLost = 0
  69.                            RxPause = 0
  70.                            TxPause = 0
  71.                             Resets = 0
  72.                            SQETest = 0
  73.                     InLayer3Routed = 0
  74.               InLayer3RoutedOctets = 0
  75.                    OutLayer3Routed = 0
  76.              OutLayer3RoutedOctets = 0
  77.                   OutLayer3Unicast = 0
  78.             OutLayer3UnicastOctets = 0
  79.                 OutLayer3Multicast = 0
  80.           OutLayer3MulticastOctets = 0
  81.                    InLayer3Unicast = 0
  82.              InLayer3UnicastOctets = 0
  83.                  InLayer3Multicast = 0
  84.            InLayer3MulticastOctets = 0
  85.              InLayer3AverageOctets = 0
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show コマンド 

show interface port-channel counters
  86.             InLayer3AveragePackets = 0
  87.             OutLayer3AverageOctets = 0
  88.            OutLayer3AveragePackets = 0

次に、特定のポート チャネルのエラー カウンタを表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 5 counters errors

--------------------------------------------------------------------------------
Port       Align-Err     FCS-Err    Xmit-Err     Rcv-Err   UnderSize OutDiscards
--------------------------------------------------------------------------------
Po5                0           0           0           0           0           0
--------------------------------------------------------------------------------
Port      Single-Col   Multi-Col    Late-Col   Exces-Col   Carri-Sen       Runts
--------------------------------------------------------------------------------
Po5                0           0           0           0          0           0

--------------------------------------------------------------------------------
Port          Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er  Symbol-Err
--------------------------------------------------------------------------------
                   0          --           0           0           0           0

次に、特定のポート チャネルのトランク インターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

switch# show interface port-channel 5 counters trunk

-------------------------------------------------------------------------------
Port            TrunkFramesTx   TrunkFramesRx      WrongEncap
-------------------------------------------------------------------------------
port-channel5               0               0               0

関連コマンド コマンド 説明

clear counters 
interface port-channel 
channel-number 

特定のチャネル グループに属しているすべてのインターフェイスの統計情

報をクリアします。
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show コマンド

show interface switchport  
show interface switchport
スイッチポート インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface switchport コマンド

を使用します。

show interface [ethernet slot number| port-channel channel number] switchport 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インターフェイスを指定しないでこのコマンドを実行すると、すべてのレイヤ 2 インターフェイスの情

報が表示されます。これには、アクセス、トランク、およびポート チャネルのインターフェイスおよ

びすべてのプライベート VLAN ポートが含まれます。

例 次に、すべてのレイヤ 2 インターフェイスの情報を表示する例を示します。

switch# show interface switchport
Name: Ethernet2/5
  Switchport: Enabled
  Switchport Monitor: Not enabled
  Operational Mode: access
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: 1-3967,4048-4093
  Administrative private-vlan primary host-association: none
  Administrative private-vlan secondary host-association: none
  Administrative private-vlan primary mapping: none
  Administrative private-vlan secondary 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

ethernet slot number （任意）表示するイーサネット スイッチポート インター

フェイスのスロット番号を指定します。

port- channel channel-number （任意）表示するポート チャネル スイッチポート インター

フェイスのチャネル番号を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show interface switchport
Name: Ethernet2/9
  Switchport: Enabled
  Switchport Monitor: Not enabled
  Operational Mode: trunk
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: 1-3967,4048-4093
  Administrative private-vlan primary host-association: none
  Administrative private-vlan secondary host-association: none
  Administrative private-vlan primary mapping: none
  Administrative private-vlan secondary 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

Name: port-channel5
  Switchport: Enabled
  Switchport Monitor: Not enabled
  Operational Mode: access
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking VLANs Enabled: 1-3967,4048-4093
  Administrative private-vlan primary host-association: none
  Administrative private-vlan secondary host-association: none
  Administrative private-vlan primary mapping: none
  Administrative private-vlan secondary 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

switch# 

関連コマンド コマンド 説明

switchport mode 指定したインターフェイスをレイヤ 2 アクセスまたはトランク インター

フェイスとして設定します。

show interface 
counters

指定したレイヤ 2 インターフェイスの統計情報を表示します。
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show コマンド

show interface trunk  
show interface trunk
すべてのトランク インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface trunk コマンドを

使用します。

show interface [ethernet type/slot | port-channel channel-number] trunk [module number 
| vlan vlan-id]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インターフェイス、モジュール番号、および VLAN 番号の指定を省略した場合は、すべてのトランク 
インターフェイスの情報が表示されます。

このコマンドを実行すると、すべてのレイヤ 2 トランク インターフェイスおよびトランク ポート チャ

ネル インターフェイスの情報が表示されます。

show interface counters コマンドを使用すると、指定したレイヤ 2 インターフェイスの統計情報を表

示することができます。

例 次に、すべてのレイヤ 2 トランク インターフェイスの情報を表示する例を示します。

switch(config)# show interface trunk

-----------------------------------------------------------------------------
Port       Native  Status        Port
           Vlan                  Channel
-----------------------------------------------------------------------------
Eth2/9     1       trunking      --
Eth2/10    1       trnk-bndl     Po50
Po50       1       not-trunking  --

ethernet 
type/slot | port- 
channel 
channel-number

（任意）表示するインターフェイスのタイプと番号です。

module number （任意）モジュール番号を指定します。

vlan vlan-id （任意）VLAN 番号を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show interface trunk
-----------------------------------------------------------------------------
Port       Vlans Allowed on Trunk
-----------------------------------------------------------------------------
Eth2/9     1-3967,4048-4093
Eth2/10    1-3967,4048-4093
Po50       1-3967,4048-4093

-----------------------------------------------------------------------------
Port       STP Forwarding
-----------------------------------------------------------------------------
Eth2/9     none
Eth2/10    none
Po50       none

switch# 

関連コマンド コマンド 説明

switchport mode trunk 指定したインターフェイスをレイヤ 2 トランク インターフェイスとして設

定します。
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show コマンド

show interface vethernet  
show interface vethernet
仮想イーサネット インターフェイスの統計情報を表示するには、show interface vethernet コマンドを

使用します。

show interface vethernet interface-number [brief | description | mac-address | switchport 
| trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、仮想イーサネット インターフェイス 1 の統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show interface vethernet 1
Vethernet1 is up

Port description is gentoo, Network Adapter 1
Hardware is Virtual, address is 0050.5687.3bac
Owner is VM "gentoo", adapter is Network Adapter 1
Active on module 4
VMware DVS port 1
Port-Profile is vm
Port mode is access
5 minute input rate 1 bytes/second, 0 packets/second
5 minute output rate 94 bytes/second, 1 packets/second

interface-number （任意）表示するインターフェイスの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 1048575 
です。

brief （任意）指定したインターフェイスの情報の簡潔な要約だけを表示することを指

定します。

description （任意）指定したインターフェイスの説明を表示することを指定します。

mac-address （任意）指定したインターフェイスの MAC アドレス情報を表示することを指定

します。

switchport （任意）指定したインターフェイスのスイッチポート情報（アクセス /トランク 
モードなど）を表示することを指定します。

trunk （任意）指定したインターフェイスのトランク モード情報を表示することを指定

します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) 指定した仮想イーサネット インターフェイスの 5 分間の入力および出力パ

ケット /ビット レート統計情報を表示します。
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show コマンド 

show interface vethernet
Rx
655 Input Packets 594 Unicast Packets
0 Multicast Packets 61 Broadcast Packets
114988 Bytes
Tx
98875 Output Packets 1759 Unicast Packets
80410 Multicast Packets 16706 Broadcast Packets 0 Flood Packets
6368452 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

関連コマンド コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド

show interface vethernet counters   
show interface vethernet counters
仮想イーサネット インターフェイスのカウンタを表示するには、show interface vethernet counters 
コマンドを使用します。

show interface vethernet interface-number counters [brief | detailed | errors | trunk]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、仮想イーサネット インターフェイス 1 のカウンタを表示する例を示します。

n1000v# show interface vethernet 1 counters

--------------------------------------------------------------------------------
Port                InOctets       InUcastPkts      InMcastPkts      InBcastPkts
--------------------------------------------------------------------------------
Veth1                2434320              5024               12            32363

--------------------------------------------------------------------------------
Port               OutOctets      OutUcastPkts     OutMcastPkts     OutBcastPkts
--------------------------------------------------------------------------------
Veth1                4357946              4910              127            64494

関連コマンド

interface-number 表示するインターフェイスの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 1048575 です。

brief （任意）指定したインターフェイスのカウンタ情報の簡潔な要約だけを表示する

ことを指定します。

detailed （任意）指定したインターフェイスのゼロ以外のカウンタを表示することを指定

します。

errors （任意）指定したインターフェイスのインターフェイス エラー カウンタを表示

することを指定します。

trunk （任意）指定したインターフェイスのトランク カウンタを表示することを指定し

ます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド 

show interface vethernet status
show interface vethernet status
仮想イーサネット インターフェイスのステータスを表示するには、show interface vethernet status コ
マンドを使用します。

show interface vethernet interface-number status [err-disable]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、仮想イーサネット インターフェイス 1 のエラー ディセーブル状態を表示する例を示します。

n1000v# show interface vethernet 1 status err-disabled

--------------------------------------------------------------------------------
Port       Name               Status   Reason
--------------------------------------------------------------------------------
Veth1      VM1-48, Network Ad up       none
n1000v#

