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追加または変更されたコマンド

ここでは、リリース別に、このマニュアル内の新しい情報と変更された情報、およびそれらの場所を示

します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「リリース 4.2(1)SV1(5.1) の新しい情報と変更された情報」

• 「リリース 4.2(1)SV1(4) の新しい情報と変更された情報」

• 「リリース 4.0(4)SV1(3) の新しい情報と変更された情報」

表 2 では、リリース 4.2(1)SV1(5.1) の新しいコマンドと変更されたコマンドについてリストして説明

します。

表 1 リリース 4.2(1)SV1(5.1) の新しい情報と変更された情報

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

bridge-domain X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

capability vxlan X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

description（ネットワーク セグメンテー

ション ポリシー）

X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

disable-loop-detection X 冗長プロトコル

のサポート

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

feature network-segmentation-manager X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

feature segmentation X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

group（VXLAN） X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

id X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』
iii
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追加または変更されたコマンド
mac auto-static-learn X ネットワーク 
ロード バランシ

ング

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

network-segment policy X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

network-segment policy migrate X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

segment id X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

show bridge-domain X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

show network-segment manager switch X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show network-segment network X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show network-segment policy usage X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show running-config network-segment 
policy

X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show startup-config network-segment 
policy

X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

switchport access bridge-domain X VXLAN 『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

type X Network 
Segmentation 
Manager

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation 
Manager Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

表 1 リリース 4.2(1)SV1(5.1) の新しい情報と変更された情報 （続き）

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
iv
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追加または変更されたコマンド
表 2 リリース 4.2(1)SV1(4) の新しい情報と変更された情報

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

assign port-profile-role X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

bandwidth（ポリシー マップ） X クラスベース重

み付け均等化

キューイング

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

class-map type queuing X クラスベース重

み付け均等化

キューイング

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

default 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 4.2(1)SV1(5.1)』

default 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 4.2(1)SV1(5.1)』

description（ネットワーク セグメンテー

ション ポリシー）

X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

feature dhcp X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

feature http-server X HTTP サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

feature lacp X LACP 『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

feature netflow X NetFlow 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

feature port-profile-roles X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

feature private-vlan X プライベート 
VLAN

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

feature netflow X SSH サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

feature tacacs+ X TACACS+ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

feature telnet X Telnet サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

group（ポート プロファイルのロール） X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』
v
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追加または変更されたコマンド
ip access-group X IP ACL 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

ip dhcp snooping information option X DHCP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

ip igmp snooping（グローバル） X IGMP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

ip igmp snooping（VLAN） X IGMP スヌーピ

ング

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

lacp offload X VEM への 
LACP のオフ

ロード

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

mac address-table static X MAC アドレス 
テーブル

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

match protocol X クラスベース重

み付け均等化

キューイング

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

max-ports X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

mtu（インターフェイス） X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

policy-map type queuing X クラスベース重

み付け均等化

キューイング

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

port-profile default port-binding X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

port-binding X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

record X NetFlow 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show feature X 機能 『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, 
Release 4.2(1)SV1(4)』

show flow record X NetFlow 『Cisco Nexus 1000V System Management 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

表 2 リリース 4.2(1)SV1(4) の新しい情報と変更された情報 （続き）

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
vi
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追加または変更されたコマンド
show lacp offload status X VEM への 
LACP のオフ

ロード

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show mac address-table X MAC アドレス 
テーブル

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show mac address static X MAC アドレス 
テーブル

『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show network-state tracking X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show network-state tracking config X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

show port-profile X ポート プロファ

イル 
『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

show port-profile-role X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

show port-profile-role users X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

show port-profile sync-status X ポート プロファ

イル 
『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

show port-profile virtual usage X ポート プロファ

イル 
『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

source-interface X AAA サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

ssh server enable

feature netflowを参照してください。

X SSH サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

svs upgrade complete X vEthernet イン

ターフェイス

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

svs veth auto-delete X vEthernet イン

ターフェイス

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

svs veth auto-setup X vEthernet イン

ターフェイス

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

表 2 リリース 4.2(1)SV1(4) の新しい情報と変更された情報 （続き）

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
vii
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追加または変更されたコマンド
表 2-2 では、リリース 4.0(4)SV1(3) の新しいコマンドと変更されたコマンドについてリストして説明

します。

ststem mtu X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

telnet server enable

feature telnetを参照してください。

X Telnet サーバ 『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

track network-state enable X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

track network-state interval X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

track network-state threshold miss-count X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

track network-state split action X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

track network-state threshold miss-count X ネットワーク ス
テート トラッキ

ング

『Cisco Nexus 1000V Interface 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』

user（ポート プロファイルのロール） X ポート プロファ

イルのロール

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

vmware max-ports 

max-ports を参照してください。

X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

表 2 リリース 4.2(1)SV1(4) の新しい情報と変更された情報 （続き）

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

表 3 リリース 4.0(4)SV1(3) の新しい情報と変更された情報

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

channel-group auto（ポート プロファイ

ル）

X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

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

ション

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

pinned-sgid X 静的ピン接続 『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』
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追加または変更されたコマンド
show running-config port-profile X ポート プロファ

イル

次から削除されました。

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

system mtu X ポート プロファ

イル

『Cisco Nexus 1000V Port Profile 
Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV15.1)』

表 3 リリース 4.0(4)SV1(3) の新しい情報と変更された情報

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
ix
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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

このマニュアルの目的は、コマンド構文の詳細、コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用

上のガイドライン、および例を含む Cisco Nexus 1000V CLI で利用できるコマンド リファレンスを提

供することです。

ここでは、『Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)』の対象読者、マニュ

アルの構成、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。

この章は、次の項で構成されています。

• 「対象読者」（P.xi）

• 「マニュアルの構成」（P.xi）

• 「表記法」（P.xii）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiv）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiv）

対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus 1000V の設定と管理を行う経験豊富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。
xi
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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。

「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。

「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。

「X コマンド」 X 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。

{ } 波カッコの中の要素は、必須の選択要素です。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

x | y | z いずれか 1 つを選択する要素は、縦線で区切って示されます。

string 引用符を付けない一組の文字。string 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 string とみなされます。

screen フォント スイッチに表示され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。
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はじめに
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。

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 
この項では、Cisco Nexus 1000 とともに使用されるマニュアルの一覧を示します。これらのマニュア

ルは、Cisco.com の次に示す URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

一般情報

『Cisco Nexus 1000V Documentation Roadmap, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Compatibility Information, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1010 Management Software Release Notes, Release 4.2(1)SP1(3)』

インストール & アップグレード

『Cisco Nexus 1000V Installation and Upgrade Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 1010 Software Installation and Upgrade Guide, Release 4.2(1)SP1(3)』

コンフィギュレーション ガイド

『Cisco Nexus 1000V High Availability and Redundancy Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V License Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Network Segmentation Manager Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Port Profile Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Quality of Service Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Security Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』
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http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/release/notes/n1000v_rn.html#wp74195
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/compatibility/information/n1000v_compatibility.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/high_availability/configuration/guide/n1000v_ha_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/interface/configuration/guide/n1000v_if.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/layer_2_switching/configuration/guide/n1000v_l2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/license/configuration/guide/n1000v_license.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_4_a/license/configuration/guide/n1000v_license.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/nsm/configuration/guide/n1000v_nsm.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/port_profile/configuration/guide/n1000v_port_profile.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/qos/configuration/guide/n1000v_qos.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/security/configuration/guide/n1000v_security.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_4_a/system_management/configuration/guide/n1000v_system.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_2_1_s_v_1_5_1/vxlan/configuration/guide/n1000v_vxlan.html


 

はじめに
『Cisco Nexus 1010 Software Configuration Guide, Release 4.2(1)SP1(3)』

プログラミング

『Cisco Nexus 1000V XML API User Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

リファレンス

『Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V MIB Quick Reference』

『Cisco Nexus 1010 Command Reference, Release 4.2(1)SP1(3)』

トラブルシューティング & アラート

『Cisco Nexus 1000V Troubleshooting Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』

『Cisco Nexus 1000V Password Recovery Guide』

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

Virtual Security Gateway マニュアル

『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch』 

Virtual Network Management Center

『Cisco Virtual Network Management Center』 

ネットワーク解析モジュール マニュアル

『Cisco Prime Network Analysis Module Software Documentation Guide, 5.1』

『Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) for Nexus 1010 Installation and Configuration Guide, 
5.1』

『Cisco Prime Network Analysis Module Command Reference Guide 5.1』

『Cisco Prime Network Analysis Module Software 5.1 Release Notes』 

『Cisco Prime Network Analysis Module Software 5.1 User Guide』 

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 Really Simple Syndication（RSS）フィードとして購

読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信される

ように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 
2.0 をサポートしています。
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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 認証方式を設定するには、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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

group 認証にサーバ グループを使用するように指定します。

group-list サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のような

サーバ グループを含めることができます。

• radius：設定済みのすべての RADIUS サーバ

• tacacs+：設定済みのすべての TACACS+ サーバ

• 設定済みの任意の RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバのサーバ グルー

プ名

none 認証でユーザ名を使用するように指定します。

local 認証にローカル データベースを使用するように指定します。
1
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A コマンド

aaa authentication login console
コマンド履歴

使用上のガイドライン group radius、group tacacs+、および group group-list の各方式は、以前に定義された一連の 
RADIUS または TACACS+ サーバを指します。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。サーバのネームド 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 方式または local 方式を指定した場合にその方式が失敗すると、認証は失敗する可能性がありま

す。none 方式を単独または group 方式の後ろに指定した場合、認証は常に成功します。

例 次に、コンソール ログインの AAA 認証方式を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa authentication login console group radius

次に、デフォルトのコンソール ログインの AAA 認証方式に戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(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。
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A コマンド

aaa authentication login default
aaa authentication login default
デフォルト AAA 認証方式を設定するには、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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン group radius、group tacacs+、および group group-list の各方式は、以前に定義された一連の 
RADIUS または TACACS+ サーバを指します。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。サーバのネームド 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 方式または local 方式を指定した場合にその方式が失敗すると、認証は失敗します。none 方式

を単独または group 方式の後ろに指定した場合、認証は常に成功します。

group 認証に使用するサーバ グループ リストを指定します。

group-list サーバ グループをスペースで区切って指定します。リストには、次のような

サーバ グループを含めることができます。

• radius：設定済みのすべての RADIUS サーバ

• tacacs+：設定済みのすべての TACACS+ サーバ

• 設定済みの任意の RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバのサーバ グルー

プ名

none （任意）認証にユーザ名を使用するように指定します。

local 認証にローカル データベースを使用するように指定します。

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、コンソール ログインの AAA 認証方式を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa authentication login default group radius

次に、デフォルトのコンソール ログインの AAA 認証方式に戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(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
コンソールに AAA 認証失敗メッセージを表示するように設定するには、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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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への表示をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa authentication login error-enable

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

n1000v# config t
n1000v(config)# no aaa authentication login error-enable

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
5
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

A コマンド

aaa authentication login error-enable
関連コマンド 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。
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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; マイクロソフト 
チャレンジ ハンドシェーク認証プロトコル）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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、MSCHAP 認証をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(config-radius)#

次に、RADIUS サーバ グループを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no aaa group server radius RadServer

関連コマンド

group-name RADIUS サーバ グループ名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字が

区別され、 大で 64 文字の長さまで指定可能です。

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 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。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
n1000v(config-radius)#

次に、TACACS+ サーバ グループを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no aaa group server tacacs+ TacServer

関連コマンド

group-name TACACS+ サーバ グループ名。名前には英数字を使用します。大文字と小文字

が区別され、 大で 64 文字の長さまで指定可能です。

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

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。
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A コマンド

assign port-profile-role
assign port-profile-role
特定のポート プロファイルに、ポート プロファイルのロールを割り当てるには、assign 
port-profile-role コマンドを使用します。プロファイルから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。

assign port-profile-role port-profile-role-name

no assign port-profile-role port-profile-role-name

構文の説明

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-profile）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、特定のポート プロファイルに、ポート プロファイルのロールを割り当てる例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile allaccess2
n1000v(config-port-prof)# assign port-profile-role adminUser

次に、ポート プロファイル設定からロールを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile allaccess2
n1000v(config-port-prof)# no assign port-profile-role adminUser

関連コマンド

port-profile-role-name ポート プロファイルのロールの名前です。

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられ

たグループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示しま

す。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。
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A コマンド

assign port-profile-role
show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロ

ファイル設定を表示します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルに

します。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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A コマンド

attach module
attach module
アクティブな Virtual Supervisor Module（VSM）からスタンバイ VSM コンソールにアクセスするに

は、attach module コマンドを使用します。

attach module module-number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、セカンダリ VSM のコンソールに接続する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# attach module 2
n1000v# 

使用上のガイドライン モジュール番号の有効な範囲は 1 ～ 66 ですが、動作する値は 2 だけです。

関連コマンド

module-number 既存のモジュールを識別する番号を指定します。範囲は、1 ～ 66 です。

（注） 動作する値は 2 だけです。

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 cores コアのリストを表示します。

show processes log プロセス ログのリストを表示します。

show system 
redundancy status

冗長性ステータスをチェックします。

show system internal 
sysmgr state

システム内部の sysmgr 状態をチェックします。

reload module モジュールをリロードします。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。
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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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン iSCSI マルチパスにポート 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

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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 vxlan
capability vxlan
ポート プロファイルに VXLAN 機能を割り当て、このポート プロファイルを継承するインターフェイ

スが VXLAN カプセル化トラフィックの送信元として必ず使用されるようにするには、capability 
vxlan コマンドを使用します。VXLAN 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 vxlan

no capability vxlan

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポート プロファイル vmnic-pp に VXLAN 機能を割り当てる例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile vmknic-pp
n1000v(config-port-prof)# capability vxlan 
n1000v(config-port-prof)

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show bridge-domain ブリッジ ドメインの情報を表示します。

show interface virtual 仮想インターフェイスに関する情報を表示します。

show running config 
interface vethernet

vEthernet インターフェイス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。

show port-profile 
usage

すべてのポート プロファイルの使用状況を表示します。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# cd

関連コマンド

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。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。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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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。

n1000v(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（グローバル）
cdp enable（グローバル） 
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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（グローバル）
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（インターフェイスまたはポート チャネル）
cdp enable（インターフェイスまたはポート チャネル） 
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 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 上で 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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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 デバイスから自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 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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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。これを削除

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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 を設定できるのは、物理インターフェイスおよびポート チャネル上に限られます。

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。

n1000v(config)# cdp format device-id mac-address
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、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。

n1000v(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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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 デバイスから自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 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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 を設定できるのは、物理インターフェイスおよびポート チャネル上に限られます。

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。

n1000v(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。

n1000v(config)# no cdp holdtime 10

関連コマンド

seconds 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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、CDP のタイマーを 10 秒に設定する例を示します。

n1000v(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。

n1000v(config)# no cdp timer 10

関連コマンド

seconds 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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channel-group auto（ポート プロファイル）
channel-group auto（ポート プロファイル） 
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 sg-type{cdp | manual}] 
[mac-pinning]

no channel-group

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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インターフェイスは、

それぞれ同じポート チャネルに追加されます。VMware 環境では、各モジュールに対して異なるポー

ト チャネルが作成されます。

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
sg-type

（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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• 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。

• 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。

CDP が設定されていない場合は、サブグループを手動で設定して、個別のスイッチ上のトラ

フィック フローを管理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。

– インターフェイスで 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 4.2(1)SV1(5.1)』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
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assigned interfaces:
n1000v(config-port-prof)# 

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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channel-group（インターフェイス）
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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

number チャネル グループの番号 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 インターフェイスをチャネル グループに加入させます。ただし、一部のパラ

メータは互換性がありません。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 デフォルトのチャネル 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、デバイスがエラー メッセージを返します。

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。こ

のモードのインターフェイスでは、LACP パケットの開始も応答も行われま

せん。LACP は、on ステートのインターフェイスとネゴシエートする場合、

LACP パケットを受信しないため、そのインターフェイスと個別のリンクを

形成します。そのため、チャネル グループには参加しません。

active このコマンドを指定すると、ユーザが Link Aggregation Control Protocol
（LACP）をイネーブルにしたときに、特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 ネゴシエーション状態

です。ポートは、LACP パケットを送信して、他のポートとのネゴシエー

ションを開始します。

passive LACP をイネーブルにすると、LACP デバイスが検出されたときだけ LACP 
がイネーブルにされるよう指定します。インターフェイスはパッシブ ネゴシ

エーション状態で、ポートは受信された LACP パケットに応答しますが、

LACP ネゴシエーションは開始しません。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン on チャネル モードのポート チャネルは純粋なポート チャネルであり、 大 8 つのポートを集約できま

す。このポート チャネルでは LACP は実行されません。

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、そのポート 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

• UDP の拡張認証プロトコル

• VRF

• IP アドレス 

• MAC アドレス

• STP 

• NAC

• サービス ポリシー

• Quality of Service（QoS） 

• 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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例 次に、インターフェイスを active モードで LACP チャネル グループ 5 に追加する例を示します。

n1000v(config-if)# channel-group 5 mode active
n1000v(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 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。
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class（QoS タイプのポリシー マップ） 
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}

構文の説明

デフォルト type QoS

デフォルトでは、新しいクラス マップはポリシー マップの 後に参照されます。

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。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン トラフィック タイプと 初に一致したクラスに基づいて、ポリシーの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。

n1000v(config)# policy-map my_policy1
n1000v(config-pmap)# class traffic_class2
n1000v(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 初に一致したクラス

に基づいて、ポリシーの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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class（QoS タイプのポリシー マップ）
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。

n1000v(config)# policy-map my_policy1
n1000v(config-pmap-qos)# class insert-before traffic_class2 traffic_class1
n1000v(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。

n1000v(config)# policy-map my_policy1
n1000v(config-pmap-qos)# class class-default
n1000v(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。

n1000v(config)# policy-map my_policy1
n1000v(config-pmap)# no class traffic_class1
n1000v(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
class-map 
トラフィックのクラスを定義する QoS クラス マップを作成または変更するには、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] [match-any | match-all] class-map-name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# class-map my_class1
n1000v(config-cmap-qos)#

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 （任意）指定すると、このクラス マップに設定されているマッチング条件

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 （任意）指定すると、このクラス マップに設定されているマッチング条件

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、これがデフォルトの

アクションです。

class-map-name クラス マップに割り当てられた名前。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
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。

n1000v(config)# no class-map my_class1
n1000v(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 マップ内の一致基準に基づいてパケットを照合することによっ

て、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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class-map type queuing
class-map type queuing
キューイング タイプ クラス マップを修正し、クラス マップ コンフィギュレーション モードを開始す

るには、class-map type queuing コマンドを使用します。

class-map type queuing {match-any | match-all} queuing-class-map-name 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、キューイング クラス マップを修正する例を示します。

n1000v(config)# class-map type queuing match-any myclass 
n1000v(config-cmap-que)#

関連コマンド

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、これがデフォルトのア

クションです。

queuing-class-map-name クラス マップに割り当てられた名前。class-default という名前は予約

されています。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show class-map type queuing クラス マップを表示します。

match cos 別のクラス マップ内の一致基準に基づいてパケットを照合するこ

とによって、トラフィック クラスを設定します。

match protocol プロトコルに基づいてマッチング条件を設定します。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# clear access-list counters
n1000v#

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。

n1000v# clear access-list counters acl-ip-01
n1000v#

関連コマンド

access-list-name （任意）デバイスがそのカウンタをクリアする ACL の名前。名前では 大 64 文
字までの英数字を使用でき、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 のカウンタをクリアします。

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 cdp
clear cdp 
インターフェイスの Cisco Discovery Protocol（CDP）情報をクリアするには、clear cdp コマンドを

使用します。

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン コマンドライン インターフェイス（CLI）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、コマンドの履歴をクリアする例を示します。

n1000v# 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。
43
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

C コマンド

clear cores
clear cores 
コア ファイルをクリアするには、clear cores コマンドを使用します。

clear cores [archive]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 ファイルをクリアする例を示します。

n1000v# 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。

n1000v# 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} ]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# clear counters ethernet 2/1

関連コマンド

interface インターフェイス カウンタをクリアします。

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クリアします。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

インターフェイス ステータスを表示します。カウンタもあわせて表示しま

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、デバッグ ログファイルを消去する例を示します。

n1000v# 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。

リリース 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 デバッグをロギングするファイルが設定されます。

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が表示されます。
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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} 

構文の説明

コマンド 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン clear flow exporter コマンドを使用するには、事前に、エクスポータを使用して Flexible NetFlow に
よるトラフィック 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。

n1000v# clear flow exporter name NFC-DC-PHOENIX
n1000v#

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

リリース 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クリアします。

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# clear ip access-list counters
n1000v#

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。

n1000v# clear ip access-list counters acl-ip-101
n1000v#

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。名前では 大 64 文字までの英

数字を使用でき、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 のカウンタをクリアします。

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
指定の VLAN のダイナミック ARP インスペクション（DAI）統計情報をクリアするには、clear ip 
arp inspection statistics vlan コマンドを使用します。

clear ip arp inspection statistics vlan vlan-list 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VLAN 2 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

n1000v# clear ip arp inspection statistics vlan 2
n1000v# 

次に、VLAN 5 ～ 12 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

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

次に、VLAN 2 および VLAN 5 ～ 12 の DAI 統計情報をクリアする例を示します。

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 統計情報を表示します。
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clear ip dhcp snooping binding
clear ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピング バインディング データベースから動的に追加されたエントリをクリアするには、

clear ip dhcp snooping binding コマンドを使用します。

clear ip dhcp snooping binding [vlan vlan-id mac mac-addr ip ip-addr interface 
interface-id]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング バインディング データベースから動的に追加されたエントリを削除する例

を示します。

n1000v# clear ip dhcp snooping binding
n1000v#

次に、インターフェイスの DHCP スヌーピング バインディング テーブル エントリをクリアする例を示

します。

n1000v# clear ip dhcp snooping binding vlan 10 mac EEEE.EEEE.EEEE ip 10.10.10.1 interface 
vethernet 1
n1000v# 

関連コマンド

vlan （任意）クリアする VLAN を指定します。

vlan-id 指定した VLAN の ID。

mac （任意）この VLAN に関連付けられた MAC アドレスを指定します。

mac-addr この VLAN に関連付けられた MAC アドレス。

ip （任意）この VLAN に関連付けられた IP アドレスを指定します。

ip-addr この VLAN に関連付けられた IP アドレス。

interface （任意）この VLAN に関連付けられたインターフェイスを指定します。

interface-id インターフェイスの ID。

リリース 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 ip dhcp snooping binding
コマンド 説明

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

show ip dhcp snooping 
binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースを表示します。

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping vlan vlan-list で指定する VLAN の DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

ip dhcp snooping 
verify mac-address

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにします。
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clear ip igmp interface statistics 
インターフェイスの IGMP 統計情報をクリアするには、clear ip igmp interface statistics コマンドを

使用します。

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次の例では、インターフェイスの IGMP 統計情報をクリアする方法を示します。

n1000v# clear ip igmp interface statistics ethernet 2/1
n1000v# 

関連コマンド

if-type （任意）インターフェイス タイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン ヘルプ

機能を使用します。

if-number （任意）インターフェイス番号。

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。

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クリアするには、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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次の例では、VLAN 1 の IGMP スヌーピング統計情報をクリアする方法を示します。

n1000v# clear ip igmp snooping statistics vlan 1
n1000v# 

関連コマンド

vlan-id VLAN 番号。有効な範囲は 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 ごとに 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）グループの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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

チャネル番号が指定されていない場合は、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。

n1000v(config)# clear lacp counters
n1000v(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。

n1000v(config)# clear lacp counters interface port-channel 20
n1000v(config)# 

関連コマンド

channel-number （任意）LACP ポート チャネル番号。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 の統計情報を表示します。
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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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 サービス中断

VSM からライセンス ファイル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、仮想マシンからそのインターフェイスに流れる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 の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。

n1000v# 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
n1000v# 

filename アンインストールするライセンス ファイルの名前。

リリース 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v(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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール Super user 

コマンド履歴

例 次に、ロギング ファイルからメッセージをクリアする例を示します。

n1000v# clear logging logfile 
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 logging logfile ローカル ログ ファイル内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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール Super user 

コマンド履歴

例 次に、現在のロギング セッションをクリアする例を示します。

n1000v# clear logging session 
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 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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 のカウンタをクリアする例を示します。

n1000v# clear mac access-list counters
n1000v#

次に、acl-mac-0060 という名前の MAC ACL のカウンタをクリアする例を示します。

n1000v# clear mac access-list counters acl-mac-0060
n1000v#

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。名前では 大 64 
文字までの英数字を使用でき、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 エントリをクリアするには、clear mac 
address-table dynamic コマンドを使用します。

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 アドレスをクリアするには、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アドレスが削除されます。インターフェイスだけ指定してアドレスを指定しなかっ

た場合は、指定した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 次の例は、すべてのダイナミック レイヤ 2 エントリを MAC アドレス テーブルからクリアする方法を

示します。

n1000v(config)# clear mac address-table dynamic 
n1000v(config) # 

address 
mac-addr

（任意）テーブルから MAC アドレスを削除するように指定します。

XXXX.XXXX.XXXX という形式を使用してください。

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とスロッ

ト番号とポート番号、またはポートチャネル番号のいずれかを使用します。

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
次の例は、ポート 2/20 上の 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 
エントリをクリアします。

n1000v(config)# clear mac address-table dynamic vlan 20 interface ethernet 2/20
n1000v(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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、すべての NTP ピアの統計情報をクリアする例を示します。

n1000v(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 
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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# clear port-security dynamic interface veth 1

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

n1000v# config t
n1000v(config)# clear port-security dynamic address 0019.D2D0.00AE

関連コマンド

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

クリアする対象の動的に学習されたセキュア MAC アドレスのインターフェイス

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。

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 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにしま

す。
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clear qos statistics 
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]}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスを指定しないと、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。

n1000v# clear qos statistics
n1000v# 

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。

n1000v# clear qos statistics veth2 input type qos
n1000v# 

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 統計情報をイネーブルまたはディセーブルにします。

show policy-map すべてのポリシー マップ、または指定したポリシー マップに対するポリ

シー マップ設定を表示します。
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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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、すべての SSH ホスト セッションをクリアする例を示します。

n1000v# 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 
デバイスのリセット理由履歴をクリアするには、clear system reset-reason コマンドを使用します。

clear system reset-reason

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、リセット原因の履歴を消去する例を示します。

n1000v# 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理由履歴を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン デバイスで現在のユーザ 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、すべての SSH ホスト セッションをクリアする例を示します。

n1000v# clear user user1

関連コマンド

user-id ユーザ ID

リリース 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。
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cli var name 
端末セッションのコマンドライン インターフェイス（CLI）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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、別の変数を参照することはできません。

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。

CLI 変数の定義を変更するには、その変数を事前に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。

n1000v# cli var name testinterface interface 2/3

variable-name 変数の名前。名前は、 大 31 文字の長さの英数字で、大文字と小文字が

区別されます。

variable-text 変数のテキスト。テキストは、 大 200 文字の長さの英数字で、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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次に、TIMESTAMP 変数を参照する例を示します。

n1000v# copy running-config > bootflash:run-config-$(TIMESTAMP).cnfg

次に、CLI 変数を削除する例を示します。

n1000v# 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 
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、使用しているデバイスを、NTP などの外部クロック ソースと同期できない場合に使

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。

n1000v# clock set 9:00:00 1 June 2008

関連コマンド

time 時刻。フォーマットは、HH:MM:SS です。

day 日。指定できる範囲は 1 ～ 31 です。

month 月。値は、January、February、March、April、May、June、July、
August、September、October、November および December です。

year 年。有効な範囲は 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 
サマータイム（夏時間）の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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# clock summer-time PDT 1 Sunday March 02:00 1 Sunday November 02:00 60

zone-name タイムゾーンの文字列。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。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。有効な値は、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。有効な値は、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。フォーマットは、hh:mm です。

end-week サマータイム オフセットを終了する週。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。有効な値は、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。有効な値は、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。フォーマットは、hh:mm です。

offset-minutes 分単位でのクロックのオフセット。有効な範囲は 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。
72
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

C コマンド

clock summer-time
次に、サマータイムのオフセットを解除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(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 
Coordinated Universal Time（UTC; 協定世界時）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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# clock timezone EST 5 0

次に、時間帯のオフセットを削除する例を示します。

n1000v# no clock timezone

関連コマンド

zone-name ゾーン名。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。有効な範囲は –23 ～ 23 です。

offset-minutes UTC からのオフセット分数。有効な範囲は 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]}

構文の説明

コマンド デフォルト このコマンドはデフォルトではディセーブルになっています。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(config-flow-record)# collect counter packets

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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(config-flow-record)# collect counter packets long

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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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 
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}

構文の説明

コマンド デフォルト このコマンドはデフォルトではディセーブルになっています。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(config-flow-record)# collect timestamp sys-uptime last

関連コマンド

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。

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 レコード用に伝送制御プロトコル（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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト このコマンドはデフォルトではディセーブルになっています。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、TCP フラグを収集する例を示します。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(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

where 現在のコンフィギュレーション モードのコンテキストが表示されます。

pwd 現在の作業ディレクトリ名を表示します。

copy run start リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保存し、スタート

アップ コンフィギュレーションにコピーして再起動します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト no connect

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

一度にアクティブにできる接続は 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。

n1000v(config#) svs connection vcWest
n1000v(config-svs-conn#) protocol vmware-vim
n1000v(config-svs-conn#) remote hostname vcMain
n1000v(config-svs-conn#) vmware dvs datacenter-name HamiltonDC
n1000v(config-svs-conn#) connect