関連コマンド

interface-number 表示するインターフェイスの番号です。指定できる範囲は 1 ～ 1048575 です。

err-disabled （任意）指定したインターフェイスのエラー ディセーブル状態を表示することを

指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear interface インターフェイス統計情報をクリアします。
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show コマンド

show ip arp inspection interface    
show ip arp inspection interface
指定したインターフェイスの信頼状態を表示するには、show ip arp inspection interface コマンドを使

用します。

show ip arp inspection interface vethernet interface-number

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、信頼インターフェイスの信頼状態を表示する例を示します。

n1000v# show ip arp inspection interface vethernet 6

 Interface        Trust State
 -------------    -----------
 vEthernet 6        Trusted 
n1000v# 

関連コマンド

vethernet number 出力が特定の仮想イーサネット インターフェイスのものであることを指定しま

す。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip arp inspection vlan 指定された VLAN のリストに対して Dynamic ARP Inspection（DAI; 
ダイナミック ARP インスペクション）をイネーブルにします。

show ip arp inspection 
statistics 

DAI の統計情報を表示します。
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show コマンド 

show ip arp inspection statistics
show ip arp inspection statistics
Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）の統計情報を表示するには、

show ip arp inspection statistics コマンドを使用します。VLAN を 1 つだけ指定することも、VLAN 
の範囲を指定することもできます。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-list]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、VLAN 1 の DAI 統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show ip arp inspection statistics vlan 1 

Vlan : 1
-----------
ARP Req Forwarded  = 0
ARP Res Forwarded  = 0
ARP Req Dropped    = 0
ARP Res Dropped    = 0
DHCP Drops         = 0
DHCP Permits       = 0
SMAC Fails-ARP Req = 0
SMAC Fails-ARP Res = 0
DMAC Fails-ARP Res = 0
IP Fails-ARP Req   = 0
IP Fails-ARP Res   = 0
n1000v# 

関連コマンド

vlan vlan-list （任意）DAI 統計情報を表示する VLAN のリストを指定します。有効な VLAN 
ID は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear ip arp inspection 
statistics vlan 

指定された VLAN の DAI 統計情報をクリアします。

show ip arp inspection 
interface 

指定されたインターフェイスの信頼状態および ARP パケット レートを

表示します。
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show コマンド

show ip dhcp snooping   
show ip dhcp snooping
DHCP スヌーピングの全般的ステータス情報を表示するには、show ip dhcp snooping コマンドを使用

します。

show ip dhcp snooping

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、DHCP スヌーピングに関する全般的ステータス情報を表示する例を示します。

n1000v# show ip dhcp snooping
DHCP snooping service is enabled
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on the following VLANs:
1,13
DHCP snooping is operational on the following VLANs:
1
Insertion of Option 82 is disabled
Verification of MAC address is enabled
DHCP snooping trust is configured on the following interfaces:
Interface             Trusted
------------          -------
vEthernet 3           Yes

n1000v# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip dhcp snooping デバイスで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

show ip dhcp snooping 
binding 

IP-MAC アドレス バインディングを表示します。これには、スタティック 
IP ソース エントリも含まれます。
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show コマンド 

show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping 
statistics 

DHCP スヌーピングの統計情報を表示します。

show running-config 
dhcp 

DHCP スヌーピング設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show ip dhcp snooping binding    
show ip dhcp snooping binding
すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスの IP-to-MAC アドレス バインディングを表

示するには、show ip dhcp snooping binding コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping binding [IP-address] [MAC-address] [interface vethernet 
interface-number] [vlan vlan-id]

show ip dhcp snooping binding [dynamic] 

show ip dhcp snooping binding [static] 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン コマンドの出力には、スタティック IP ソース エントリが含まれます。スタティック エントリの場合は 
[Type] 列に「static」と表示されます。

IP-address （任意）表示されるバインディングに含まれている必要のある IPv4 
アドレスです。ドット付き 10 進表記形式で指定する必要がありま

す。

MAC-address （任意）表示されるバインディングに含まれている必要のある 
MAC アドレスです。ドット付き 16 進表記形式で指定する必要が

あります。

interface 
vethernet 
interface-number 

（任意）表示されるバインディングに関連付けられている必要のあ

る仮想イーサネット インターフェイスを指定します。

vlan vlan-id （任意）表示されるバインディングに関連付けられている必要のあ

る VLAN ID を指定します。有効な VLAN ID は 1 ～ 4096 です。

dynamic （任意）すべてのダイナミック IP-MAC アドレス バインディング

のみを出力します。

static （任意）すべてのスタティック IP-MAC アドレス バインディング

のみを出力します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show ip dhcp snooping binding
例 次に、すべてのバインディングを表示する例を示します。

n1000v# show ip dhcp snooping binding
MacAddress         IpAddress        LeaseSec  Type        VLAN  Interface
-----------------  ---------------  --------  ----------  ----  -------------
0f:00:60:b3:23:33  10.3.2.2         infinite  static      13    vEthernet 6
0f:00:60:b3:23:35  10.2.2.2         infinite  static      100   vEthernet 10
n1000v# 

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping デバイスで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する全般的情報を表示します。
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show コマンド

show ip verify source   
show ip verify source
IP-to-MAC アドレス バインディングを表示するには、show ip verify source コマンドを使用します。

show ip verify source [ interface {vethernet interface-number }]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、IP-to-MAC アドレス バインディングを表示する例を示します。

n1000v# show ip verify source 
n1000v# 

関連コマンド

interface （任意）特定のインターフェイスの IP-to-MAC アドレス バインディングだけを

出力することを指定します。

vethernet 
interface-number

仮想イーサネット インターフェイスを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 
1048575 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

ip source binding 指定されたイーサネット インターフェイスに対するスタティック IP ソー

ス エントリを作成します。

ip verify source 
dhcp-snooping-vlan 

インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにします。
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show コマンド 

show lacp counters
show lacp counters
Link Aggregation Control Protocol（LACP）統計に関する情報を表示するには、show lacp counters 
コマンドを使用します。

show lacp counters [interface port-channel channel-number] 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン channel-number 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 次に、特定のチャネル グループの LACP 統計情報を表示する例を示します。

switch# show lacp counters interface port-channel 1

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs
Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err
-----------------------------------------------------------------------------
port-channel1
Ethernet1/1        554    536      0      0        0      0        0
Ethernet1/2        527    514      0      0        0      0        0
Ethernet1/3        535    520      0      0        0      0        0
Ethernet1/4        515    502      0      0        0      0        0
Ethernet1/5        518    505      0      0        0      0        0
Ethernet1/6        540    529      0      0        0      0        0
Ethernet1/7        541    530      0      0        0      0        0
Ethernet1/8        547    532      0      0        0      0        0
Ethernet1/9        544    532      0      0        0      0        0
Ethernet1/10       513    501      0      0        0      0        0
Ethernet1/11       497    485      0      0        0      0        0
Ethernet1/12       493    486      0      0        0      0        0
Ethernet1/13       492    485      0      0        0      0        0
Ethernet1/14       482    481      0      0        0      0        0
Ethernet1/15       481    476      0      0        0      0        0
Ethernet1/16       482    477      0      0        0      0        0

channel-number （任意）LACP チャネル グループの番号です。有効な値は、1 ～ 
4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show lacp counters  
関連コマンド コマンド 説明

clear lacp counters すべての LACP インターフェイスまたは特定の LACP チャネル グループ

に属しているインターフェイスの統計情報をクリアします。
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show コマンド 

show lacp interface
show lacp interface 
特定の Link Aggregation Control Protocol（LACP）インターフェイスに関する情報を表示するには、

show lacp interface コマンドを使用します。

show lacp interface ethernet slot/port 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン LACP_Activity フィールドには、リンクがアクティブとパッシブのどちらのポート チャネル モードで

設定されているかが表示されます。

Port Identifier フィールドには、ポート プライオリティが情報の一部として表示されます。このフィー

ルドに表示されるもう一つの情報はポート番号です。次に、ポート プライオリティとポート番号を指

定する例を示します。

Port Identifier=0x8000,0x101

この例のポート プライオリティの値は 0x8000 で、ポート番号の値は 0x101 です。

例 次に、特定のチャネル グループの LACP 統計情報を表示する例を示します。

switch# show lacp interface ethernet 1/1

switch(config-if-range)# show lacp interface eth1/1
Interface Ethernet1/1 is up
  Channel group is 1 port channel is Po1
  PDUs sent: 556
  PDUs rcvd: 538
  Markers sent: 0
  Markers rcvd: 0
  Marker response sent: 0
  Marker response rcvd: 0
  Unknown packets rcvd: 0
  Illegal packets rcvd: 0
Lag Id: [ [(8000, 0-11-11-22-22-74, 0, 8000, 101), (8000, 0-11-11-22-22-75, 0, 8
000, 401)] ]

slot/port 表示するインターフェイスのスロット番号とポート番号です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show lacp interface  
Operational as aggregated link since Wed Jun 11 20:37:59 2008
 