次に、vCenter との接続を切断する例を示します。

n1000v(config#) svs connection vcWest
n1000v(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 現在のCisco Nexus 1000V へ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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 新規に作成した VLAN は、レイヤ 2 ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になります。

内部的に割り当てられた VLAN に割り当て済みの VLAN ID を入力した場合、エラー メッセージが返

されます。

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。

n1000v# config t 
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# domain id 32
n1000v(config-svs-domain)# control vlan 70
n1000v(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。

n1000v# config t 
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# domain id 32
n1000v(config-svs-domain)# no control vlan 70
n1000v(config-svs-domain)#

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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関連コマンド 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 コンフィギュレーションを表示します。
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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

構文の説明

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 プレフィックス キーワードのリストです。URL プ
レフィックス 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

フィックス 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）。

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）。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 プレフィックス 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。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。このエイリ

アスの構文は次のとおりです。
ftp:[//server][/path]/filename

scp: Secure Shell（SSH; セキュア シェル）をサポートし、Secure Copy 
Protocol（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。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。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。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 プレフィックス キーワードのリストです。

デフォルト コピー先のファイルのデフォルト名は、コピー元のファイル名です。

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 プレフィックス 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。

n1000v# 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。

n1000v# copy file1 my_files:file2

表 2 特殊ファイル システムの URL プレフィックス 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。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。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。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。実行コンフィギュレーションを system: ファイル 
システムとの間でコピーできます。system: ファイル システムは、

running-config ファイルをコマンドで参照する場合、任意となります。

volatile: ローカル揮発性メモリ。ファイルを volatile: ファイル システムとの間でコ

ピーできます。volatile: メモリ内のすべてのファイルは、物理デバイスのリ

ロード時に失われます。

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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 変数が設定されます。

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。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、保存済みの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 ファイルに保存する例

を示します。

n1000v# 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 持続性メモリ内のスタートアップ コンフィギュレーションが消去されま

す。
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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（インターフェイス）
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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン bandwidth コマンドは、現在の帯域幅だけを上位のプロトコルに通知する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を調整できません。

（注） これは単なるルーティング パラメータです。物理インターフェイスには影響しません。

kbps 意図する帯域幅（キロビット /秒）。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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例 次に、帯域幅 30000 kbps を設定する例を示します。

n1000v(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 コンフィギュレーション情報を表示します。
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bandwidth（ポリシー マップ）
QoS ポリシー マップ内の特定のトラフィック クラスに 小帯域幅保証を設定するには、bandwidth 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。

bandwidth percent percentage 

no bandwidth percent percentage 

構文の説明

デフォルト デフォルトでは、帯域幅は設定されていません。

コマンド モード ポリシー マップ クラス キューイング コンフィギュレーション（config-pmap-c-que）。

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン bandwidth コマンドは、トラフィック クラスに割り当てられる帯域幅を制御するために使用されます。

bandwidth コマンドは、必要に応じてクラスに明示的に設定する必要があります。帯域幅は、1 ～ 100 
% に設定できます。

例 次に、class_fin1 トラフィック クラスに 20 % の 小帯域幅保証を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# policy-map type queuing Policy-vmotion 
n1000v(config-pmap-que)# class type queuing class_fin1
n1000v(config-pmap-c-que)# bandwidth percent 20

次に、class_fin1 トラフィック クラスに設定されている帯域幅を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# policy-map type queuing Policy-vmotion 
n1000v(config-pmap-que)# class type queuing class_fin1
n1000v(config-pmap-c-que)# no bandwidth percent 20

関連コマンド

percentage 合計帯域幅保証の割合（1 ～ 100）を指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show policy-map 確認のためにポリシー マップ設定を表示します。

policy-map type queuing クラスベース重み付け均等化キューイング（CBWFQ）ポリシー 
マップを作成します。
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class type queuing 指定したポリシー マップにクラスベース重み付け均等化キューイン

グ（CBWFQ）クラスを割り当てます。

queue-limit パケットのキュー サイズを設定します。

show policy-map type queuing

コマンド 説明
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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] 

構文の説明

デフォルト デフォルトの Message of the Day 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 バナーを作成する場合は、デリミタを入力する前に Enter を押して改行します。40 行
以内で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。

• メッセージ ストリング中ではデリミタを使用しないでください。

• " および % をデリミタ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。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# banner motd #Testing the MOTD#
n1000v(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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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。

n1000v(config)# banner motd #Welcome to authorized users.
> Unauthorized access prohibited.#
n1000v(config)# show banner motd
Welcome to authorized users.
Unauthorized access prohibited.

次に、MOTD バナーをデフォルトの設定に戻す例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# no banner motd
n1000v(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。
92
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

B コマンド

boot auto-copy
boot auto-copy

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

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン イメージ ファイルの自動コピーがイネーブルになっている場合、Cisco NX-OS ソフトウェアにより、

ブート変数で参照されるイメージ ファイルがスタンバイ スーパーバイザ モジュールにコピーされま

す。これらのイメージ ファイルは、アクティブ スーパーバイザ モジュール上のローカル メモリに存在

する必要があります。キックスタート ブート変数およびシステム ブート変数の場合、スタンバイ スー

パーバイザ モジュール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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# boot auto-copy
Auto-copy administratively enabled

関連コマンド

リリース 変更内容

4.0(1) このコマンドが追加されました。

リリース 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 ブート変数が設定されます。

boot system システム ブート変数が設定されます。
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copy ファイルをコピーします。

show boot ブート変数のコンフィギュレーション情報を表示します。

コマンド 説明
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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消去するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、キックスタート ブート変数を両方のスーパーバイザ モジュール用に設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# boot kickstart bootflash:kickstart-image sup-1

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。有効な値は、bootflash または slot0 です。

//directory （任意）ディレクトリの名前。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 ファイルの名前。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。
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次に、キックスタートのブート変数をクリアする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(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 ブート変数のコンフィギュレーション情報を表示します。
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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消去するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、システム ブート変数を両方のスーパーバイザ モジュール用に設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# boot system bootflash:system-image

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

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# boot system bootflash:system-image sup-1

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。有効な値は、bootflash または slot0 です。

//directory （任意）ディレクトリの名前。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 ファイルの名前。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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次に、システムのブート変数をクリアする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(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 ブート変数のコンフィギュレーション情報を表示します。
98
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

B コマンド

bridge-domain
bridge-domain
VXLAN を作成し、それに識別名を関連付けるには、bridge-domain コマンドを使用します。VXLAN 
を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

bridge-domain bd-name

no bridge-domain bd-name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次の例では、VXLAN の作成方法を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# bridge-domain tenant-red 
n1000v(config-bd)# 

関連コマンド

bd-name ブリッジ ドメインの名前。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show bridge-domain ブリッジ ドメインの情報を表示します。
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bridge-domain
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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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deadtime
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 タイム間隔をゼロ（0）に設定すると、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。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# tacacs-server deadtime 5
n1000v(config)# 

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

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
n1000v(config-tacacs+)# deadtime 5

次に、デッド タイム間隔をデフォルト値に戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature tacacs+
n1000v(config)# aaa group server tacacs+ TacServer
n1000v(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
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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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。ファイル名は、 大 64 文字の長

さの英数字で、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。有効な範囲は 
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 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 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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 ip arp inspection limit
default ip arp inspection limit
ダイナミック ARP インスペクションの設定されたレート制限を削除するには、default ip arp 
inspection limit コマンドを使用します。これはインスペクション制限をデフォルトにリセットします。

default ip arp inspection limit {rate [burst interval] | none}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、vEthernet インターフェイス 3 から、ダイナミック ARP インスペクションに設定したレート制

限を削除し、レート制限をデフォルトにリセットする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface vethernet 3
n1000v(config-if)# default ip arp inspection limit rate

関連コマンド

rate レート制限。

burst （任意）バースト間隔。

interval （任意）バースト間隔。

none 制限なし。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show running-config 
dhcp

DAI を含む DHCP 設定を表示します。

show ip arp inspection DAI のステータスを表示します。

ip arp inspection vlan ダイナミック ARP インスペクションに VLAN を設定します。

ip arp inspection limit ダイナミック ARP インスペクションのレート制限を設定します。
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default ip arp inspection trust
default ip arp inspection trust
ダイナミック ARP インスペクションの信頼できる vEthernet インターフェイス設定を削除するには、

default ip arp inspection trust コマンドを使用します。これは、インターフェイスをデフォルトの信

頼できない状態に戻します。

default ip arp inspection trust

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次の例では、ダイナミック ARP インスペクションの信頼できる vEthernet インターフェイス設定を削

除し、信頼できない状態に vEthernet インターフェイス 3 を戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface vethernet 3
n1000v(config-if)# default ip arp inspection trust
n1000v(config-if)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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 vethernet 
interface-number

特定の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。

ip arp inspection vlan ダイナミック ARP インスペクションに VLAN を設定します。

ip arp inspection trust ダイナミック ARP インスペクションの信頼できる vEthernet インターフェ

イスを設定します。
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default switchport（ポート プロファイル）
default switchport（ポート プロファイル）
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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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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default switchport（ポート プロファイル）
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（ポート プロファイル）
default shutdown（ポート プロファイル） 
設定された管理状態をポート プロファイルから削除し、デフォルトの状態（シャットダウン）にその

メンバ インターフェイスを戻すには、default shutdown コマンドを使用します。

default shutdown

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、シャットダウンするために DataProfile という名前のポート プロファイルのメンバ インターフェ

イスを変更する例を示します。

n1000v# config t
n1000v# port-profile DataProfile
n1000v(config-port-prof)# default shutdown
n1000v(config-port-prof)# 

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 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（インターフェイス）
default shutdown（インターフェイス） 
設定された管理状態をインターフェイスから削除するには、default shutdown コマンドを使用します。

default shutdown

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート プロファイル メンバ インターフェイスで default shutdown コマンドを使用すると、ポート プ
ロファイル設定も有効になります。

例 次に、シャットダウンするようにインターフェイス イーサネット 3/2 を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。

interface ethernet イーサネット インターフェイスを設定します。

interface vethernet vEthernet インターフェイスを設定します。
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default switchport port-security（VEthernet）
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル 

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VEthernet 2 でポート セキュリティ n1000v をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface veth 2
n1000v(config-if)# default switchport port-security
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 
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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default（テーブル マップ）
default（テーブル マップ）
テーブル マップで、入力フィールド値と出力フィールド値のマッピングについてデフォルトのアク

ションを指定するには、default コマンドを使用します。

default {value | copy}

no default {value | copy}

構文の説明

デフォルト 入力値を出力値にコピーします。

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（config-tmap）
デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン copy キーワードは、テーブル マップ コンフィギュレーション モードでのみ使用できます。デフォル

ト テーブル マップ コンフィギュレーション モードでは、すべての値にマッピング設定を行う必要があ

るため、copy キーワードは使用できません。

例 次に、デフォルト マッピング アクションの copy を無効にする場合の例を示します。これにより、デ

フォルト アクションは無視されるようになります。

n1000v(config)# table-map my_table1
n1000v(config-tmap)# no default copy
n1000v(config-tmap)# 

関連コマンド

value 出力値として使用するデフォルト値を、0 ～ 63 の範囲で指定します。

copy デフォルトのアクションとして、すべての出力値に入力値と同じ値をコピーする

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。

コマンド 説明

from テーブル マップで、入力フィールドと出力フィールドのマッピングを指定

します。

show table-map テーブル マップを表示します。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t 
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# delay 10000
n1000v(config-if)#

次に、遅延時間の設定を削除する例を示します。

n1000v# config t 
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# no delay 10000
n1000v(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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。有効な値は、bootflash または volatile 
です。

//directory/ （任意）ディレクトリの名前。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。名前では、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。
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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。

基本構文

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

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

no sequence-number

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] 

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] 

インターネット プロトコル v4（IPv4）

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

伝送制御プロトコル（TCP）

[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]

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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構文の説明 sequence-number （任意）deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセス リスト内

の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号は、

ACL 内でルールの順序を保ちます。

シーケンス番号には、1 ～ 4294967295 の間の整数を指定できます。

デフォルトでは、ACL の 初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられま

す。

シーケンス番号を指定しないと、デバイスによって、ACL の 後にルールが追

加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番

号として割り当てられます。

ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用し

ます。

protocol ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。有効な番号は、0 
～ 255 です。有効なプロトコル名は、次のキーワードです。

• icmp：ルールを ICMP トラフィックだけに適用するように指定します。こ

のキーワードを使用すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できる

キーワードに加え、icmp-message 引数を使用できます。

• igmp：ルールを IGMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを

使用すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加

え、igmp-type 引数を使用できます。

• 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、すべての IPv4 プロトコルに適用さ

れる他のキーワードおよび引数だけを使用できます。使用できるキーワード

には次のものがあります。

– dscp

– precedence

• tcp：ルールを TCP トラフィックだけに適用します。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：ルールを UDP トラフィックだけに適用します。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 ルールで一致させる送信元 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細について

は、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してくださ

い。

destination ルールで一致させる宛先 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、

「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してください。
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dscp dscp （任意）IP ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット diffserv（ディファレ

ンシエーテッド サービス）値が設定されているパケットだけをルールと一致さ

せるように指定します。dscp 引数には、次の数値またはキーワードのいずれか

を指定します。

• 0 ～ 63：DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進数。たとえば 10 を指

定した場合、ルールは DSCP フィールドのビットが 001010 であるパケット

だけに一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）クラス 1、低い廃棄確率（001010）

• af12：AF クラス 1、中程度の廃棄確率（001100）

• af13：AF クラス 1、高い廃棄確率（001110）

• af21：AF クラス 2、低い廃棄確率（010010）

• af22：AF クラス 2、中程度の廃棄確率（010100）

• af23：AF クラス 2、高い廃棄確率（010110）

• af31：AF クラス 3、低い廃棄確率（011010）

• af32：AF クラス 3、中程度の廃棄確率（011100）

• af33：AF クラス 3、高い廃棄確率（011110）

• af41：AF クラス 4、低い廃棄確率（100010）

• af42：AF クラス 4、中程度の廃棄確率（100100）

• af43：AF クラス 4、高い廃棄確率（100110）

• cs1：Class-selector（CS）1、優先順位 1（001000）

• cs2：CS2、優先順位 2（010000）

• cs3：CS3、優先順位 3（011000）

• cs4：CS4、優先順位 4（100000）

• cs5：CS5、優先順位 5（101000）

• cs6：CS6、優先順位 6（110000）

• cs7：CS7、優先順位 7（111000）

• default：デフォルトの DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（EF; 緊急転送）（101110）
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precedence 
precedence

（任意）precedence 引数で指定された値が IP Precedence フィールドに設定され

ているパケットだけをルールと一致させるように指定します。precedence 引数

には、次の数値またはキーワードを指定します。

• 0 ～ 7：IP Precedence フィールドの 3 ビットと同等の 10 進数。たとえば、3 
を指定した場合、DSCP フィールドに次のビットが設定されているパケット