Local Port: Eth1/1   MAC Address= 0-11-11-22-22-74
  System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-74
  Port Identifier=0x8000,0x101
  Operational key=0
  LACP_Activity=active
  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
  Synchronization=IN_SYNC
  Collecting=true
  Distributing=true
  Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)
Actor Admin State=
Actor Oper State=
Neighbor: 4/1
  MAC Address= 0-11-11-22-22-75
  System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-75
  Port Identifier=0x8000,0x401
  Operational key=0
  LACP_Activity=active
  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
  Synchronization=IN_SYNC
  Collecting=true
  Distributing=true
Partner Admin State=
Partner Oper State=

関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
summary

すべてのポート チャネル グループの情報を表示します。
405
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

show コマンド 

show lacp neighbor
show lacp neighbor
Link Aggregation Control Protocol（LACP）ネイバーに関する情報を表示するには、show lacp 
neighbor コマンドを使用します。

show lacp neighbor [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン channel-number 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 次に、特定のポート チャネルの LACP ネイバーに関する情報を表示する例を示します。

switch# show lacp neighbor interface port-channel 1
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
port-channel1 neighbors
Partner's information
          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags
Eth1/1    32768,0-11-11-22-22-750x401           44817       SA
 
          LACP Partner          Partner                     Partner
          Port Priority         Oper Key                    Port State
          32768                 0x0                         0x3d
 
Partner's information
          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags
Eth1/2    32768,0-11-11-22-22-750x402           44817       SA
 
          LACP Partner          Partner                     Partner
          Port Priority         Oper Key                    Port State
          32768                 0x0                         0x3d

channel-number 表示する LACP ネイバーのポート チャネル番号です。指定できる値

の範囲は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show lacp neighbor  
関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
summary

すべてのポート チャネル グループの情報を表示します。
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show コマンド 

show lacp port-channel
show lacp port-channel
Link Aggregation Control Protocol（LACP）ポート チャネルに関する情報を表示するには、show lacp 
port-channel コマンドを使用します。

show lacp port-channel [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン channel-number 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 次に、LACP ポート チャネルに関する情報を表示する例を示します。

switch# show lacp port-channel

port-channel1
  Local System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-74
  Admin key=0x0
  Operational key=0x0
  Partner System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-75
  Operational key=0x0
  Max delay=0
  Aggregate or individual=1
port-channel2
  Local System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-74
  Admin key=0x1
  Operational key=0x1
  Partner System Identifier=0x8000,0-11-11-22-22-75
  Operational key=0x1
  Max delay=0
  Aggregate or individual=1

channel-number 表示する LACP チャネル グループのポート チャネル番号です。指定

できる値の範囲は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show lacp port-channel  
関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
summary

すべてのポート チャネル グループの情報を表示します。
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show コマンド 

show lacp system-identifier
show lacp system-identifier
デバイスの Link Aggregation Control Protocol（LACP）システム ID を表示するには、show lacp 
system-identifier コマンドを使用します。

show lacp system-identifier

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン LACP システム ID は、設定可能な LACP システム プライオリティ値と MAC アドレスを組み合わせた

ものです。

LACP を実行するシステムのそれぞれに、LACP システム プライオリティ値があります。このパラ

メータのデフォルト値 32768 をそのまま使用することも、1 ～ 65535 の範囲内で値を設定することも

できます。システム プライオリティと MAC アドレスは、システム ID の形成に使用されます。システ

ム プライオリティは、他のデバイスとのネゴシエーションにも使用されます。システム プライオリ

ティの数値が大きいほど、プライオリティは低くなります。

システム ID は、各仮想デバイス コンテキスト（VDC）とは別のものです。

例 次に、特定のポート チャネルの LACP ポート チャネルに関する情報を表示する例を示します。

switch> show lacp system-identifier
8000,AC-12-34-56-78-90

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

lacp system-priority LACP のシステム プライオリティを設定します。
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show コマンド

show license 
show license
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上にインストールされているすべてのライセンス ファイルの

内容を表示するには、show license コマンドを使用します。

show license

シンタックスの説明 なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、VSM 上にインストールされているすべてのライセンス ファイルの内容を表示する例を示します。

n1000v# show license
license_file.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \
        HOSTID=VDH=8449368321243879080 \
        NOTICE="<LicFileID>kathleen.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \
        <PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show license brief VSM 上にインストールされているライセンス ファイルのリストを表示し

ます。

show license usage 
[package-name]

VSM 上でサポートされているライセンス パッケージを表示します。特定

のライセンス パッケージを表示することもできます。
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show コマンド 

show license brief
show license brief
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上にインストールされているライセンス ファイルのリストを

表示するには、show license brief コマンドを使用します。

show license brief

シンタックスの説明 なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、VSM 上にインストールされているすべてのライセンス ファイルの内容を表示する例を示しま

す。

n1000v# show license brief
license_file.lic
n1000v#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show license VSM 上にインストールされているすべてのライセンス ファイルの内容を

表示します。

show license usage 
[package-name]

VSM 上でサポートされているライセンス パッケージを表示します。特定

のライセンス パッケージを表示することもできます。
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show コマンド

show license usage  
show license usage
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上でサポートされるさまざまなライセンス パッケージを表示

するには、show license usage コマンドを使用します。

show license usage [package-name]

シンタックスの説明

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、VSM 上でサポートされるさまざまなライセンス パッケージの簡潔な要約を表示する例を示しま

す。

n1000v# show license usage
Feature                      Ins  Lic   Status Expiry Date Comments
                                 Count
--------------------------------------------------------------------------------
NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No   16   In use Never       -
n1000v# ------------------------------------------------------------------------

次に、特定のライセンス パッケージのライセンス使用状況の情報を表示する例を示します。

Example: 
n1000v# show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG 
--------------------------------------
Feature Usage Info
--------------------------------------
       Installed Licenses :    10
            Eval Licenses :   0
   Max Overdraft Licenses :    16
Installed Licenses in Use :    4
Overdraft Licenses in Use :    0
     Eval Licenses in Use :    0
       Licenses Available :   22
--------------------------------------
Application
--------------------------------------
VEM 3 - Socket 1
VEM 3 - Socket 2
VEM 4 - Socket 1

package-name （任意）ライセンス ファイルの名前を指定します。Cisco Nexus 1000V では、VSM 
がサポートするパッケージは 1 つだけ（NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG）

です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show license usage
VEM 4 - Socket 2
--------------------------------------
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show license VSM 上にインストールされているすべてのライセンス ファイルの内容を

表示します。

show license brief VSM 上にインストールされているライセンス ファイルのリストを表示し

ます。

show license 
package-name

VSM 上にインストールされている特定のライセンス ファイルの内容を表

示します。Cisco Nexus 1000V では、VSM がサポートするパッケージは 1 
つだけ（NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG）です。
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show コマンド

show logging logfile  
show logging logfile 
ログ ファイルの内容を表示するには、show logging logfile コマンドを使用します。

show logging logfile [start-time time | end-time time]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、ログ ファイルの内容を表示する例を示します。

switch# show logging logfile start-time 2009 Aug 23 22:00:00 end-time 2009 Aug 24 24:00:00
2009 Aug 23 22:58:00 doc-n1000v %PORTPROFILE-5-SYNC_COMPLETE: Sync completed.
2009 Aug 24 23:53:15 doc-n1000v %MODULE-5-MOD_OK: Module 3 is online (serial: )
2009 Aug 24 23:53:15 doc-n1000v %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 3 current-status is MOD_S
TATUS_ONLINE/OK 
switch# 

関連コマンド

start-time （任意）表示するログ ファイルの範囲の開始時刻を指定します。

end-time （任意）表示するログ ファイルの範囲の終了時刻を指定します。

time 時刻を次のとおりに指定します。

時刻 説明

yyyy 年を指定します。

mmm 月を指定します。例：jan、feb、mar
dd 日を指定します。例：01
hh:mm:ss 時、分、秒を指定します。例：04:00:00

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging logfile  システム メッセージの保存に使用するログ ファイルを設定します。
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show コマンド 

show logging module
show logging module 
ログ ファイルへのモジュール メッセージ ロギングに関する現在の設定を表示するには、show logging 
module コマンドを指定します。

show logging module

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、ログ ファイルへのメッセージのロギングに関する設定を表示する例を示します。

switch# show logging module
Logging linecard:               disabled
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging module  ログ ファイルへのモジュール メッセージのロギングを開始します。
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show コマンド

show logging server  
show logging server 
システム メッセージのロギングに関する現在のサーバ設定を表示するには、show logging server コマ

ンドを使用します。

show logging server

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、表示する例を示します。

switch# show logging server
Logging server:                 enabled
{172.28.254.253}
        server severity:        notifications
        server facility:        local7
        server VRF:             management
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging server システム メッセージのロギングに使用するリモート サーバを指定して、

そのサーバを設定します。
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show コマンド 

show logging timestamp
show logging timestamp 
システム メッセージのタイムスタンプに使用されている単位を表示するには、show logging 
timestamp コマンドを使用します。

show logging timestamp

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、システム メッセージのタイムスタンプで使用されている単位を表示する例を示します。

switch# show logging timestamp
Logging timestamp:              Seconds
switch#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

logging timestamp システム メッセージのタイムスタンプの単位を設定します。
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show コマンド

show port-channel compatibility-parameters  
show port-channel compatibility-parameters
同じポート チャネルに参加するメンバー ポートの間で同一である必要のあるパラメータを表示するに