だけがルールと一致します：011

• critical：優先順位 5（101）

• flash：優先順位 3（011）

• flash-override：優先順位 4（100）

• immediate：優先順位 2（010）

• internet：優先順位 6（110）

• network：優先順位 7（111）

• priority：優先順位 1（001）

• routine：優先順位 0（000）
icmp-message （ICMP のみ：任意）ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。この引数

には、0 ～ 255 の整数、または「使用上のガイドライン」の項の「ICMP メッ

セージ タイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。

igmp-message （IGMP のみ：任意）ルールと一致させる IGMP メッセージのタイプ。

igmp-message 引数には、0 ～ 15 の整数である IGMP メッセージ番号を指定しま

す。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

• dvmrp：Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP; ディスタン

ス ベクトル マルチキャスト ルーティング プロトコル）

• host-query：ホスト クエリー

• 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 新しく作成した IPv4 ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスによって ACL の 後のルールのシーケンス番号よりも 
10 大きい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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

operator port 
[port]

（任意：TCP および UDP のみ）operator 引数および port 引数の条件と一致する

送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信された

パケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛

先ポートのどちらに適用されるかは、source 引数または destination 引数のどち

らの後に指定したかによって異なります。

port 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な

番号は 0 ～ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドラ

イン」の項の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。

2 番目の port 引数は、operator 引数が範囲である場合だけ必要です。

operator 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。

• eq：パケットのポートが port 引数と同等である場合だけ一致します。

• gt：パケットのポートが port 引数より大きい場合および同等ではない場合

だけ一致します。

• lt：パケットのポートが port 引数より小さい場合および同等ではない場合だ

け一致します。

• neq：パケットのポートが port 引数と同等ではない場合だけ一致します。

• range：2 つの port 引数が必要です。パケットのポートが 初の port 引数以

上で、2 番目の port 引数以下である場合だけ一致します。

flags （TCP のみ：任意）ルールと一致させる TCP 制御コントロール ビット フラグ。

flags 引数の値には、次の 1 つ以上のキーワードを指定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 パケットに IPv4 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。

パケットが条件に一致した 初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、デバ

イスはシーケンス番号が も低いルールを施行します。

送信元と宛先

source 引数および destination 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。各ルールでは、これらの

引数の 1 つを指定する際に使用した方法が、他の引数の指定方法に影響を与えることはありません。

ルールの設定時に使用できる source 引数および destination 引数の指定方法は、次のとおりです。

• アドレスおよびネットワーク ワイルドカード：IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカード

を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は次のとお

りです。

IPv4-address network-wildcard

次に、192.168.67.0 サブネットの IPv4 アドレスおよびネットワーク 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。

n1000v(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

および VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。

構文は次のとおりです。

IPv4-address/prefix-len

次に、192.168.67.0 サブネットの IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、source 引数を指定する

例を示します。

n1000v(config-acl)# deny udp 192.168.67.0/24 any

• ホスト アドレス：host キーワードおよび IPv4 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホス

トを指定できます。構文は次のとおりです。

host IPv4-address

この構文は、IPv4-address/32 および IPv4-address 0.0.0.0 と同じです。

次に、host キーワードおよび 192.168.67.132 IPv4 アドレスを使用して、source 引数を指定する例

を示します。

n1000v(config-acl)# deny icmp host 192.168.67.132 any

• 任意のアドレス：any キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv4 アドレスを指

定できます。any キーワードの使用例は、このセクションの例を参照してください。各例に、any 
キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMP メッセージ タイプ

igmp-message 引数には、0 ～ 255 の整数である ICMP メッセージ番号を指定できます。また、次のい

ずれかのキーワードを指定できます。

• administratively-prohibited：管理上の禁止

• alternate-address：代替アドレス

• conversion-error：データグラム変換

• dod-host-prohibited：ホスト禁止

• dod-net-prohibited：ネット禁止

• 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：ホスト分離

• host-precedence-unreachable：優先順位のホスト到達不能

• 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 ホスト到達不能

• host-unknown：ホスト未知

• host-unreachable：ホスト到達不能

• 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 ネット到達不能

• net-unreachable：ネット到達不能

• network-unknown：ネットワーク未知

• no-room-for-option：パラメータが必要だが空きなし

• option-missing：パラメータが必要だが存在しない

• packet-too-big：フラグメンテーションが必要、DF 設定

• parameter-problem：すべてのパラメータの問題

• port-unreachable：ポート到達不能

• precedence-unreachable：優先順位カットオフ

• protocol-unreachable：プロトコル到達不能

• reassembly-timeout：再構成タイムアウト

• 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：送信元抑制

• source-route-failed：送信元ルート障害

• time-exceeded：すべての時間超過メッセージ

• timestamp-reply：タイム スタンプ付きの応答

• timestamp-request：タイム スタンプ付きの要求

• traceroute：トレースルート

• ttl-exceeded：TTL 超過

• unreachable：すべての到達不能
121
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

D コマンド

deny（IPv4）
TCP ポート名

protocol 引数に tcp を指定した場合、port 引数として 0 ～ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定

できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp：ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）（179）

chargen：キャラクタ ジェネレータ（19）

cmd：リモート コマンド（rcmd、514）

daytime：デイタイム（13）

discard：廃棄（9）

domain：ドメイン ネーム サービス（DNS）（53）

drip：ダイナミック ルーティング情報プロトコル（DRIP）（3949）

echo：エコー（7）

exec：EXEC（rsh、512）

finger：フィンガー（79）

ftp：File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）（21）

ftp-data：FTP データ接続（2）

gopher：Gopher（7）

hostname：NIC ホストネーム サーバ（11）

ident：Ident プロトコル（113）

irc：Internet Relay Chat（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（NNTP）（119）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

pop2：Post Office Protocol v2（POP2）（19）

pop3：Post Office Protocol v3（POP3）（11）

smtp：Simple Mail Transport Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロトコル）（25）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（RPC; リモート プロシージャ コール）（111）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

telnet：Telnet（23）

time：Time（37）

uucp：UNIX-to-UNIX Copy Program（UUCP; UNIX 間コピー プログラム）（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、port 引数として 0 ～ 65535 の整数である UDP ポート番号を指

定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff：BIFF（メール通知、comsat、512）

bootpc：Bootstrap Protocol（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）クライアント（68）

bootps：ブートストラップ プロトコル（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 サービス（DNS）（53）

echo：エコー（7）

isakmp：Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）（5）

mobile-ip：モバイル IP レジストレーション（434）

nameserver：IEN116 ネーム サービス（旧式、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 and Key Management Protocol（ISAKMP）（45）

ntp：Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）（123）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

rip：Routing Information Protocol（RIP）（ルータ、in.routed、52）

snmp：Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）（161）

snmptrap：SNMP トラップ（162）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（RPC; リモート プロシージャ コール）（111）

syslog：システム ロギング（514）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

tftp：Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）（69）

time：Time（37）

who：Who サービス（rwho、513）

xdmcp：X Display Manager Control Protocol（XDMCP）（177）

例 次に、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 と 
UDP のトラフィックを拒否するルール、およびその他のすべての IPv4 トラフィックを許可する 後の

ルールを持つ、acl-lab-01 という名前の IPv4 ACL を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# ip access-list acl-lab-01
n1000v(config-acl)# deny tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(config-acl)# deny udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(config-acl)# deny tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(config-acl)# deny udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
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deny（IPv4）
n1000v(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（permit）ルールを設定します。

remark IPv4 ACL で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 の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
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deny（MAC）
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）+ 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。

[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

構文の説明

デフォルト 新しく作成した MAC ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスによって ACL の 後のルールのシーケンス番号よりも 
10 大きい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）

sequence-number （任意）deny コマンドのシーケンス番号。この番号により、アクセス リスト内

の番号が振られた場所にデバイスがコマンドを挿入します。シーケンス番号

は、ACL 内でルールの順序を保ちます。

シーケンス番号には、1 ～ 4294967295 の間の整数を指定できます。

デフォルトでは、ACL の 初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられ

ます。

シーケンス番号を指定しないと、デバイスによって、ACL の 後にルールが

追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス

番号として割り当てられます。

ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用

します。

source ルールで一致させる送信元 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細につい

ては、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してく

ださい。

destination ルールで一致させる宛先 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細について

は、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してくだ

さい。

protocol （任意）ルールで一致させるプロトコルの番号。有効なプロトコル番号は 0x0 
～ 0xffff です。有効なプロトコル名のリストは、「使用上のガイドライン」の

項の「MAC プロトコル」を参照してください。

cos cos-value （任意）IEEE 802.1Q ヘッダーに、cos-value 引数で指定したサービス クラス

（CoS）値が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。

cos-value 引数は、0 ～ 7 の整数です。

vlan vlan-id （任意）IEEE 802.1Q ヘッダーに、指定した VLAN ID が含まれているパケッ

トだけを一致させるルールを指定します。vlan-id 引数は、1 ～ 4094 の整数に

指定できます。
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deny（MAC）
サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン パケットに MAC ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。

パケットが条件に一致した 初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、デバ

イスはシーケンス番号が も低いルールを施行します。

送信元と宛先

source 引数および destination 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。各ルールでは、これらの

引数の 1 つを指定する際に使用した方法が、他の引数の指定方法に影響を与えることはありません。

ルールの設定時に使用できる source 引数および destination 引数の指定方法は、次のとおりです。

• アドレスおよびマスク：MAC アドレスの後にマスクを指定して、1 つのアドレスまたはアドレス 
グループを指定できます。構文は次のとおりです。

MAC-address MAC-mask

次に、source 引数に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を指定する例を示します。

n1000v(config-acl)# deny 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any

次に、destination 引数に、MAC ベンダー コードが 00603e のすべてのホストの MAC アドレスを

指定する例を示します。

n1000v(config-acl)# deny any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000

• 任意のアドレス：any キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の MAC アドレスを指

定できます。any キーワードの使用例は、このセクションの例を参照してください。各例に、any 
キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

MAC プロトコル

protocol 引数には、MAC プロトコルの番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、プレ

フィクスが 0x である 4 バイト 16 進数です。有効なプロトコル番号は 0x0 ～ 0xffff です。有効なキー

ワードは、次のとおりです。

• aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

• appletalk：Appletalk（0x809b）

• decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

• diagnostic：DEC 診断プロトコル（0x6005）

• etype-6000：EtherType 0x6000（0x6000）

• etype-8042：EtherType 0x8042（0x8042）

• ip：インターネット プロトコル 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）

リリース 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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• vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

例 次に、2 つの MAC アドレス グループ間で非 IPv4 トラフィックを許可するルールが含まれる 
mac-ip-filter という名前の MAC ACL を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# mac access-list mac-ip-filter
n1000v(config-mac-acl)# deny 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff 
ip
n1000v(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 に拒否（deny）ルールを設定します。

remark ACL に備考を設定します。

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 の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
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description（インターフェイス）
description（インターフェイス） 
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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。

n1000v(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 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）
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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

関連コマンド

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。

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。
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description（NetFlow）
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 のフロー レコード情報を表示します。

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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description（ネットワーク セグメンテーション ポリシー）
description（ネットワーク セグメンテーション ポリ
シー）

ネットワーク セグメンテーション ポリシー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 description 

no description [description]

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ネットワーク セグメント ポリシー コンフィギュレーション（config-network-segment-policy）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク セグメンテーション ポリシーに説明を追加する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# network-segment policy abc-policy-vxlan
n1000v(config-network-segment-policy)# description network segmentation policy for ABC for 
VXLAN networks
n1000v(config-network-segment-policy)

関連コマンド

description ネットワーク セグメンテーション ポリシーの説明。説明には 大 80 の ASCII 文字

を使用できます。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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description（ポート プロファイルのロール）
description（ポート プロファイルのロール） 
ポート プロファイルのロール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

構文の説明

デフォルト なし

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

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ロールに説明を追加する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role adminRole
n1000v(config-port-profile-role)# description adminOnly

次に、ロールの説明を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role adminRole
n1000v(config-role)# no description 

関連コマンド

string 大 32 文字でロールについて説明します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグ

ループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。

show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファ

イル設定を表示します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。
132
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

D コマンド

description（ポート プロファイルのロール）
assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当

てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにしま

す。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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description（QoS）
description（QoS） 
QoS クラス マップ、ポリシー マップ、またはテーブル 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

構文の説明

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 テーブル マップ コンフィギュレーション（config-tmap-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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ポリシー マップに説明を追加する場合の例を示します。

n1000v(config)# policy-map my_policy1
n1000v(config-pmap)# description this policy applies to input packets
n1000v(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、または変更します。

policy-map ポリシー マップを作成、または変更します。

table-map QoS テーブル マップを作成または変更します。
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description（ロール）
description（ロール） 
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ロールに説明を追加する例を示します。

n1000v(config-role)# description admin

次に、ロールの説明を削除する例を示します。

n1000v(config-role)# no description admin

関連コマンド

string 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、SPAN セッションに説明を追加する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 8 
n1000v(config-monitor)# description span_session_8a
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 8 
n1000v(config)# no description span_session_8a
n1000v(config-monitor)#

関連コマンド

string 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(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。

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 のフロー レコード情報を表示します。

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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン SPAN 宛先ポートはアクセスまたはトランク ポートとして設定しておく必要があります。

デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

既存の SPAN セッションを作成する場合は、追加の設定が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。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 8 
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 8 
n1000v(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 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:]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# 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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disable-loop-detection
disable-loop-detection 
冗長ルーティング プロトコルをサポートするためにループ検出メカニズムをディセーブルにするには、

disable-loop-detection コマンドを使用します。ループ検出メカニズムをイネーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

disable-loop-detection {carp|hsrp| vrrp| custom-rp {[src-mac-range mac_range_start 
mac_range_end] [dest-ip dest_ip] [ip-proto proto_no] [port port_no]}}

no disable-loop-detection {carp|hsrp| vrrp|custom-rp {[src-mac-range mac_range_start 
mac_range_end] [dest-ip dest_ip] [ip-proto proto_no] [port port_no]}}

構文の説明

デフォルト デフォルトでは、ループ検出メカニズムはイネーブルです。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション（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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • 同じ仮想コンピュータ上で複数のプロトコルを実行するために、vEthernet インターフェイスおよ

びポート プロファイルを設定した場合は、ポート プロファイルの設定よりも vEthernet インター

フェイスの設定が優先されます。

carp 共通アドレス冗長プロトコルのループ検出メカニズムをディセーブルにします。

hsrp ホット スタンバイ ルータ プロトコルのループ検出メカニズムをディセーブルにし

ます。

vrrp 仮想ルータ冗長プロトコルのループ検出メカニズムをディセーブルにします。

custom-rp ユーザ定義の冗長ルーティング プロトコルのループ検出メカニズムをディセーブル

にします。

src-mac-range （任意）ユーザ定義のプロトコルの送信元 MAC アドレスの範囲。

mac_range_sta
rt

（任意） 初の MAC アドレス。

mac_range_end （任意） 後の MAC アドレス。

dest-ip dest_ip （任意）ユーザ定義のプロトコルの宛先 IP アドレス。

ip-proto 
proto_no

（任意）ユーザ定義のプロトコルの IP プロトコル番号。

port port_no （任意）ユーザ定義のプロトコルの UDP または TCP 宛先ポート番号。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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disable-loop-detection
• 大部分の冗長ルーティング プロトコルをサポートするためには、Cisco Nexus 1000 とサーバ間の

アップストリーム スイッチの両方の IGMP スヌーピングをディセーブルにします。

• ループ検出設定のディセーブルは PVLAN ポートではサポートされません。

• ループ検出設定のディセーブルはポート セキュリティ ポートではサポートされません。

例 次に、冗長ルーティング プロトコルのループ検出をディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# int veth5
n1000v(config-if)# disable-loop-detection carp
n1000v(config-if)# disable-loop-detection vrrp
n1000v(config-if)# disable-loop-detection hsrp
n1000v(config-if)# disable-loop-detection custom-rp dest-ip 224.0.0.12 port 2234
n1000v(config-if)# end
n1000v# show running-config interface vethernet 5

!Command: show running-config interface Vethernet5
!Time: Fri Nov 4 02:21:24 2011

version 4.2(1)SV1(5.1)

interface Vethernet5
inherit port-profile vm59
description Fedora117, Network Adapter 2
disable-loop-detection carp
disable-loop-detection custom-rp dest-ip 224.0.0.12 port 2234
disable-loop-detection hsrp
disable-loop-detection vrrp
vmware dvport 32 dvswitch uuid "ea 5c 3b 50 cd 00 9f 55-41 a3 2d 61 84 9e 0e c4"
vmware vm mac 0050.56B3.00B2

n1000v#

関連コマンド 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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# sve-domain
n1000v(config-svs-domain)# domain-id number 32
n1000v(config-svs-domain)# 

次に、ドメイン ID を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# sve-domain
n1000v(config-svs-domain)# no domain-id number 32
n1000v(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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# dscp 2
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# no dscp 2
n1000v(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。

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 のフロー レコード情報を表示します。

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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dscp（NetFlow）
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duplex
duplex
インターフェイスを全二重モード、半二重モード、または自動ネゴシエート モードに設定するには、

duplex 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。

duplex {full | half | auto} 

no duplex [full | half | auto]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの no 形式を使用する場合、引数（full、half、auto など）を省略できます。デフォルトの

デュプレックス設定に戻すには、次のいずれかのコマンドを使用できます（たとえば、設定が full に変

更されていた場合）。

n1000v(config-if)# no duplex

n1000v(config-if)# no duplex full

例 次に、スロット 3 にあるモジュールのイーサネット ポート 1 を全二重モードに設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)# duplex full

次に、スロット 3 にあるモジュールのイーサネット ポート 1 をデフォルトのデュプレックス設定に戻

す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)# no duplex

full インターフェイスを全二重モードに指定します。

half インターフェイスを半二重モードに指定します。

auto インターフェイスのデュプレックス モードを接続先ポートが自動ネゴシエートする

ように設定します。

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。
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duplex
関連コマンド コマンド 説明

interface 設定するインターフェイスを指定します。

speed ポート チャネル インターフェイスの速度を設定します。

show interface インターフェイス ステータスを表示します。速度およびデュプレックス 
モード パラメータもあわせて表示します。
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duplex
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この章では、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]

構文の説明

デフォルト ブランク行が表示されます。

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

-e （任意）バックスラッシュ文字（\）のあとの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（\）のあとの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。テキスト文字列には、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
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 1 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。

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。

n1000v# 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。

n1000v# echo Script run at $(TIMESTAMP).
Script run at 2008-08-12-23.29.24.

次に、テキスト ストリングでフォーマット オプションを使用する例を示します。

n1000v# 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 1 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 ストリングの 後にある改行文字が削除されます。

\f フォーム フィード文字が挿入されます。

\n 改行文字が挿入されます。

\r テキスト行の 初に戻ります。

\t 水平タブ文字が挿入されます。

\v 垂直タブ文字が挿入されます。

\\ バックスラッシュ文字が表示されます。

\nnn 対応する ASCII 8 進文字が表示されます。

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# end
n1000v#

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。

n1000v(config-if)# end
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

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 error-disabled になっている理由を検出するには、errdisable detect cause コマン

ドを使用します。エラー検出を停止するには、このコマンドの no 形式を使用します。

errdisable detect cause {acl-exception | all | link-flap | loopback}

no errdisable detect cause {acl-exception | all | link-flap | loopback}

構文の説明

コマンド 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン errdisable 状態は、リンクダウン状態と似た動作状態です。shutdown コマンドを入力し、no 
shutdown コマンドを入力して error-disabled ステートから手動でインターフェイスを回復する必要が

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。

n1000v(config)# errdisable detect cause all
n1000v(config)#

関連コマンド

acl-
exception

アクセス リスト インストール失敗の error-disabled 検出をイネーブルにしま

す。

all すべての原因の error-disabled 検出をイネーブルにします。

link-flap リンク ステート フラッピングの error-disabled disable 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。

コマンド 説明

shutdown 管理上ポートをダウンさせます。

no shutdown 管理上ポートを稼動させます。

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
アプリケーションの error-disabled（errdisable）ステートから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。

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}

構文の説明

コマンド 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 Guard error-disabled ステートから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

psecure violation disable ステートからタイマー自動回復をイネーブルにしま

す。

security-
violation

802.1X violation disable ステートからタイマー自動回復をイネーブルにしま

す。

storm-
control

storm control error-disabled ステートから自動回復をイネーブルにします。

udld UDLD error-disabled ステートから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 アプリケーションの error-disabled ステートからインターフェイスで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。このコマンドは、インターフェイスを 
error-disabled ステートから解放し、すべてのケースがタイムアウトすると操作をやり直そうとします。

インターフェイスは 300 秒後に自動的に再表示されます。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、リンク フラッピングの error-disabled ステートを自動的に

回復する例を示します。

n1000v(config)# errdisable recovery cause link-flap
n1000v(config)#

関連コマンド コマンド 説明

errdisable recovery 
interval

回復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 error-disabled ステートを表示します。
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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

構文の説明

コマンド 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（config）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# errdisable recovery interval 32
n1000v(config)#

関連コマンド

interval アクセス リスト インストール失敗のエラー検出。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 error-disabled 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 error-disabled ステートを表示します。
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erspan-id
erspan-id
Encapsulated Remote Switch Port Analyzer（ERSPAN）ID をセッション設定に追加し、実行コンフィ

ギュレーションに保存するには、erspan-id コマンドを使用します。

erspan-id flow_id

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI ERSPAN 送信元コンフィギュレーション（config-erspan-src）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン セッション ERSPAN ID を、カプセル化されたフレームの ERSPAN ヘッダーに追加し、終端ボックス

で使用して、さまざまなトラフィックの ERSPAN ストリームを識別できます。

例 次に、ERSPAN ID 51 をセッション設定に追加し、実行コンフィギュレーションに保存する例を示しま

す。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session type erspan-source
n1000v(config-erspan-src)# erspan_id 51
n1000v(config-erspan-src)# 

関連コマンド

flow_id ERSPAN セッションに割り当てられるフロー ID。範囲は 1 ～ 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

monitor session type 
erspan-source

任意のセッション番号でセッションを作成し、CLI ERSPAN 送信元コン

フィギュレーション モードに切り替えます。

source 指定されたセッションに対し、モニタする送信元とトラフィックの方向を

設定し、この情報を実行コンフィギュレーションに保存します。

filter vlan 指定された ERSPAN セッションに対し、モニタする VLAN、VLAN リス

ト、VLAN の範囲を設定します。

ip ttl ERSPAN トラフィックのパケットの IP 存続可能時間値を指定します。

ip prec ERSPAN トラフィックのパケットの IP precedence 値を指定します。
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erspan-id
mtu ERSPAN トラフィックの 大伝送単位（MTU）サイズを指定します。

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。

コマンド 説明
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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

間を分単位で設定するには、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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line console
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line vty
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
DocTeamVSM(config)# line console
n1000v(config-console)# no exec-timeout
n1000v(config-console)# 

time タイムアウト時間を分単位で指定します。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、自動的に終了されま

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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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# exit
n1000v#

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。

n1000v(config-if)# exit
n1000v(config)#

次に、CLI を終了する例を示します。

n1000v# 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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exporter
exporter
既存のフロー エクスポータを特定のフロー モニタに追加し、実行コンフィギュレーションに保存する

には、exporter コマンドを使用します。特定のフロー モニタのフロー 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。

exporter name

no exporter name

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI フロー 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、Exportv9 というフロー エクスポータ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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor MonitorTest
n1000v(config-flow-monitor)# exporter Exportv9
n1000v(config-flow-monitor)#

次に、Exportv9 というフロー エクスポータを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor MonitorTest
n1000v(config-flow-monitor)# no exporter Exportv9
n1000v(config-flow-monitor)#

関連コマンド

name フロー モニタに追加するフロー エクスポータの名前。

リリース 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 monitor 名前ごとにフロー モニタを作成し、実行コンフィギュレーションに保存し

ます。次に、CLI フロー モニタ コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

description 指定されたフロー モニタの説明の文字列を追加し、実行コンフィギュレー

ションに保存します。
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exporter
exporter 指定されたモニタの既存のフロー エクスポータを追加し、実行コンフィ

ギュレーションに保存します。

record 指定されたモニタの既存のフロー レコードを追加し、実行コンフィギュ

レーションに保存します。

timeout 指定されたモニタの場合、古いタイマーとキャッシュからの古いエントリ

の値を指定し、実行コンフィギュレーションに保存します。

cache 指定したモニタのキャッシュ サイズを指定し、実行コンフィギュレーショ

ンに保存します。

コマンド 説明
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この章では、F で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。
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feature dhcp
feature dhcp
DHCP 機能をグローバルにイネーブルにするには、feature dhcp コマンドを使用します。DHCP 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。

feature dhcp

no feature dhcp

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、DHCP をグローバルにイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# feature dhcp
n1000v(config)# 

次に、DHCP をグローバルにディセーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# no feature dhcp
n1000v(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show feature DHCP などの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表示しま

す。

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し

ます。

ip dhcp snooping vlan 特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。
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feature http-server
feature http-server
HTTP サーバをイネーブルにするには、feature http-server コマンドを使用します。HTTP 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。

feature http-server

no feature http-server

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • HTTP サーバがディセーブルの場合、VUM は VEM をインストールしません。

• VSM から Cisco Nexus 1000V XML プラグインを取得するには、HTTP サーバをイネーブルにす

る必要があります。

例 次に、HTTP サーバをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature http-server

次に、HTTP サーバをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature http-server

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show http-server HTTP サーバの設定を表示します。

show feature LACP などの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表示しま

す。
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feature lacp
feature lacp
ポート チャネルの LACP のサポートをイネーブルにするには、feature lacp 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。

feature lacp

no feature lacp

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン feature lacp コマンドを使用して LACP をまずイネーブルにしないと、ポート チャネルの LACP を設

定できません。

例 次に、ポート チャネルの LACP をオンにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature lacp

次に、ポート チャネルの LACP をオフにする例を示します。

n1000v(config)# no feature lacp

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show feature 使用可能な機能、およびそれらがイネーブルかどうかを表示します。

show port-channel 
summary

ポート チャネル インターフェイスの概要を表示します。

interface インターフェイスを設定します。

channel-group インターフェイスのチャネル グループを設定します。

port-profile ポート プロファイルを設定します。
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feature lacp
channel-group auto ポート プロファイルのチャネル グループを設定します。

lacp offload VSM から VEM に LACP 管理をオフロードします。

コマンド 説明
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feature http-server
feature http-server
HTTP サーバをイネーブルにするには、feature http-server コマンドを使用します。HTTP 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。

feature http-server

no feature http-server

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • HTTP サーバがディセーブルの場合、VUM は VEM をインストールしません。

• VSM から Cisco Nexus 1000V XML プラグインを取得するには、HTTP サーバをイネーブルにす

る必要があります。

例 次に、HTTP サーバをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature http-server

次に、HTTP サーバをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature http-server

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show http-server HTTP サーバの設定を表示します。

show feature LACP などの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表示しま

す。
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feature netflow
feature netflow
NetFlow をイネーブルにするには、feature netflow コマンドを使用します。この機能をディセーブル

にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

feature netflow

no feature netflow

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • NetFlow は追加メモリと CPU リソースを消費するため、リソース要件に注意する必要がありま

す。

• メモリと CPU リソースは、フロー モニタ インターフェイスをホスティングする VEM が提供しま

す。リソースは VEM 上の CPU コアの数によって、制限されています。

例 次に、NetFlow をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature netflow

次に、NetFlow をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature netflow

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ssh server SSH サーバの設定を表示します。

flow record NetFlow フロー レコードを作成します。

flow exporter NetFlow フロー エクスポータを作成します。

flow moniter NetFlow フロー モニタを作成します。

show flow record NetFlow のフロー レコード情報を表示します。
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feature netflow
show flow exporter NetFlow フロー エクスポータ情報を表示します。

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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feature network-segmentation-manager
feature network-segmentation-manager
Network Segmentation Manager 機能をイネーブルにするには、feature 
network-segmentation-manager コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、この

コマンドの no 形式を使用します。

feature network-segmentation-manager

no feature network-segmentation-manager

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、Network Segmentation Manager 機能をイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# feature network-segmentation-manager
n1000v(config)# 

次に、Network Segmentation Manager 機能をディセーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no feature network-segmentation-manager
n1000v(config)# 

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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feature network-segmentation-manager
関連コマンド コマンド 説明

show network-segment 
manager switch

NSM で設定された Cisco Nexus 1000V を表示します。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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feature port-profile-roles
ユーザおよびグループ アクセスを制限するためのポート プロファイルのロールをイネーブルにするに

は、feature port-profile-roles 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。

feature port-profile-roles

no feature port-profile-roles

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート プロファイルのロール機能がディセーブルの場合、vCenter のすべてのユーザのポート グルー

プへのアクセスが失われます。

例 次に、特定のポート グループに対する可視性を制限するポート プロファイルのロール機能をイネーブ

ルにする例を示します。

n1000v(config)# feature port-profile-roles
n1000v(config)# 

次に、ポート プロファイルのロール機能をディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# no feature port-profile-roles
n1000v(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグ

ループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。

show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファ

イル設定を表示します。
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feature port-profile-roles
show feature LACP やポート プロファイルのロールなどの使用可能な機能、およ

びそれらがイネーブルかどうかを表示します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。

assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当

てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにしま

す。

コマンド 説明
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feature private-vlan
feature private-vlan
プライベート VLAN 機能をイネーブルにするには、feature private-vlan コマンドを使用します。この