は、show port-channel compatibility parameters コマンドを使用します。

show port-channel compatibility-parameters

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン インターフェイスをチャネル グループに追加するときは、そのインターフェイスとチャネル グループ

との適合性を保証するために、いくつかのインターフェイス アトリビュートのチェックが行われます。

たとえば、レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 チャネル グループには追加できません。また、イン

ターフェイスのさまざまな動作アトリビュートのチェックも行われ、合格するとそのインターフェイス

はポート チャネル集約への参加が許可されます。

このコマンドを実行すると、システムによって使用される適合性チェックのリストが表示されます。

channel-group コマンドを使用すると、ポートのパラメータの適合性がなくても強制的にポート チャ

ネルに参加させることができます。ただし、以下のパラメータが同一であることが条件です。

 • （リンク）速度性能

 • 速度設定

 • デュプレックス性能

 • デュプレックス設定

 • フロー制御性能

 • フロー制御設定

（注） ポートを強制的にポート チャネルに参加させる方法の詳細については、channel-group コマンドを参

照してください。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド 

show port-channel compatibility-parameters
例 次に、インターフェイスをチャネル グループに追加する前にシステムによって実行される適合性

チェックのリストを表示する例を示します。

switch# show port-channel compatibility-parameters
* port mode

Members must have the same port mode configured, either E or AUTO. If they
are configured in AUTO port mode, they have to negotiate E mode when they
come up. If a member negotiates a different mode, it will be suspended.

* speed

Members must have the same speed configured. If they are configured in AUTO
speed, they have to negotiate the same speed when they come up. If a member
negotiates a different speed, it will be suspended.

* MTU

Members have to have the same MTU configured. This only applies to ethernet
port-channel.

* MEDIUM

Members have to have the same medium type configured. This only applies to
ethernet port-channel.

* Span mode

Members must have the same span mode.

* sub interfaces

Members must not have sub-interfaces.

* Duplex Mode

Members must have same Duplex Mode configured.

* Ethernet Layer

Members must have same Ethernet Layer (switchport/no-switchport) configured.

* Span Port

Members cannot be SPAN ports.

* Storm Control

Members must have same storm-control configured.

* Flow Control

Members must have same flowctrl configured.

* Capabilities

Members must have common capabilities.

* port

Members port VLAN info.

* port
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show コマンド

show port-channel compatibility-parameters  
Members port does not exist.

* switching port

Members must be switching port, Layer 2.

* port access VLAN

Members must have the same port access VLAN.

* port native VLAN

Members must have the same port native VLAN.

* port allowed VLAN list

Members must have the same port allowed VLAN list.

関連コマンド コマンド 説明

channel-group ポート チャネル グループへのインターフェイスの追加または削除と、イ

ンターフェイスへのポート チャネル モードの割り当てを行います。
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show コマンド 

show port-channel database
show port-channel database
ポート チャネルの現在の動作に関する情報を表示するには、show port-channel database コマンドを

使用します。

show port-channel database [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン channel-number 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。このコマンドを実

行すると、Link Aggregation Control Protocol（LACP）対応のポート チャネルと、集約プロトコルが

関連付けられていないポート チャネルが表示されます。

例 次に、すべてのポート チャネルの現在の動作に関する情報を表示する例を示します。

switch# show port-channel database
port-channel5
    Administrative channel mode is active
    Operational channel mode is active
    Last membership update is successful
    1 ports in total, 0 ports up
    Age of the port-channel is 1d:16h:18m:50s
    Time since last bundle is 1d:16h:18m:56s
    Last bundled member is
    Ports:   Ethernet2/5            [down]

port-channel20
    Administrative channel mode is active
    Operational channel mode is active
    Last membership update is successful
    1 ports in total, 0 ports up
    Age of the port-channel is 1d:16h:18m:50s
    Time since last bundle is 1d:16h:18m:56s
    Last bundled member is
    Ports:   Ethernet2/20           [down]

channel-number 情報を表示するポート チャネルの番号です。指定できる値の範囲は 
1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show port-channel database  
次に、特定のポート チャネルの現在の動作に関する情報を表示する例を示します。

switch# show port-channel database interface port-channel 20
port-channel20
    Administrative channel mode is active
    Operational channel mode is active
    Last membership update is successful
    1 ports in total, 0 ports up
    Age of the port-channel is 1d:16h:23m:14s
    Time since last bundle is 1d:16h:23m:20s
    Last bundled member is
    Ports:   Ethernet2/20           [down]

関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
summary

すべてのポート チャネルの情報の要約を表示します。
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show コマンド 

show port-channel load-balance
show port-channel load-balance
ポート チャネルを使用するロード バランシングの情報を表示するには、show port-channel 
load-balance コマンドを使用します。

show port-channel load-balance [forwarding-path interface port-channel 
channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、システムの現在のポート チャネル ロード バランシング情報を表示する例を示します。

switch# show port-channel load-balance

Port Channel Load-Balancing Configuration:
System: source-dest-ip-vlan

Port Channel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: source-dest-mac
IP: source-dest-ip-vlan

関連コマンド

forwarding-path 
interface 
port-channel

（任意）パケットを転送するポート チャネル内のポートを指定しま

す。

channel-number ロード バランシング転送パスを表示するポート チャネル番号を指定

します。指定できる値の範囲は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-channel 
load-balance ethernet

ポート チャネルを使用するロード バランシングを設定します。
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show コマンド

show port-channel rbh-distribution  
show port-channel rbh-distribution
ポート チャネルの Result Bundle Hash（RBH）の情報を表示するには、show port-channel 
rbh-distribution コマンドを使用します。

show port-channel rbh-distribution [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン RBH の値の範囲は 0 ～ 7 です。これらの値は、同じポート チャネル内のポート メンバーに振り分けら

れます。

例 次に、特定のポート チャネルの RBH 分散を表示する例を示します。

switch# show port-channel rbh-distribution interface port-channel 4

ChanId    Member port    RBH values         Num of buckets
--------  -------------  -----------------  ----------------
 4         Eth3/13        4,5,6,7            4              
 4         Eth3/14        0,1,2,3            4              

関連コマンド

channel-number 情報を表示するポート チャネルの番号です。指定できる値の範囲は 
1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-channel summary ポート チャネルの要約情報を表示します。
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show コマンド 

show port-channel summary
show port-channel summary
ポート チャネルの要約情報を表示するには、show port-channel summary コマンドを使用します。

show port-channel summary

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン Link Aggregation Control Protocol（LACP）がイネーブルになっていない場合は、出力の [Protocol] 
列に NONE と表示されます。

チャネル グループ インターフェイスが取ることのできる動作ステートは次のとおりです。

 • Down - インターフェイスはダウンしています。管理のためにシャットダウンされたか、ポート 
チャネルに関連しないその他の理由のためです。

 • Individual - インターフェイスはポート チャネルの一部ですが、プロトコル交換の問題があるため、

ポート チャネルに集約できません。

 – このインターフェイスは引き続き、単独リンクとしてトラフィックを転送します。

 – STP はこのインターフェイスを認識します。

 • Suspended - インターフェイスの動作パラメータがポート チャネルに適合していません。このイン

ターフェイスはトラフィックを転送しませんが、物理 MAC リンク ステートはアップのままです。

 • Switched - インターフェイスはスイッチド インターフェイスです。

 • Up（port channel） - ポート チャネルはアップです。

 • Up in port channel（members） - ポート チャネルのポート メンバーはアップです。

 • Hot standby（LACP only） - インターフェイスは、LACP チャネルに現在参加しているインター

フェイスのいずれかがダウンしたときにポート グループに参加する資格があります。

 – このインターフェイスはデータ トラフィックを転送しません。Protocol Data Unit（PDU; プロ

トコル データ ユニット）だけを転送します。

 – このインターフェイスは STP を実行しません。

 • Module-removed - モジュールはすでに除去されています。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show port-channel summary  
 • Routed - インターフェイスはルーテッド インターフェイスです。

例 次に、ポート チャネルの要約情報を表示する例を示します。

switch# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
-------------------------------------------------------------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
-------------------------------------------------------------------
5     Po5(SD)     Eth      LACP      Eth2/5(D)
20    Po20(RD)    Eth      LACP      Eth2/20(D)

関連コマンド コマンド 説明

show port-channel 
usage

どのポート チャネル番号が使用中でどれが空きかを表示します。

show port-channel 
traffic

ポート チャネルでの送信および受信におけるユニキャスト、マルチキャス

ト、およびブロードキャストの割合を表示します。
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show コマンド 

show port-channel traffic
show port-channel traffic
ポート チャネルのトラフィック統計情報を表示するには、show port-channel traffic コマンドを使用

します。

show port-channel traffic [interface port-channel channel-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、ポート チャネルで送信および受信されたトラフィックのユニキャスト、

マルチキャスト、およびブロードキャストの割合が表示されます。

channel-number を指定しない場合は、すべてのポート チャネルの情報が表示されます。

例 次に、すべてのポート チャネルのトラフィック統計情報を表示する例を示します。

switch(config)# show port-channel traffic
ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     5    Eth2/5    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
    20   Eth2/20    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%

次に、特定のポート チャネルのトラフィック統計情報を表示する例を示します。

switch(config)# show port-channel traffic interface port-channel 5
ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
     5    Eth2/5    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    0.0%