機能をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

feature private-vlan

no feature private-vlan

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • NetFlow は追加メモリと CPU リソースを消費するため、リソース要件に注意する必要がありま

す。

• メモリと CPU リソースは、フロー モニタ インターフェイスをホスティングする VEM が提供しま

す。リソースは VEM 上の CPU コアの数によって、制限されています。

例 次に、プライベート VLAN 機能をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature private-vlan

次に、プライベート VLAN 機能をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature private-vlan

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show vlan private-vlan プライベート VLAN の設定を表示します。

private-vlan VLAN をプライベート VLAN として設定します。
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feature segmentation
feature segmentation
VXLAN 機能をイネーブルにするには、feature segmentation コマンドを使用します。VXLAN 機能

をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

feature segmentation

no feature segmentation

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VXLAN 機能をイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000V(config)# feature segmentation 
n1000v(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show feature 使用可能な機能、およびそれらがイネーブルかどうかを表示します。
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feature ssh
feature ssh
セキュア シェル（SSH）サーバをイネーブルにするには、feature ssh コマンドを使用します。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。

feature ssh

no feature ssh

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • SSH をイネーブルにする前に、レイヤ 3 インターフェイス上に IP、mgmt 0 インターフェイス上に

アウトオブバンド、またはイーサネット インターフェイス上にインバンドを設定する必要があり

ます。

例 次に、SSH サーバをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature ssh

次に、SSH サーバをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature ssh

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ssh server SSH サーバの設定を表示します。

ssh key SSH サーバ キーを生成します。

ssh SSH サーバ セッションを作成して開始します。

show feature SSH サーバなどの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表示

します。
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feature tacacs+
feature tacacs+
TACACS+ サーバをイネーブルにするには、feature tacacs+ コマンドを使用します。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。

feature tacacs+

no feature tacacs+

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、TACACS+ をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature tacacs+

次に、TACACS+ をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature tacacs+

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

tacacs-server key Cisco Nexus 1000V と TACACS+ サーバ ホストの間で共有されるグロー

バル キーを指定します。

tacacs-server host Cisco Nexus 1000V とこの特定の TACACS+ サーバ ホストの間で共有さ

れるキーを指定します。

show tacacs-server TACACS+ サーバの設定を表示します。

show feature TACACS+ などの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表示

します。
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feature telnet
Telnet サーバをイネーブルにするには、feature telnet 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。

feature telnet

no feature telnet

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • Telnet をイネーブルにする前に、レイヤ 3 インターフェイス上に IP、mgmt 0 インターフェイス上

にアウトオブバンド、またはイーサネット インターフェイス上にインバンドを設定する必要があ

ります。

例 次に、Telnet サーバをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# feature telnet

次に、Telnet サーバをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature telnet

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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て設定します。

show feature Telnet サーバなどの使用可能な機能と、それらがイネーブルかどうかを表

示します。
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filter vlan
指定されたスイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッションの送信元 VLAN からフィルタを設定す

るには、filter vlan コマンドを使用します。フィルタを削除するには、このコマンドの no 形式を使用

します。

filter vlan {number | range}

no filter vlan {number | range}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VLAN ID（3、4、5、および 7）のフィルタを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 3
n1000v(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
n1000v(config-monitor)# 

次に、VLAN ID 7 のフィルタを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 3
n1000v(config-monitor)# no filter vlan 7
n1000v(config-monitor)# 

関連コマンド

number このフィルタに関連付けられた VLAN の数。

range このフィルタに関連付けられた VLAN の範囲。

リリース 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

monitor session 任意のセッション番号でセッションを作成して、CLI モニタ コンフィギュ

レーション モードに切り替え、セッションを更に設定します。

description 指定された SPAN セッションの場合は、説明を追加します。

source 指定されたセッションの場合は、監視するトラフィックの送信元と方向を

設定します。
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filter vlan
destination interface コピーされたソース パケットの宛先として機能するように、指定された

セッションにポートを設定します。

no shut SPAN セッションをイネーブルにします。

interface ethernet 指定されたインターフェイスの CLI インターフェイス コンフィギュレー

ション モードに切り替えます。

switchport trunk 
allowed vlan

指定されたインターフェイスの場合は、インターフェイスで許可する 
VLAN の範囲を設定します。

show interface 
ethernet

選択したスロットおよびポートまたはポート範囲に対応するインターフェ

イス トランキング設定を表示します。

コマンド 説明
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find
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 および 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。

n1000v# find ospf
/usr/bin/find: ./lost+found: Permission denied
./ospf-gr.cfg
./ospfgrconfig
./ospf-gr.conf

関連コマンド

filename-prefix ファイル名の 初の部分または全体。ファイル名プレフィックスでは、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。

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

構文の説明

デフォルト フロー エクスポータは、作成するまでコンフィギュレーション内には存在しません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、FLOW-EXPORTER-1 を作成して設定する例を示します。

n1000v(config)# flow exporter FLOW-EXPORTER-1
n1000v(config-flow-exporter)# description located in Pahrump, NV
n1000v(config-flow-exporter)# destination A.B.C.D
n1000v(config-flow-monitor)# dscp 32
n1000v(config-flow-monitor)# source mgmt0
n1000v(config-flow-monitor)# transport udp 59
n1000v(config-flow-monitor)# version 9

次に、FLOW-EXPORTER-1 を削除する例を示します。

n1000v(config)# no flow exporter FLOW-EXPORTER-1
n1000v(config)#

関連コマンド

exporter-name 作成または変更するフロー エクスポータの名前。

リリース 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。

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。
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flow exporter
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 

構文の説明

デフォルト フロー モニタは、作成するまでコンフィギュレーション内には存在しません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン フロー モニタは Flexible NetFlow のネットワーク トラフィックの監視を実行するコンポーネントで、

インターフェイスに適用されます。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 モードに入ると、プロンプトが次のように変わります。

n1000v(config-flow-monitor)#

フロー モニタ コンフィギュレーション モード内では、フロー モニタを設定する次のキーワードと引数

を使用できます。

• 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、デフォルト設定にします。

• record {record-name | netflow ipv4 collection-type | netflow-original}：使用するフロー レコード

を次のように指定します。

monitor-name 作成または変更するフロー モニタの名前。

リリース 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：レコード名。

– netflow ipv4 collection-type：従来の IPv4 NetFlow 収集スキームを次のように指定します。

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：起点自律システムにおける従来の IPv4 入力 NetFlow 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、次の各コマンドと等価です。

• 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。

n1000v(config)# flow monitor FLOW-MONITOR-1
n1000v(config-flow-monitor)# description monitor location las vegas, NV
n1000v(config-flow-monitor)# exporter exporter-name1
n1000v(config-flow-monitor)# record test-record
n1000v(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 

構文の説明

デフォルト フロー レコードは、作成するまでコンフィギュレーション内には存在しません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。以前の NetFlow および Flexible NetFlow の両方で、ネットワーク 
トラフィックの監視中にキャッシュ内にいつ新しいフローを作成する必要があるかを判断するための条

件として、IP データグラムの key フィールドの値（IP 送信元アドレスまたは宛先アドレスおよび送信

元または宛先のトランスポート プロトコル ポートなど）を使用します。フローは、特定の送信元と特

定の宛先間のパケット ストリームとして定義されます。NetFlow は、パケットを分析して、いずれか

のキー フィールドの値が一意であることを検出すると常に新しいフローを作成します。

フロー レコード コンフィギュレーション モードに入ると、プロンプトが次のように変わります。

n1000v(config-flow-record)#

フロー レコード コンフィギュレーション モード内では、フロー レコードを設定する次のキーワードと

引数を使用できます。

• collect：非キー フィールドを指定します。詳細は、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、デフォルト設定にします。

record-name 作成または変更するフロー レコードの名前。

リリース 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、デフォルトで、次の各 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。

n1000v(config)# flow record FLOW-RECORD-1
n1000v(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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from（テーブル マップ）
from（テーブル マップ）
QoS テーブル マップの出力フィールド値に入力フィールド値をマッピングするには、from コマンドを

使用します。

from source-value to dest-value

構文の説明

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（config-tmap）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、3 つのマッピング元を、対応するマッピング先と関連付ける場合の例を示します。

n1000v(config)# table-map cir-markdown-map
n1000v(config-tmap)# from 0 to 7
n1000v(config-tmap)# from 1 to 6
n1000v(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 QoS テーブル マップを表示します。

table-map QoS テーブル マップを作成または変更します。
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from（テーブル マップ）
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この章では、G で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。
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group（ポート プロファイルのロール）
group（ポート プロファイルのロール）
ポート プロファイルのロールにグループを割り当てるには、group コマンドを使用します。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。

group group_name

no group group_name

構文の説明

デフォルト なし

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

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、supportRole に credit グループを割り当てる例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role supportRole
n1000v(config-port-profile-role)# group credit

次に、supportRole から credit グループの割り当てを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role supportRole
n1000v(config-role)# no group credit 

関連コマンド

group 
group_name

ポート プロファイルのロールに追加するグループを指定し、そのグループ名（ 大 
32 文字）を指定します。

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグ

ループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

show port-profile-role 
users

使用可能なユーザおよびグループを表示します。
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group（ポート プロファイルのロール）
show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファイ

ル設定を表示します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当て

ます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにしま

す。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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group（VXLAN）
group（VXLAN）
ブロードキャストおよびフラッドに対してマルチキャスト グループを関連付けるには、group コマン

ドを使用します。マルチキャスト 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。

group group-ip 

no group

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ブリッジ ドメイン コンフィギュレーション（config-bd）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VXLAN にマルチキャスト グループを関連付ける例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# bridge-domain tenant-red
n1000v(config-bd)# group 239.1.1.1 
n1000v(config-bd)#

関連コマンド

group-ip マルチキャスト グループの IP アドレスです。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show bridge-domain ブリッジ ドメインの情報を表示します。
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gunzip
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、圧縮に Lempel-Ziv 1977（LZ77）符号化を使用します。

例 次に、圧縮ファイルを解凍する例を示します。

n1000v# gunzip run_cnfg.cfg

関連コマンド

filename ファイルの名前。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。

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの使用後、ファイル名は、拡張子が .gz の圧縮ファイル名に置き換わります。

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、圧縮に Lempel-Ziv 1977（LZ77）符号化を使用します。

例 次に、ファイルを圧縮する例を示します。

n1000v# gzip run_cnfg.cfg

関連コマンド

filename ファイルの名前。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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この章では、I で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。
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id
id
テナント ID にネットワーク セグメンテーション ポリシーを関連付けるには、id コマンドを使用しま

す。

id isolation_id

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ネットワーク セグメント ポリシー コンフィギュレーション（config-network-segment-policy）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン テナント ID は vCloud Director の Organization UUID と相互に関連付けられ、いったん設定されると

変更できません。

例 次に、ネットワーク セグメンテーション ポリシーをテナント ID と関連付ける例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# network-segment policy abc-policy-vxlan
n1000v(config-network-segment-policy)#id f5dcf127-cdb0-4bdd-8df5-9515d6dc8170

関連コマンド

isolation_id ネットワーク セグメンテーション ポリシーのテナント ID。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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inherit port-profile
inherit port-profile
デフォルトの設定として新しいポート プロファイルに継承される設定を追加するには、inherit 
port-profile コマンドを使用します。継承されるポリシーを削除するには、このコマンドの no 形式を

使用します。

inherit port-profile name 

no inherit port-profile

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 継承される設定は、ポート プロファイル タイプを除き、いずれも CLI を使用して変更できます。

このコマンドの no 形式を使用すると、ポート プロファイルの設定は、ポート プロファイル タイプと

継承される設定から明示的に独立して設定された設定を除き、デフォルトに戻ります。

例 次に、ポリシーが継承されるポート プロファイルとして AllAccess1 を指定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile type vethernet AllAccess2
n1000v(config-port-prof)# inherit port-profile AllAccess1

次に、継承されるポリシーを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile type vethernet AllAccess2
n1000v(config-port-prof)# no port-profile inherit

関連コマンド

name ポリシーが継承されるポート プロファイルの名前。ポート プロファイルには 大 
80 文字の名前を設定できます。ポート プロファイル名は、Cisco Nexus 1000V 上
の各ポート プロファイルに対して一意である必要があります。

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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inherit port-profile
コマンド 説明

show port-profile 現在のポート プロファイルによって継承されるポート プロファイルを表

示します。

port-profile ポート プロファイル コンフィギュレーション モードを開始して、ポート 
プロファイルを定義します。
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install certificate
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connect s1
n1000v(config-svs-conn)# install certificate default
n1000v(config-svs-conn)# 

次に、証明書を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connect s1
n1000v(config-svs-conn)# no install certificate default
n1000v(config-svs-conn)# 

関連コマンド

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。

コマンド 説明

show svs SVS 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 
4.2(1)SV1(5.1)』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。異なる名前を指定することもできます。

• 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 に設定されたライセンスを表示して、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 control
interface control
制御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 control コマンドを使用します。

interface control0

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して制御インターフェイスを設定する

例を示します。

n1000v(config)# interface control0
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 interface 
control0

制御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 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

使用上のガイドライン

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(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および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 インターフェイスの情報を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

使用上のガイドライン

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。

n1000v(config)# interface loopback 50
n1000v(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

指定されたループバック 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

使用上のガイドライン

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。

n1000v(config)# interface mgmt0
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 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て、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート チャネル グループの作成や削除、およびポート 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 グループだけに属すことができます。

interface port-channel コマンドを使用する際には、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 インターフェイスではなく物理インターフェイスでだけ

設定を行う必要があります。

• ポート チャネル インターフェイスにスタティック MAC アドレスを割り当てなかった場合は、自

動的に MAC アドレスが割り当てられます。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 初に追加された稼動ポートのアドレ

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。

n1000v(config)# interface port-channel 50
n1000v(config-if)#

channel-number 論理ポート チャネル インターフェイスに割り当てられているチャネル番

号。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

指定されたポート 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。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# interface vethernet 50
n1000v(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-group
ip access-group
mgmt0 インターフェイスの IP アクセス グループを作成するには、ip access-group コマンドを使用し

ます。アクセス グループを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip access-group name {in | out}

no ip access-group name {in | out} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、mgmt0 インターフェイスへの着信トラフィックに対する Telnet という名前の IP アクセス グ
ループを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface mgmt0
n1000v(config-if)# ip access-group telnet in
n1000v(config-if)#

関連コマンド

name リスト名です。

in 着信（入力）トラフィックの方向を指定します。

out 発信（出力）トラフィックの方向を指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show ip access-lists ACL の設定を表示します。
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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、アクセス リストを作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# ip access-list acl1
n1000v(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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次は、IP アドレスを作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 x
n1000v(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 プレフィッ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 プレフィックスを指定します。

interface-type インターフェイス タイプ。

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です。

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。デフォルトは 
0 です。

 preference （任意）ルート プリファレンスです。

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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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。
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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# ip arp inspection limit rate 20