関連コマンド

channel-number トラフィック統計情報を表示するポート チャネル番号です。指定で

きる値の範囲は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-channel summary ポート チャネルの要約情報を表示します。
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show コマンド

show port-channel usage  
show port-channel usage
どのポート チャネル番号が使用中でどれが空きかを表示するには、show port-channel usage コマンド

を使用します。

show port-channel usage 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを実行すると、監視対象の仮想デバイス コンテキスト（VDC）のポート チャネル番号の

うち、どれが使用中でどれが空きかが表示されます。

システム全体の全 VDC で使用可能なポート番号の範囲は 1 ～ 4096 です。

例 次に、すべてのポート チャネルの使用状況を表示する例を示します。

switch# show port-channel usage
Totally 2 port-channel numbers used
====================================
Used  :   5 , 20
Unused:   1 - 4 , 6 - 19 , 21 - 4096
switch#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-channel summary ポート チャネルの要約情報を表示します。
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show コマンド 

show port-profile
show port-profile
ポート プロファイルの設定を表示するには、show port-profile コマンドを使用します。

show port-profile [name prof_name] 

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、ポート プロファイル UplinkProfile1 の設定を表示する例を示します。

n1000v(config-port-prof)# show port-profile name UplinkProfile1
port-profile UplinkProfile1
  description: "Profile for critical system ports"
  type: ethernet
  status: disabled
  capability l3control: no
  pinning control-vlan: -
  pinning packet-vlan: -
  system vlans: none
  port-group: UplinkProfile1
  max ports: -
  inherit:
  config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 113
    switchport trunk native vlan 113
    channel-group auto mode on
    no shutdown
  evaluated config attributes:
    switchport mode access
    switchport access vlan 113
    switchport trunk native vlan 113
    channel-group auto mode on

name （任意）特定のポート プロファイルに関する情報を表示することを指定します。

prof_name 表示するポート プロファイルの名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) このコマンドによってポート プロファイルのタイプは表示されますが、

capability uplink は表示されません。このコマンドによって、ピニングと

チャネル グループの設定も表示されます。
430
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

show コマンド

show port-profile 
    no shutdown
  assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)#

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 
port-profile

ポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示します。
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show コマンド 

show running-config interface port-channel
show running-config interface port-channel
特定のポート チャネルの実行コンフィギュレーションを表示するには、show running-config 
interface port-channel コマンドを使用します。

show running-config interface port-channel {channel-number}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

例 次に、ポート チャネル 10 の実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。

switch(config)# show running-config interface port-channel 10
version 4.0(4)SV1(1)

interface port-channel10
  switchport
  switchport mode trunk

関連コマンド

channel-number ポート チャネル グループの番号です。指定できる値の範囲は 1 ～ 4096 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-channel 
summary

ポート チャネル情報の要約を表示します。
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show コマンド

show running-config port-profile  
show running-config port-profile
ポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示するには、show running-config 
port-profile コマンドを使用します。

show running-config port-profile [prof_name]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、スイッチのすべてのポート プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示する例を示しま

す。

n1000v# show running-config port-profile
port-profile type ethernet UplinkProfile1
  description "Profile for critical system ports"
  vmware port-group
  switchport mode access
  switchport access vlan 113
  switchport trunk native vlan 113
  channel-group auto mode on
  no shutdown
port-profile type vethernet VethProfile
  vmware port-group
  vmware max-ports 5
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 112
  no shutdown
n1000v#

関連コマンド

prof_name （任意）ポート プロファイルの名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile ポート プロファイルの設定を表示します。
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show コマンド 

show svs domain
show svs domain 
VSM ドメインの設定を表示するには、show svs domain コマンドを使用します。

show svs domain 

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン  

例 次に VSM ドメインの設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# show svs domain
SVS domain config: 
  Domain id:    100 
  Control vlan: 100
  Packet vlan:  101
  Management vlan:  0  
  L2/L3 Control mode: L3 
  L2/L3 Control interface: mgmt0
  Status: Config push to VC successful.
n1000v(config-svs-domain)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

4.0(4)SV1(2) このコマンドでレイヤ 2 およびレイヤ 3 トランスポート モードの設定も出

力するように修正されました。

コマンド 説明

svs-domain Cisco Nexus 1000V のドメインを作成および設定します。ドメインによっ

て、通信および管理のための VSM と VEM およびコントロール /パケット 
VLAN が特定されます。
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show コマンド

show system vem feature level    
show system vem feature level
現在サポートされているソフトウェア リリースを表示するには、show system vem feature level コマ

ンドを使用します。

show system vem feature level

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、現在の VEM 機能レベルを表示する例を示します。

switch# show system vem feature level
current feature level: 4.0(4)SV1(2)
n1000v# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド

system update vem 
feature level
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show コマンド 

show virtual-service-domain brief
show virtual-service-domain brief 
VSM 内で現在設定済みの VSD のリスト（VSD の名前およびポート プロファイルを含む）を表示する

には、show virtual-service-domain brief コマンドを使用します。

show virtual-service-domain brief

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドにライセンスは必要ありません。

例 次に、VSM 内で現在設定済みの VSD のリストを表示する例を示します。

n1000v# show virtual-service-domain brief
Name             default action    in-ports    out-ports   mem-ports
vsd1             drop              1           1           4
vsd2             forward           1           1           0
vsim-cp# sho virtual-service-domain interface
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name             Interface             Type      Status
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vsd1             Vethernet1            Member    Active
vsd1             Vethernet2            Member    Active
vsd1             Vethernet3            Member    Active
vsd1             Vethernet6            Member    Active
vsd1             Vethernet7            Inside    Active
vsd1             Vethernet8            Outside   Active
vsd2             Vethernet9            Inside    Active
vsd2             Vethernet10           Outside   Active
vsim-cp# show virtual-service-domain name vsd1
Default Action: drop
___________________________
Interface        Type
___________________________
Vethernet1       Member
Vethernet2       Member

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show virtual-service-domain brief  
Vethernet3       Member
Vethernet6       Member
Vethernet7       Inside
Vethernet8       Outside
 
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

virtual-service-domain ネットワーク サービスのトラフィックを分類および分離するための仮

想サービス ドメイン（VSD）を作成します。
437
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)     

OL-20462-01-J



 

show コマンド 

show virtual-service-domain interface
show virtual-service-domain interface 
VSM 内の VSD に現在割り当てられているインターフェイスを表示するには、show 
virtual-service-domain interface コマンドを使用します。

show virtual-service-domain interface

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VSM 内の VSD に現在割り当てられているインターフェイスを表示する例を示します。

switch# show virtual-service-domain interface
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name             Interface             Type      Status
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vsd1             Vethernet1            Member    Active
vsd1             Vethernet2            Member    Active
vsd1             Vethernet3            Member    Active
vsd1             Vethernet6            Member    Active
vsd1             Vethernet7            Inside    Active
vsd1             Vethernet8            Outside   Active
vsd2             Vethernet9            Inside    Active
vsd2             Vethernet10           Outside   Active

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

virtual-service-domain ネットワーク サービスのトラフィックを分類および分離する

ための仮想サービス ドメイン（VSD）を作成します。
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show コマンド

show virtual-service-domain name  
show virtual-service-domain name 
VSM 内で現在設定済みの特定の VSD に関する、関連付けられたポート プロファイルなどの情報を表

示するには、show virtual-service-domain name コマンドを使用します。

show virtual-service-domain name virtual-service-domain_name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、特定の VSD の設定を表示する例を示します。

switch# show virtual-service-domain name vsd1
Default Action: drop
___________________________
Interface        Type
___________________________
Vethernet1       Member
Vethernet2       Member
Vethernet3       Member
Vethernet6       Member
Vethernet7       Inside
Vethernet8       Outside
 
switch#

関連コマンド

virtual-service-domain_name VSD の名前です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

virtual-service-domain ネットワーク サービスのトラフィックを分類および分離するための仮

想サービス ドメイン（VSD）を作成します。
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show コマンド 

show virtual-service-domain name
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T コマンド

この章では、コマンド名が T で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

tacacs-server deadtime
応答性について到達不能（非応答）TACACS+ サーバをモニタリングする定期的な時間間隔を設定す

るには、tacacs-server deadtime コマンドを使用します。非応答 TACACS+ サーバのモニタリングを

ディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

tacacs-server deadtime minutes

no tacacs-server deadtime minutes

シンタックスの説明

デフォルト 0 分

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 時間間隔の設定をゼロにすると、タイマーがディセーブルになります。個別の TACACS+ サーバの

デッド タイム間隔がゼロ（0）よりも大きい場合は、サーバ グループに設定された値よりもその値が優

先されます。

デッド タイム間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバがサーバ グループの一部でグループのデッド タイ

ム間隔が 0 分を超えていない限り、TACACS+ サーバ モニタリングは実行されません。

time 時間間隔を分単位で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1440 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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T コマンド 

tacacs-server deadtime
その他の TACACS+ コマンドを使用して機能を設定する前に、グローバル コンフィギュレーション 
モードで、tacacs+ enable コマンドを使用して TACACS+ 機能を 初にイネーブルにする必要があり

ます。

例 次に、デッド タイム間隔を設定し、定期的なモニタリングをイネーブルにする例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server deadtime 10