次に、設定を削除する例を示します。

n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、すべてのインターフェイスが信頼できない 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# interface vethernet 2
n1000v(config-if)# ip arp inspection trust 
n1000v(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）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]}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 小限、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、順序は影響

しません。

例 次に、追加の DAI 検証をイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
n1000v(config)# 

dst-mac （任意）イーサネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスを、ARP 応答の ARP 本文

にあるターゲット MAC アドレスと照合します。MAC アドレスが一致していな

い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 本文が有効で、予期された IP アドレスかどうかを検証します。ア

ドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャスト アド

レスが含まれます。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）イーサネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスを、ARP 要求および応

答の ARP 本文にある送信側 MAC アドレスと照合します。MAC アドレスが一

致していない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 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 リストに対して Dynamic ARP Inspection（DAI）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 リストの 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 vlan vlan-list

no ip arp inspection vlan vlan-list 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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ギングされません。

例 次に、VLAN 13、15、および 17 ～ 23 で DAI をイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip arp inspection vlan 13,15,17-23 
n1000v(config)# 

関連コマンド

vlan-list DAI をアクティブにする VLAN。vlan-list 引数を使用すると、単一の VLAN 
ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区切られた ID および範囲を指定できま

す（「例」の項を参照）。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
デバイス上で DHCP スヌーピングをグローバルで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でディセーブルにするには、このコマンドの no 形式

を使用します。

ip dhcp snooping 

no ip dhcp snooping 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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）。

no ip dhcp snooping コマンドを使用して DHCP スヌーピングをディセーブルにすると、デバイスの 
DHCP スヌーピング設定が保持されます。

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip dhcp snooping 
n1000v(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 デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

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し

ます。

ip dhcp snooping vlan 特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。
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ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping information option
DHCP パケットの VSM MAC アドレスと vEthernet ポート情報をリレーするには、ip dhcp snooping 
information option コマンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。

ip dhcp snooping information option

no ip dhcp snooping information option

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、DHCP パケットの VSM MAC アドレスと vEthernet ポート情報をグローバルにリレーする例を

示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip dhcp snooping information option 
n1000v(config)# 

次に、DHCP パケットの VSM MAC アドレスと vEthernet ポート情報のグローバルなリレーを削除す

る例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# no ip dhcp snooping information option 
n1000v(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

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し

ます。

ip dhcp snooping vlan 特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。
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ip dhcp snooping information option
show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。

コマンド 説明
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 3
n1000v(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 30

関連コマンド

rate 1 秒あたりの DHCP パケットの数。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

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

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し

ます。

ip dhcp snooping vlan 特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、DHCP メッセージの信頼できる送信元として設定され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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン DHCP の信頼状態は、次のタイプのインターフェイスに設定できます。

• 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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# interface vethernet 2
n1000v(config-if)# ip dhcp snooping trust 
n1000v(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

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

ip dhcp snooping デバイスの DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
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ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping 
verify mac-address 

MAC アドレス検証を、DHCP スヌーピングの一部としてイネーブルにし

ます。

ip dhcp snooping vlan 特定の VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。

コマンド 説明
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ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping verify mac-address
DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにするには、ip dhcp snooping verify 
mac-address コマンドを使用します。MAC アドレス検証をディセーブルにするには、このコマンドの 
no 形式を使用します。

ip dhcp snooping verify mac-address

no ip dhcp snooping verify mac-address

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにする例を示します。

n1000v(config)# config t
n1000v(config)# ip dhcp snooping verify mac-address
n1000v(config)#

次に、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# config t
n1000v(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address
n1000v(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

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

show running-config 
dhcp

DHCP スヌーピング設定を表示します。

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ip dhcp snooping vlan vlan-list で指定する VLAN の DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

clear ip dhcp snooping 
binding

DHCP スヌーピング バインディング データベースに動的に追加されたエ

ントリを消去します。
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ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping trust DHCP スヌーピングに関してインターフェイスを信頼できるインターフェ

イスとして設定します。

ip dhcp snooping limit 
rate

DHCP 制限レートを設定します。

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 上で 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 

構文の説明

デフォルト デフォルトでは、すべての VLAN 上で DHCP スヌーピングはディセーブルです。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VLAN 100、200、および 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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252 
n1000v(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 範囲。vlan-list 引数を使用する

と、単一の VLAN ID、VLAN ID の範囲、またはカンマで区切られた ID および

範囲を指定できます（「例」の項を参照）。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

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

ip dhcp snooping デバイスの 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 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し

ます。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピングに関する一般的な情報を表示します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface mgmt 0
n1000v(config-if)# ip directed-broadcast
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 ip interface IP インターフェイス情報を表示します。
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ip dscp
ip dscp
ERSPAN トラフィックのパケットの IP DSCP 値を指定し、実行コンフィギュレーションで保存するに

は、ip dscp コマンドを保存します。

ip dscp dscp_value

構文の説明

デフォルト デフォルトの DSCP 値は、0 です。

コマンド モード CLI ERSPAN 送信元コンフィギュレーション（config-erspan-src）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ERSPAN トラフィックのパケットの DSCP 値として 25 を指定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 3 type erspa
n1000v(config-erspan-src)# ip dscp 25
n1000v(config-erspan-src)#

関連コマンド

dscp_value ERSPAN トラフィック パケットの DSCP 値（秒）。値は 0 ～ 63 の範囲で指定しま

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

monitor session type 
erspan-source

任意のセッション番号でセッションを作成し、CLI ERSPAN 送信元コン

フィギュレーション モードに切り替えます。

description 指定された ERSPAN セッションの場合、説明を追加して、実行コンフィ

ギュレーションに保存します。

source 指定されたセッションに対し、モニタする送信元とトラフィックの方向を

設定し、情報を実行コンフィギュレーションに保存します。

filter vlan 指定されたセッションに対し、モニタする VLAN、VLAN リスト、また

は VLAN 範囲を設定し、実行コンフィギュレーションにこの情報を保存

します。

destination ip カプセル化されたトラフィックが送信されるホストの IP アドレスを設定

し、実行コンフィギュレーションに保存します。

ip ttl ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP 存続可能時間値を指定し、

実行コンフィギュレーションに保存します。
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ip dscp
ip prec ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP precedence 値を指定し、実

行コンフィギュレーションに保存します。

mtu ERSPAN トラフィックの 大伝送単位（MTU）サイズを指定し、実行コ

ンフィギュレーションに保存します。

erspan-id ERSPAN ID をセッション設定に追加して、実行コンフィギュレーション

に保存します。

no shut ERSPAN セッションをイネーブルにし、実行コンフィギュレーションに保

存します。

show monitor session 
session_id

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。

コマンド 説明
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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ip flow monitor コマンドを使用して特定のインターフェイスにフロー モニタを適用し、Flexible 
NetFlow によるトラフィック モニタリングをイネーブルにするには、flow monitor コマンドを使用し

て事前にフロー モニタを作成しておく必要があります。

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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
n1000v(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 output

monitor-name 事前に設定したフロー モニタの名前

input ルータがインターフェイス上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上から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。
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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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
n1000v(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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
n1000v(config)# interface ethernet1/0
n1000v(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。

n1000v(config)# interface ethernet0/0
n1000v(config-if)# ip flow monitor FLOW-MONITOR-1 input
n1000v(config)# interface ethernet1/0
n1000v(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（グローバル）
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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になっている場合は、すべての VLAN が、イ

ネーブルかどうかに関係なくディセーブルと見なされます。

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。

n1000v(config)# ip igmp snooping
n1000v(config)# 

次の例では、IGMP スヌーピングをディセーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# no ip igmp snooping
n1000v(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）
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。インターフェイスでの 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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になっている場合は、すべての VLAN が、イ

ネーブルかどうかに関係なくディセーブルと見なされます。

例 次の例では、IGMP スヌーピングを VLAN インターフェイスでイネーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、IGMP スヌーピングを VLAN インターフェイスでディセーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping
n1000v(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
VLAN 単位で、各ポートに対する個々のホストからの IGMPv3 メンバーシップ レポートの追跡をイ

ネーブルにするには、ip igmp snooping explicit-tracking コマンドを使用します。追跡をディセーブ

ルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping explicit-tracking

no ip igmp snooping explicit-tracking

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次の例では、VLAN インターフェイスでの IGMPv3 メンバーシップ レポートの追跡をイネーブルにす

る方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping explicit-tracking
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、IGMP スヌーピングを VLAN インターフェイスでディセーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping explicit-tracking
n1000v(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追跡できない 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 高速脱退がイネーブルの場合、IGMP ソフトウェアは、各 VLAN ポートに接続されたホストが 1 つだ

けであると見なします。

例 次の例では、IGMPv2 ホストのサポートをイネーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping fast-leave
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、IGMPv2 ホストのサポートをディセーブルにする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping fast-leave
n1000v(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
ソフトウェアがグループを削除するクエリー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。クエリー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]

構文の説明

デフォルト クエリー間隔は 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次の例では、ソフトウェアがグループを削除するクエリー間隔を設定する方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping last-member-query-interval 3
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、クエリー間隔をデフォルトにリセットする方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping last-member-query-interval
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

interval 秒単位のクエリー間隔です。有効な範囲は 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 link-local-groups-suppression（VLAN）

（

ip igmp snooping link-local-groups-suppression
VLAN）

リンクローカル グループ IP のスヌーピングを抑制するには、ip igmp snooping 
link-local-groups-suppression コマンドを使用します。無制限のスヌーピングを許可するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping link-local-groups-suppression

no ip igmp snooping link-local-groups-suppression

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 モードでこのコマンドを入力することで、VSM 上のすべてのイン

ターフェイスに、リンクローカル グループ抑制を適用できます。

例 次に、VLAN2 から送信される IGMP トラフィックを制限する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# vlan vlan2
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping link-local-groups-suppression

次に、VLAN2 から送信される IGMP トラフィックを再開する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# vlan vlan2
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping link-local-groups-suppression
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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。

ip igmp snooping VLAN 上で IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
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ip igmp snooping link-local-groups-suppression（グローバル）

（

ip igmp snooping link-local-groups-suppression
グローバル）

リンクローカル グループ IP のスヌーピングを抑制するには、ip igmp snooping 
link-local-groups-suppression コマンドを使用します。無制限のスヌーピングを許可するには、この

コマンドの no 形式を使用します。

ip igmp snooping link-local-groups-suppression

no ip igmp snooping link-local-groups-suppression

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン VLAN コンフィギュレーション モードでこのコマンドを入力して、単一の VLAN にリンクローカル 
グループ抑制を適用できます。

例 次に、VSM のすべてのインターフェイスから送信される IGMP トラフィックを制限する例を示しま

す。

n1000v# config t
n1000v(config)# ip igmp snooping link-local-groups-suppression
n1000v(config)#

次に、VSM のすべてのインターフェイスから無制限の IGMP トラフィックの送信を再開する例を示し

ます。

n1000v# config t
n1000v(config)# no ip igmp snooping link-local-groups-suppression
n1000v(config)# 

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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ip igmp snooping link-local-groups-suppression（グローバル）
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。

ip igmp snooping VLAN 上で IGMP スヌーピングをイネーブルにします。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ルータと接続するインターフェイスが、選択した VLAN に含まれ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な接続を設定する例を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping mrouter interface ethernet 2/1
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、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方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping mrouter interface ethernet 2/1
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

if-type インターフェイス タイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン ヘルプ機能を

使用します。

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です。ネットワーキング デバ

イスに対する番号付け構文の詳細については、疑問符（?）のオンライン 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。
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ip igmp snooping report-suppression（グローバル）
ip igmp snooping report-suppression（グローバ
ル）

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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。

n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping report-suppression
n1000v(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。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping report-suppression
n1000v(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
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ethernet slot/port のように、インターフェイスをタイプおよび番号で指定できます。

例 次の例では、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方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping static-group 230.0.0.1 interface ethernet 2/1
n1000v(config-vlan)# 

次の例では、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方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping static-group 230.0.0.1 interface ethernet 2/1
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

group グループの IP アドレスです。

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。詳細については、疑問符（?）オンライン ヘルプ機能を

使用します。

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です。ネットワーキング デバ

イスに対する番号付け構文の詳細については、疑問符（?）のオンライン 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。
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ip igmp snooping static-group
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（グロー
バル）

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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。

n1000v(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 に対して IGMPv3 レポート抑制とプロキシ 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 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次の例では、VLAN に対して IGMPv3 レポート抑制とプロキシ レポートを設定する方法を示します。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# ip igmp snooping v3-report-suppression
n1000v(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。

n1000v(config)# vlan 1
n1000v(config-vlan)# no ip igmp snooping v3-report-suppression
n1000v(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。
248
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

I コマンド

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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile 1
n1000v(config-port-prof)# ip port access-group group1 in
n1000v(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 prec
ip prec
ERSPAN トラフィックのパケットの IP precedence 値を指定し、実行コンフィギュレーションで保存す

るには、ip prec コマンドを保存します。

ip prec precedence_value

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI ERSPAN 送信元コンフィギュレーション（config-monitor-erspan-src）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ERSPAN トラフィックのパケットに IP precedence 値を 1 で指定して、実行コンフィギュレー

ションに保存する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 3 type erspa
n1000v(config-erspan-src)# destination ip 10.54.54.1
n1000v(config-monitor-erspan-src)# ip prec 1
n1000v(config-monitor-erspan-src)#

関連コマンド

precedence_
value

ERSPAN トラフィック パケットの IP precedence 値。範囲は、0 ～ 7 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

monitor session type 
erspan-source

任意のセッション番号でセッションを作成し、CLI ERSPAN 送信元コン

フィギュレーション モードに切り替えます。

description 指定された ERSPAN セッションの場合、説明を追加して、実行コンフィ

ギュレーションに保存します。

source 指定されたセッションに対し、モニタする送信元とトラフィックの方向を

設定し、情報を実行コンフィギュレーションに保存します。

filter vlan 指定されたセッションに対し、モニタする VLAN、VLAN リスト、また

は VLAN 範囲を設定し、実行コンフィギュレーションにこの情報を保存

します。

destination ip カプセル化されたトラフィックが送信されるホストの IP アドレスを設定

し、実行コンフィギュレーションに保存します。
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ip prec
ip ttl ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP 存続可能時間値を指定し、

実行コンフィギュレーションに保存します。

ip dscp ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP DSCP 値を指定し、実行コ

ンフィギュレーションに保存します。

mtu ERSPAN トラフィックの 大伝送単位（MTU）サイズを指定し、実行コ

ンフィギュレーションに保存します。

erspan-id ERSPAN ID をセッション設定に追加して、実行コンフィギュレーション

に保存します。

no shut ERSPAN セッションをイネーブルにし、実行コンフィギュレーションに保

存します。

show monitor session 
session_id

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。

コマンド 説明
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ip source binding
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。固定 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、固定 IP ソース エントリは作成されません。

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface vethernet 3
n1000v(config)# 