次に、デッド タイム間隔をデフォルトに戻し、定期的なモニタリングをディセーブルにする例を示し

ます。

switch# config terminal
switch(config)# no tacacs-server deadtime 10

関連コマンド コマンド 説明

deadtime 非応答 TACACS+ サーバをモニタリングするデッド タイム間隔を設定し

ます。

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
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T コマンド

tacacs-server directed-request 
tacacs-server directed-request
ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるようにするには、

radius-server directed request コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンド

の no 形式を使用します。

tacacs-server directed-request

no tacacs-server directed-request

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン その他の TACACS+ コマンドを使用して機能を設定する前に、グローバル コンフィギュレーション 
モードで、tacacs+ enable コマンドを使用して TACACS+ 機能を 初にイネーブルにする必要があり

ます。

ログイン中に username@vrfname:hostname を指定できます。vrfname は使用する Virtual Routing and 
Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよびフォワーディング）名で、hostname は設定された 
TACACS+ サーバです。ユーザ名が認証用にサーバ名に送信されます。

（注） 指定要求オプションをイネーブルにすると、NX-OS デバイスは認証用に RADIUS 方式だけを使用し、

デフォルトのローカル方式を使用しません。

例 次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるようにする例を示しま

す。

switch# config t
switch(config)# tacacs-server directed-request

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できないようにする例を示し

ます。

switch# config t
switch(config)# no tacacs-server directed-request

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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T コマンド 

tacacs-server directed-request
関連コマンド コマンド 説明

show tacacs-server 
directed request

TACACS+ サーバの指定要求設定を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
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T コマンド

tacacs-server host 
tacacs-server host 
TACACS+ サーバ ホスト パラメータを設定するには、コンフィギュレーション モードで 
tacacs-server host コマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} 
[key [0 | 7] shared-secret] [port port-number]  
[test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds] 

no tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}  
[key [0 | 7] shared-secret] [port port-number]  
[test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds]

シンタックスの説明

デフォルト

hostname TACACS+ サーバの Domain Name Server（DNS）名です。この名前は 256 
文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

ipv4-address A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバ IPv4 アドレスです。

ipv6-address X:X:X::X 形式の TACACS+ サーバ IPv6 アドレスです。

key （任意）TACACS+ サーバの共有秘密鍵を設定します。

0 （任意）TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、平文で指定

された事前共有鍵（0 で表示）を設定します。これがデフォルトです。

7 （任意）TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指

定された事前共有鍵（7 で表示）を設定します。

shared-secret TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵です。こ

の事前共有鍵は 63 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

port port-number （任意）認証用の TACACS+ サーバのポートを設定します。指定できる範囲

は 1 ～ 65535 です。

test （任意）TACACS+ サーバにテスト パケットを送信するようパラメータを設

定します。

idle-time time （任意）サーバをモニタリングするための時間間隔を分単位で指定します。

時間の範囲は 1 ～ 1440 分です。

password password （任意）テスト パケット内のユーザ パスワードを指定します。パスワード

は 32 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

username name （任意）テスト パケット内のユーザ名を指定します。ユーザ名は 32 文字以

下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

timeout seconds （任意）TACACS+ サーバへの再送信間のサーバ タイムアウト期間（秒単

位）を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 60 秒です。

パラメータ デフォルト

アイドル時間 ディセーブル

サーバ モニタリング ディセーブル

タイムアウト 1 秒
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T コマンド 

tacacs-server host
コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン TACACS+ を設定する前に、tacacs+ enable コマンドを使用する必要があります。

アイドル時間間隔が 0 分の場合、TACACS+ サーバの定期モニタリングは実行されません。

例 次に、TACACS+ サーバ ホスト パラメータを設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 key HostKey 
switch(config)# tacacs-server host tacacs2 key 0 abcd 
switch(config)# tacacs-server host tacacs3 key 7 1234 
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test username tester
switch(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test password 2B9ka5

関連コマンド

テスト ユーザ名 test
テスト パスワード test

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
446
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス、リリース 4.0(4)SV1(2)

OL-20462-01-J



 

T コマンド

tacacs-server key 
tacacs-server key
グローバル TACACS+ 共有秘密鍵を設定するには、tacacs-server key コマンドを使用します。設定し

た共有秘密鍵を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

tacacs-server key [0 | 7] shared-secret

no tacacs-server key [0 | 7] shared-secret

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン TACACS+ 事前共有鍵を設定して TACACS+ サーバに対してデバイスを認証する必要があります。鍵

の長さは 大 63 文字で、任意の出力可能な ASCII 文字を使用できます（空白文字は使用できません）。

グローバル鍵を設定して、デバイス上のすべての TACACS+ サーバ コンフィギュレーションで使用す

るようにできます。tacacs-server host コマンドで key キーワードを使用することでこのグローバル鍵

の割り当てを上書きできます。

TACACS+ を設定する前に、tacacs+ enable コマンドを使用する必要があります。

例 次に、TACACS+ サーバ共有鍵を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server key AnyWord
switch(config)# tacacs-server key 0 AnyWord 
switch(config)# tacacs-server key 7 public 

0 （任意）TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、平文で指定

された事前共有鍵を設定します。これがデフォルトです。

7 （任意）TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、暗号文で指

定された事前共有鍵を設定します。

shared-secret TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する事前共有鍵です。こ

の事前共有鍵は 63 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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T コマンド 

tacacs-server key
関連コマンド コマンド 説明

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
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T コマンド

tacacs-server timeout 
tacacs-server timeout 
TACACS+ サーバへの再送信間隔を指定するには、tacacs-server timeout コマンドを使用します。デ

フォルトの設定に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

tacacs-server timeout seconds

no tacacs-server timeout seconds

シンタックスの説明

デフォルト 5 秒

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン TACACS+ を設定する前に、tacacs+ enable コマンドを使用する必要があります。

例 次に、TACACS+ サーバ タイムアウト値を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# tacacs-server timeout 3

次に、TACACS+ サーバ タイムアウト値をデフォルトに戻す例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# no tacacs-server timeout 3

関連コマンド

seconds TACACS+ サーバへの再送信間隔を秒単位で指定します。指定できる範囲

は 1 ～ 60 秒です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
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T コマンド 

telnet
telnet
Telnet セッションを作成するには、telnet コマンドを使用します。

telnet {ipv4-address | hostname} [port-number] [vrf vrf-name]

シンタックスの説明

デフォルト ポート 23

デフォルトの VRF

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、telnet server enable コマンドを使用して Telnet サーバをイネーブルに

する必要があります。

例 次に、IPv4 アドレスを使用して Telnet セッションを開始する例を示します。

switch# telnet 10.10.1.1 vrf management

関連コマンド

ipv4-address リモート デバイスの IPv4 アドレスです。

hostname リモート デバイスのホスト名です。この名前は 64 文字以下の英数

字で、大文字と小文字が区別されます。

port-number （任意）Telnet セッションのポート番号です。指定できる範囲は 1 
～ 65535 です。

vrf vrf-name （任意）Telnet セッションに使用する Virtual Routing and 
Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよびフォワーディング）名

を指定します。大文字と小文字が区別されます。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

clear line Telnet セッションを消去します。

telnet server enable Telnet サーバをイネーブルにします。
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T コマンド

telnet server enable  
telnet server enable
Telnet サーバをイネーブルにするには、telnet server enable コマンドを使用します。Telnet サーバを

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。

telnet server enable

no telnet server enable

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イネーブル

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、Telnet サーバをイネーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# telnet server enable

次に、Telnet サーバをディセーブルにする例を示します。

switch# config t
switch(config)# no telnet server enable
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show telnet server Telnet サーバの設定を表示します。

telnet Telnet セッションを作成します。
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T コマンド 

tail
tail
ファイルの末尾の行を表示するには、tail コマンドを使用します。

tail [filesystem:[//module/]][directory/]filename lines]

シンタックスの説明

デフォルト 10 行

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ファイルの末尾の 10 行を表示する例を示します。

switch# tail bootflash:startup.cfg
ip arp inspection filter marp vlan 9
ip dhcp snooping vlan 13
ip arp inspection vlan 13
ip dhcp snooping
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
ip source binding 10.3.2.2 0f00.60b3.2333 vlan 13 interface Ethernet2/46
ip source binding 10.2.2.2 0060.3454.4555 vlan 100 interface Ethernet2/10
logging level dhcp_snoop 6
logging level eth_port_channel 6

次に、ファイルの末尾の 20 行を表示する例を示します。

switch# tail bootflash:startup.cfg 20
area 99 virtual-link 1.2.3.4

filesystem: （任意）ファイル システムの名前を指定します。大文字と小文字が区別され

ます。

//module/ （任意）スーパーバイザ モジュールの ID を指定します。有効な値は 
sup-active、sup-local、sup-remote、または sup-standby です。ID では、

大文字と小文字が区別されます。

directory/ （任意）ディレクトリの名前を指定します。大文字と小文字が区別されま

す。

filename コマンド ファイルの名前を指定します。大文字と小文字が区別されます。

lines （任意）表示する行数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 80 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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tail
router rip Enterprise
router rip foo
  address-family ipv4 unicast
router bgp 33.33
event manager applet sdtest
monitor session 1
monitor session 2
ip dhcp snooping vlan 1
ip arp inspection vlan 1
ip arp inspection filter marp vlan 9
ip dhcp snooping vlan 13
ip arp inspection vlan 13
ip dhcp snooping
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
ip source binding 10.3.2.2 0f00.60b3.2333 vlan 13 interface Ethernet2/46
ip source binding 10.2.2.2 0060.3454.4555 vlan 100 interface Ethernet2/10
logging level dhcp_snoop 6
logging level eth_port_channel 6

関連コマンド コマンド 説明

cd 現在の作業ディレクトリを変更します。

copy ファイルをコピーします。

dir ディレクトリの内容を表示します。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。
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T コマンド 

template data timeout
template data timeout 
NetFlow テンプレート データの再送信のタイムアウト期間を指定するには、template data timeout コ
マンドを使用します。タイムアウト期間を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

template data timeout time 

no template data timeout

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ バージョン 9 コンフィギュレーション

（config-flow-exporter-version-9）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポータ テンプレート データの再送信のタイムアウト期間を 3600 秒に設

定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# template data timeout 3600

次に、NetFlow フロー エクスポータ テンプレート データの再送信のタイムアウト期間を削除する例を

示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no template data timeout
switch(config-flow-exporter)#

time 1 ～ 86400 秒の期間を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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template data timeout  
関連コマンド コマンド 説明

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。

version 9 NetFlow エクスポータの NetFlow エクスポートのバージョンが 9 であるこ

とを指定します。
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terminal event-manager bypass
terminal event-manager bypass 
CLI イベント マネージャをバイパスするには、terminal event-manager bypass コマンドを使用しま

す。

terminal event-manager bypass

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト イベント マネージャはイネーブルです。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、CLI イベント マネージャをディセーブルにする例を示します。

switch# terminal event-manager bypass
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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terminal length 
terminal length 
画面に表示される行数を設定するには、terminal length コマンドを使用します。

terminal length number

シンタックスの説明

デフォルト 28 行

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 一時停止をディセーブルに設定するには number に 0 を指定します。

例 次に、画面に表示する行数を設定する例を示します。

switch# terminal length 60
switch# 

関連コマンド

number 行数を指定します。有効な値の範囲は、0 ～ 511 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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terminal session-timeout
terminal session-timeout 
セッション タイムアウトを設定するには、terminal session-timeout コマンドを使用します。

terminal session-timeout time

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

使用上のガイドライン タイムアウトをディセーブルに設定するには time に 0 を指定します。

例 次に、セッション タイムアウトを設定する例を示します。

switch# terminal session-timeout 100
switch# 

関連コマンド

time タイムアウト時間を秒単位で指定します。有効な値の範囲は、0 ～ 525600 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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terminal terminal-type 
terminal terminal-type 
端末タイプを指定するには、terminal terminal-type コマンドを使用します。

terminal terminal-type type

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、端末タイプを指定する例を示します。

switch# terminal terminal-type vt100
switch# 

関連コマンド

type 端末タイプを指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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terminal tree-update
terminal tree-update 
メインのパース ツリーを更新するには、terminal tree-update コマンドを使用します。

terminal tree-update

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、メインのパース ツリーを更新する例を示します。

switch# terminal tree-update
switch# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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terminal width 
terminal width 
端末の幅を設定するには、terminal width コマンドを使用します。

terminal width number

シンタックスの説明

デフォルト 102 列

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、端末の幅を設定する例を示します。

switch# terminal width 60
switch# 

関連コマンド

number 1 行の文字数を指定します。有効な値の範囲は、24 ～ 511 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show terminal 端末の設定を表示します。
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test aaa
test aaa 
RADIUS サーバまたはサーバ グループで AAA のテストを行うには、test aaa コマンドを使用します。

test aaa {group group-name user-name password | server radius address {user-name 
password | vrf vrf-name user-name password]}}

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin 
network-operator

コマンドの履歴

例 次に、RADIUS サーバで AAA をテストする例を示します。

switch# test aaa server radius ts1 vrf route1 user1 9w8e7r
switch# 

関連コマンド

group AAA サーバ グループを指定します。

group-name AAA サーバ グループ名を指定します。有効な値の範囲は、1 ～ 32 です。

user-name ユーザ名を指定します。有効な値の範囲は、1 ～ 32 です。

password ユーザ パスワードを指定します。有効な値の範囲は、1 ～ 32 です。

server AAA サーバを指定します。

radius RADIUS サーバを指定します。

address IP アドレスまたは DNS 名を指定します。

vrf 仮想ルートを指定します。

vrf-name 仮想ルート名を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show aaa AAA の情報を表示します。
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traceroute
traceroute
パケットが IPv4 アドレスへの伝送時にたどるルートを検出するには、traceroute コマンドを使用しま

す。

traceroute {dest-ipv4-addr | hostname} [vrf vrf-name] [show-mpls-hops] [source 
src-ipv4-addr]

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの VRF が使用されます。 

MPLS ホップ数は表示されません。 

送信元アドレスには管理 IPv4 アドレスが使用されます。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン IPv6 アドレス指定を使用してデバイスへのルートを検出するには、traceroute6 コマンドを使用します。

例 次に、デバイスへのルートを検出する例を示します。

switch# traceroute 172.28.255.18 vrf management
traceroute to 172.28.255.18 (172.28.255.18), 30 hops max, 40 byte packets
 1  172.28.230.1 (172.28.230.1)  0.746 ms  0.595 ms  0.479 ms
 2  172.24.114.213 (172.24.114.213)  0.592 ms  0.51 ms  0.486 ms
 3  172.20.147.50 (172.20.147.50)  0.701 ms  0.58 ms  0.486 ms
 4  172.28.255.18 (172.28.255.18)  0.495 ms  0.43 ms  0.482 ms

関連コマンド

dest-ipv4-addr 宛先デバイスの IPv4 アドレスを指定します。フォーマットは、A.B.C.D で
す。

hostname 宛先デバイスの名前を指定します。大文字と小文字が区別されます。

vrf vrf-name （任意）使用する Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想ルーティング

およびフォワーディング）を指定します。大文字と小文字が区別されます。

show-mpls-hops （任意）Multiprotocol Label Switching（MPLS）ホップ数を表示します。

source src-ipv4-addr （任意）送信元 IPv4 アドレスを指定します。フォーマットは、A.B.C.D です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

traceroute6 IPv6 アドレス指定を使用してデバイスへのルートを検出します。
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transport udp (NetFlow)
transport udp (NetFlow) 
NetFlow エクスポータからコレクタへの宛先 UDP ポートを追加するには、transport udp コマンドを

使用します。ポートを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

transport udp portnumber 

no transport udp

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ コンフィギュレーション（config-flow-exporter）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 可能な限り、well-known ポート（1 ～ 1024）は指定しないでください。

例 次に、フロー エクスポータに UDP 200 を追加する例を示します。

n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# transport udp 200

次に、フロー エクスポータから UDP 200 を削除する例を示します。

n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# no transport udp 200

関連コマンド

portnumber 宛先 UDP 番号を指定します（1 ～ 65535）。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。
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この章では、コマンド名が U で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

username
ユーザ アカウントの作成および設定を行うには、username コマンドを使用します。ユーザ アカウン

トを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

username user-id  [expire date [past] ]  [password [0 | 5] password]  [role role-name]  [ 
sshkey {file uri | key }]

no username user-id [ role role-name] 

シンタックスの説明 user-id ユーザ ID を指定します。28 文字以下の英数字で、大文字と小文字が区別

されます。

（注） 次の文字はユーザ名には使用できません。

# 
@

expire date （任意）ユーザ アカウントの有効期限で、形式は次のとおりです。 
YYYY-MM-DD

password （任意）アカウントのパスワードを指定します。デフォルトではパスワー

ドは設定されていません。

0 （任意）パスワードがクリア テキストであることを指定します。クリア テ
キストのパスワードは、実行コンフィギュレーションに保存される前に暗

号化されます。

5 （任意）パスワードが暗号化形式であることを指定します。暗号化された

パスワードは、実行コンフィギュレーションに保存される前に変更されま

せん。

password パスワードのストリングです。パスワードは 64 文字以下の英数字で、大

文字と小文字が区別されます。

（注） 次の文字はクリア テキストのパスワードには使用できません。

$
role role-name （任意）ユーザ ロールを指定します。role-name では大文字と小文字が区

別されます。
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username
デフォルト 有効期限、パスワード、SSH 鍵は設定されていません。

デフォルトのロールは管理ユーザ ロールです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン デフォルトの管理ユーザ ロールは削除できません。

デフォルトの管理ユーザ ロールの有効期限は変更できません。

デフォルトの管理ユーザ ロールの network-admin ロールは削除できません。

パスワード強度のチェックをイネーブルにしている場合、強力なパスワードしか割り当てられません。

強力なパスワードの特徴は、次のとおりです。

 • 低 8 文字

 • 連続した文字（「abcd」など）が多数含まれない

 • 文字の繰り返し（「aaabbb」など）が多数含まれない

 • 辞書にある単語が含まれない

 • 固有名詞が含まれない

 • 大文字と小文字を含む

 • 数字を含む

注意 ユーザ アカウントのパスワードを指定していない場合、ユーザはログインできない可能性があります。

例 次に、パスワードとユーザ ロールを指定したユーザ アカウントを作成する例を示します。

switch# config t
switch(config)# username user1 password Ci5co321 role network-admin

sshkey （任意）ユーザ アカウントの SSH 鍵を指定します。

key SSH 公開鍵のストリングです。

file filename SSH 公開鍵のストリングを含むファイルの場所を指定します。

bootflash: ユーザのホスト公開鍵を含むファイル

volatile: ユーザのホスト公開鍵を含むファイル

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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username
次に、ユーザ アカウントの SSH 鍵を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# username user1 sshkey file bootflash:key_file

関連コマンド コマンド 説明

password strength-check パスワードのセキュリティの強度をチェックします。

show user-account ユーザ アカウントの設定を表示します。
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username
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この章では、コマンド名が V で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

vem 
Virtual Ethernet Module（VEM）を設定するには、vem コマンドを使用します。VEM の設定を削除す

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

vem module-number [- module-number]

no vem module-number [- module-number]

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ダッシュを使用して VEM の範囲を指定します （3-9 や 20-30 など）。

例 次に、VEM を作成して VEM スロット コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vem 10

module-number モジュール番号を指定します。有効な値の範囲は、3 ～ 66 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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vem
switch(config-vem-slot)# 

次に、VEM を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no vem 10
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show module vem VEM モジュールに関する情報を表示します。
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version 9 
version 9 
NetFlow エクスポータに NetFlow エクスポート バージョン 9 を指定するには、version 9 コマンドを使

用します。バージョン 9 を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

version 9

no version 9

シンタックスの説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード NetFlow フロー エクスポータ（config-flow-exporter）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポータに対してバージョン 9 を設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# 

次に、NetFlow フロー エクスポータからバージョン 9 を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no version 9
switch(config-flow-exporter)#

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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version 9
関連コマンド コマンド 説明

option exporter-stats timeout NetFlow フロー エクスポータ データ再送信のタイムアウト期間を

指定します。

option interface-table timeout NetFlow フロー エクスポータ インターフェイス テーブル再送信

のタイムアウト期間を指定します。

template data timeout NetFlow フロー エクスポータ テンプレート データ再送信のタイ

ムアウト期間を指定します。

flow exporter Flexible NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow record Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。

flow monitor Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow exporter NetFlow フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。

show flow monitor NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。
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virtual-service-domain
virtual-service-domain 
ネットワーク サービス用にトラフィックの分類と分離を行うには、virtual-service-domain コマンド

を使用します。仮想サービス ドメインを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

virtual-service-domain vsd-name 

no virtual-service-domain

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VSD のポート プロファイルを設定する例を示します。

switch# config t
switch(config)# port-profile vsd1_member
switch(config-port-prof)# vmware port-group
switch(config-port-prof)# switchport access vlan 315
switch(config-port-prof)# virtual-service-domain vsd1
switch(config-port-prof)# no shutdown
switch(config-port-prof)# state enabled 

次に、仮想サービス ドメインの設定を削除する例を示します。

switch# config t
switch(config)# port-profile vsd1_member
switch(config-port-prof)# no virtual-service-domain vsd1

関連コマンド

vsd-name 仮想サービス ドメインを作成して名前を付けます。

リリース 変更内容

 4.0(4)SV1(2) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show virtual-service-domain VSD 名やポート プロファイルなど、現在 VSM に設定されてい

る VSD のリストを表示します。
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V コマンド 

vlan
vlan 
VLAN を作成して VLAN コンフィギュレーション モードを開始するには、vlan コマンドを使用しま

す。VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vlan {id | dot1Q tag native}

no vlan {id | dot1Q tag native}

シンタックスの説明

デフォルト デフォルトの VLAN は VLAN 1 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（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン ダッシュを使用して VLAN の範囲を指定します （1-9 や 20-30 など）。

例 次に、VLAN を作成して、VLAN コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan)# 

次に、VLAN を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no vlan 10
switch(config)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 4094 です。

dot1Q tag native IEEE 802.1Q 仮想 LAN を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan VTP VLAN ステータスを表示します。
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V コマンド

vmware dvs datacenter-name  
vmware dvs datacenter-name 
VMware 仮想スイッチを作成するには、vmware dvs datacenter-name コマンドを使用します。仮想ス

イッチを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vmware dvs datacenter-name name

no vmware dvs

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード SVS 接続コンフィギュレーション（config-svs-conn）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 仮想スイッチを作成するには、SVS 接続コンフィギュレーション モードで作業を行う必要があります。

接続を作成してモードを開始するには、svs connection コマンドを使用します。作成できる SVS 接続

は 1 つだけです。

例 次に、VMware 仮想スイッチを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connect s1
switch(config-svs-conn)# vmware dvs datacenter-name dc1
switch(config-svs-conn)# 

次に、VMware 仮想スイッチを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# svs connect s1v
switch(config-svs-conn)# no vmware dvs datacenter-name dc1
switch(config-svs-conn)# 

関連コマンド

name スイッチ名です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs SVS の情報を表示します。

show vmware VMware の情報を表示します。
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V コマンド 

vmware max-ports
vmware max-ports 
VMware ポート プロファイルの 大ポート数を作成するには、vmware max-ports コマンドを使用し

ます。 大ポート数の設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vmware max-ports number

no vmware dvs

シンタックスの説明

デフォルト 32 ポート

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 設定する VMware ポートの 大数を指定するには、ポート プロファイル コンフィギュレーション モー

ドで作業を行う必要があります。

例 次に、ポート プロファイルに VMware ポートの 大数を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testprofile
switch(config-port-prof)# vmware max-ports 100
switch(config-port-prof)# 

次に、VMware ポートの 大数の設定を削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testprofile
switch(config-port-prof)# no vmware max-ports 100
switch(config-port-prof)# 

関連コマンド

number 大ポート数を指定します。有効な値の範囲は、1 ～ 1024 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile 
name

特定のポート プロファイルに関する設定情報を表示します。
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V コマンド

vmware port-group 
vmware port-group 
VMware ポート グループを作成するには、vmware port-group コマンドを使用します。VMware ポー

ト グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

vmware port-group name

no vmware port-group name

シンタックスの説明

デフォルト なし

コマンド モード ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-prof）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン VMware ポート グループを作成するには、ポート プロファイル コンフィギュレーション モードで作業

を行う必要があります。

例 次に、VMware ポート グループを作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testprofile
switch(config-port-prof)# vmware port-group testgroup
switch(config-port-prof)# 

次に、VMware ポート グループを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# port-profile testprofile
switch(config-port-prof)# no vmware port-group testgoup
switch(config-port-prof)# 

関連コマンド

name VMware ポート グループの名前を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile 
name

特定のポート プロファイルに関する設定情報を表示します。
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V コマンド 

vmware vc extension-key
vmware vc extension-key 
拡張鍵を作成するには、vmware vc extension-key コマンドを使用します。

vmware vc extension-key key

シンタックスの説明

デフォルト 鍵は作成されていません。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 拡張鍵は Virtual Center のインスタンスへの接続に使用されます。

例 次に、拡張鍵を作成する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# vmware vc extension-key 10
switch(config)# 

関連コマンド

key 拡張鍵の番号です。有効な値の範囲は、1 ～ 80 です。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vmware vc 
extension-key

拡張鍵の情報を表示します。
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W コマンド

この章では、コマンド名が W で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

where
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）の現在のコンテキストを表示する

には、where コマンドを使用します。

where [detail] 

シンタックスの説明

デフォルト コンテキスト情報の要約を表示します。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、CLI での現在のモードと、そのモードへどのように到達したかを追跡する場合に役立

ちます。

例 次に、コンテキスト情報の要約を表示する例を示します。

switch(config-if)# where
  ?conf; interface Ethernet2/3      admin@switch%default

detail （任意）詳細なコンテキスト情報を表示します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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W コマンド 

where
次に、詳細なコンテキスト情報を表示する例を示します。

switch(config-if)# where detail
  ?conf; interface Ethernet2/3      admin@switch%default
  mode:                conf
                         interface Ethernet2/3
  username:            admin
  vdc:                 switch
  routing-context vrf: default
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W コマンド

write erase 
write erase
固定メモリ領域内の設定を消去するには、write erase コマンドを使用します。

write erase [boot | debug] 

シンタックスの説明

デフォルト ブート変数、mgmt0 インターフェイス、デバッグの設定を除く、固定メモリ内のすべての設定を消去

します。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザの役割 network-admin

コマンドの履歴

使用上のガイドライン 情報が破損しているなどの理由で使用できない場合は、このコマンドを使用して、固定メモリ内のス

タートアップ コンフィギュレーションを消去できます。スタートアップ コンフィギュレーションを消去

すると、ブート変数、mgmt0 インターフェイス、デバッグの設定を除いて、デバイスが初期状態に戻り

ます。これらの設定は、boot および debug オプションを使用して明示的に消去する必要があります。

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションを消去する例を示します。

switch(config)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y

次に、固定メモリ内のブート変数と mgmt0 インターフェイスの設定を消去する例を示します。

switch(config)# write erase boot

次に、固定メモリ内のデバッグ設定を消去する例を示します。

switch(config)# write erase debug

関連コマンド

boot （任意）ブート変数と mgmt0 インターフェイスの設定だけを消去します。

debug （任意）デバッグ設定だけを消去します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

copy running-config startup-config 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュ

レーションにコピーします。

show running-config スタートアップ コンフィギュレーションを表示します。
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W コマンド 

write erase
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