関連コマンド

IP-address 特定のインターフェイス上で使用する IPv4 アドレス。有効なエントリは、ドッ

ト付き 10 進表記です。

MAC-address 特定のインターフェイス上で使用する MAC アドレス。有効なエントリは、ドッ

ト付き 16 進表記です。

vlan vlan-id IP ソース エントリに関連付ける 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
コマンド 説明

ip verify source 
dhcp-snooping-vlan 

インターフェイスの IP ソース ガードをイネーブルにします。

show ip verify source IP と MAC アドレスの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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# ip source-route
n1000v(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 ttl
ip ttl
Encapsulated Remote Switch Port Analyzer（ERSPAN）トラフィックのパケットの IP 存続可能時間値

を指定し、実行コンフィギュレーションで保存するには、ip ttl コマンドを使用します。

ip ttl ttl_value

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI ERSPAN 送信元コンフィギュレーション（config-monitor-erspan-src）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ERSPAN トラフィックのパケットに 64 秒の存続可能時間値を指定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# monitor session 3 type erspa
n1000v(config-erspan-src)# destination ip 10.54.54.1
nn1000v(config-monitor-erspan-src)# ip ttl 64
n1000v(config-monitor-erspan-src)#

関連コマンド

ttl_value 1 ～ 255 の存続可能時間値（秒）。

リリース 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

monitor session type 
erspan-source

任意のセッション番号でセッションを作成し、CLI ERSPAN 送信元コン

フィギュレーション モードに切り替えます。

description 指定された ERSPAN セッションの場合、説明を追加して、実行コンフィ

ギュレーションに保存します。

source 指定されたセッションに対し、モニタする送信元とトラフィックの方向を

設定し、情報を実行コンフィギュレーションに保存します。

filter vlan 指定されたセッションに対し、モニタする VLAN、VLAN リスト、また

は VLAN 範囲を設定し、実行コンフィギュレーションにこの情報を保存

します。

destination ip カプセル化されたトラフィックが送信されるホストの IP アドレスを設定

し、実行コンフィギュレーションに保存します。

ip prec ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP precedence 値を指定し、実

行コンフィギュレーションに保存します。
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ip ttl
ip dscp ERSPAN トラフィックのパケットに対し、IP DSCP 値を指定し、実行コ

ンフィギュレーションに保存します。

mtu ERSPAN トラフィックの 大伝送単位（MTU）サイズを指定し、実行コ

ンフィギュレーションに保存します。

erspan-id ERSPAN ID をセッション設定に追加して、実行コンフィギュレーション

に保存します。

no shut ERSPAN セッションをイネーブルにし、実行コンフィギュレーションに保

存します。

show monitor session 
session_id

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。

コマンド 説明
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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。インターフェイス上で 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルトでは、すべてのインターフェイス上で IP ソース ガードはディセーブルです。

例 次に、インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# interface vethernet 2 
n1000v(config-if)# ip verify source dhcp-snooping-vlan 
n1000v(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 と MAC アドレスの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、L で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

lacp offload
VSM から VEM に LACP 管理をオフロードするには、lacp offload コマンドを使用します。VSM に 
LACP 管理を戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

lacp offload 

no lacp offload

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン LACP 管理を VSM から VEM に変更、または VEM から VSM に戻した後、スタートアップ コンフィ

ギュレーションに実行コンフィギュレーションをコピーし、VSM をリロードして変更を有効にする必

要があります。

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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lacp offload
例 次に、VSM から VEM に LACP 管理をオフロードし、スイッチをリロードして変更を有効にする例を

示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# lacp offload
Please do a "copy running startup" to ensure the new setting takes effect on next reboot
LACP Offload Status can be verified using "show lacp offload status"
Change in LACP Offload Status takes effect only on the next VSM Reboot
This can potentially cause modules with LACP uplinks to flap
n1000v(config)# copy running-config startup-config
[###############################] 100%
n1000v(config)# reload
!!!WARNING! there is unsaved configuration!!!
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
2010 Sep  3 11:33:35 bl-n1000v %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from 
Command Line Interface

次に、VSM に LACP 管理を戻し、スイッチをリロードして変更を有効にする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no lacp offload
Please do a "copy running startup" to ensure the new setting takes effect on next reboot
LACP Offload Status can be verified using "show lacp offload status"
Change in LACP Offload Status takes effect only on the next VSM Reboot
This can potentially cause modules with LACP uplinks to flap
n1000v(config)# copy running-config startup-config
[###############################] 100%
n1000v(config)# reload
!!!WARNING! there is unsaved configuration!!!
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
2010 Sep  3 11:33:35 bl-n1000v %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from 
Command Line Interface

関連コマンド コマンド 説明

show lacp offload 
status

確認のために LACP オフロードのステータスを表示します。

show lacp 
port-channel 
[interface 
port-channel 
channel-number]

LACP ポート チャネルに関する情報を表示します。

show lacp interface 
ethernet slot/port 

特定の LACP インターフェイスに関する情報を表示します。

channel-group auto 
[mode {on | active | 
passive}] mac-pinning

ポート プロファイルの LACP で使用されるポート チャネル モード（アク

ティブおよびパッシブ）を設定します。
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limit-resource erspan-flow-id minimum
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

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。

n1000v(config)# no limit-resource erspan-flow-id

関連コマンド

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。

コマンド 説明

erspan-id ERSPAN ID（1 ～ 1023）をセッション設定に追加して、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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line console
n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line vty
n1000v(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 セッションでロギング メッセージ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 セッションのロギング メッセージをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使

用します。

logging console [severity-level] 

no logging console 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、コンソール セッションで重大度 4（警告）以上を使用してロギング メッセージをイネーブルに

する例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging console 4 
n1000v(config)#

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。

重大度は次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 Emergency システムが使用できない * 高レベル * 
1 Alert 即時処理が必要

2 Critical クリティカルな状態：デフォルト レベル

3 Error エラー状態

4 Warning 警告状態

5 Notification 正常だが注意を要する状態

6 Informational 単なる情報メッセージ

7 Debugging デバッグ実行時にのみ表示

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
関連コマンド コマンド 説明

show logging console コンソール ロギング設定を表示します。
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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} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

例 次に、インターフェイス イベントをログに記録する例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging event link-status default 
n1000v(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。
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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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

重大度は次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 Emergency システムが使用できない * 高レベル * 
1 Alert 即時処理が必要

2 Critical クリティカルな状態：デフォルト レベル

3 Error エラー状態

4 Warning 警告状態

5 Notification 正常だが注意を要する状態

6 Informational 単なる情報メッセージ

7 Debugging デバッグ実行時にのみ表示

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging level aaa 2 
n1000v(config)#

次に、重大度レベルが 0 ～ 4 であるライセンス ファシリティからのロギング メッセージをイネーブル

にし、

ライセンス ロギング設定を表示する例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging level license 4 
n1000v(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)

n1000v(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 レベルの設定を表示します。

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]]] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、LogFile という名前のログ ファイルを設定してシステム メッセージを保存し、その重大度レベ

ルを 4 に設定する例を示します。

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。

重大度は次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 Emergency システムが使用できない * 高レベル * 
1 Alert 即時処理が必要

2 Critical クリティカルな状態：デフォルト レベル

3 Error エラー状態

4 Warning 警告状態

5 Notification 正常だが注意を要する状態

6 Informational 単なる情報メッセージ

7 Debugging デバッグ実行時にのみ表示

size bytes （任意）ログ ファイルのサイズをバイト単位で、4096 ～ 10485760 の範囲で指

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
n1000v# config t 
n1000v(config)# logging logfile LogFile 4 
n1000v(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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、デフォルトの重大度レベル（重大度 4）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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging module 
n1000v(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。

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。

重大度は次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 Emergency システムが使用できない * 高レベル * 
1 Alert 即時処理が必要

2 Critical クリティカルな状態：デフォルト レベル

3 Error エラー状態

4 Warning 警告状態

5 Notification 正常だが注意を要する状態（デフォルト）

6 Informational 単なる情報メッセージ

7 Debugging デバッグ実行時にのみ表示

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
n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# no logging module
n1000v# 

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 セッションとセキュア シェル（SSH）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 

構文の説明

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 ロール network-admin

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging monitor 
n1000v(config)#

関連コマンド

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。

重大度は次のとおりです。

レベル 名称 定義

0 Emergency システムが使用できない * 高レベル * 
1 Alert 即時処理が必要

2 Critical クリティカルな状態：デフォルト レベル

3 Error エラー状態

4 Warning 警告状態

5 Notification 正常だが注意を要する状態（デフォルト）

6 Informational 単なる情報メッセージ

7 Debugging デバッグ実行時にのみ表示

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
コマンド 説明

show logging monitor モニタ ロギング設定を表示します。
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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}]]]

構文の説明

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。
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logging server
サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、デフォルトの発信ファシリティを使用して、指定された IPv4 アドレスにリモート Syslog サーバ

を設定する例を示します。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging server 172.28.254.253 
n1000v(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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging server syslogA 5 
n1000v(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}

構文の説明

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal 
n1000v(config)# logging timestamp microseconds 
n1000v(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。
277
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

L コマンド

logging timestamp
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この章では、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、MAC ACL を作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# mac access-list aL1
n1000v(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 テーブル内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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、0 秒を入力します。

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、コンフィギュレーションで

エージング タイムが指定されていなかったすべての VLAN のエージング タイムが変更されます。エー

ジング タイムが個別に変更されていた VLAN には、変更は加えられません。VLAN パラメータなしで

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

フォルト値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。VLAN を指定して、このコマンドの no 形式を使用すると、その VLAN のエージング タイムが

現在のグローバル コンフィギュレーションでのエージング タイムの値に戻ります。コマンド実行後の

値は、そのデバイスのグローバル コンフィギュレーションのエージング タイムを変更していたかどう

かに応じて、デフォルト値の 300 秒の場合もあれば、そうでない場合もあります。

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。120 ～ 918000 秒
の範囲内の値を指定できます。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 タイムの適用対象となる VLAN 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 次の例は、デバイス全体のエントリが MAC アドレス テーブル内に 500 秒間留まるように時間を変更

する方法を示します。

n1000v(config)# mac address-table aging-time 500
n1000v(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
レイヤ 2 MAC アドレス テーブルにスタティック エントリを追加するには、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 {interface {interface-name}+ | drop} 
[auto-learn] 

no mac address-table static mac-address vlan vlan-id

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト MAC アドレスには、mac address-table static mac-address vlan vlan-id drop コマン

ドは適用できません。

 mac-address テーブルに追加するスタティック MAC アドレスを次のいずれかの形式で指

定します。

• X.X.X 

• XX-XX-XX-XX-XX-XX 

• XX:XX:XX:XX:XX:XX 

• XXXX.XXXX.XXXX 

 vlan vlan-id スタティック MAC アドレスの VLAN（1 ～ 4094）を指定します。

interface 
interface-name 

（任意）スタティック MAC アドレスに、次のいずれかのインターフェイスを

指定します。

• ethernet slot/port 

• veth number

drop 指定した MAC アドレスおよび VLAN を宛先とするすべてのトラフィックが

ドロップされることを示します。

auto-learn （任意）この MAC アドレスの移動を許可します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドは、ポート チャネル オプションを削除するように修正されまし

た。

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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指定する出力インターフェイスを VLAN インターフェイスまたは Switch Virtual Interface（SVI; ス
イッチ仮想インターフェイス）にすることはできません。

指定したエントリ情報の組み合わせによりプロファイルされるエントリを削除するには、no 形式を使

用します。

例 次に、MAC アドレス テーブルにスタティック エントリを追加する例を示します。

n1000v# confi t
n1000v(config)# mac address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 3 interface ethernet 2/1
n1000v(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 auto-static-learn
vEthernet インターフェイスの auto-mac-learning ステートを切り替えるには、mac auto-static-learn 
コマンドを使用します。auto-mac-learning ステ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。

mac auto-static-learn

[no] mac auto-static-learn

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト デフォルトでは、auto-mac-learning ステートはイネーブルです。

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

ポート プロファイル コンフィギュレーション（config-port-profile）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • このコマンドは、ユニキャスト モードで Microsoft Netwrok Load Balancing のセットアップに使

用される VEthernet で必要です。

• この設定は、PVLAN ポートではサポートされません。

• この設定は、UUFB（不明なユニキャスト フラッディングのブロック）で設定されたポートでは

サポートされません。

• この設定は、switchport port-security mac-address sticky コマンドで設定されたポー

トではサポートされません。

例 次に、vEth1 の auto-mac-learning ステートを設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# int veth 1
n1000v(config-if)# [no] mac auto-static-learn
n1000v(config-if)#

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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mac auto-static-learn
関連コマンド コマンド 説明

mac address-table 
static

レイヤ 2 MAC アドレス テーブルにスタティック MAC アドレスを追加し、

これを実行中のコンフィギュレーションに保存します。
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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile 1
n1000v(config-port-prof)# mac port access-group groupOne in
n1000v(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） 
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}}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# class-map cl_map1
n1000v(config-cmap-qos)# match access-group name ac_gr1
n1000v(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。

n1000v(config)# class-map cl_map1
n1000v(config-cmap-qos)# no match access-group name ac_gr1
n1000v(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） 
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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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
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

protocol プロトコルです。

tos タイプ オブ サービス。

リリース 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）
    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） 
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者 

コマンド履歴

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)# 

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

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）
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 protocol
match protocol
プロトコルに基づいてマッチング条件を設定するには、match protocol コマンドを使用します。

match protocol proto 

no match protocol proto

構文の説明

コマンド デフォルト match protocol は、デフォルトでは設定されません。

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-que）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン match protocol コマンドは、指定されたプロトコルに基づいてマッチング条件を設定します。

例 次に vmw_motion の値にプロトコルを設定する例を示します。

n1000v(config-cmap-que)# match protocol vmw_motion 

関連コマンド

proto 指定できるプロトコル値は次のとおりです。

• n1k_control 

• n1k_mgmt 

• n1k_packet 

• vmw_ft 

• vmw_iscsi 

• vmw_mgmt 

• vmw_nfs 

• vmw_vmotion 

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明
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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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)# 

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:

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）
    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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max-ports 
ポート プロファイルに対してポートの 大数を指定するには、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。

max-ports number

no max-ports number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、testprofile ポート プロファイルにポートの 大数を設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# max-ports 100
n1000v(config-port-prof)# 

次に、testprofile ポート プロファイルから 大ポート数の設定を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# no max-ports 100
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド

number ポート プロファイルに対してポートの 大数（1 ～ 1024）を指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドは、vmware max-ports から max-ports に変更されました。

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 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。

port-profile ポート プロファイルを作成します。
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media
media 
VLAN のメディア タイプをイーサネットに指定するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、メディア タイプを設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# media ethernet
n1000v(config)# 

関連コマンド

ethernet メディア タイプをイーサネットに指定します。

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:}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、bootflash: ディレクトリを作成する例を示します。

n1000v# 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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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#

関連コマンド

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 （任意）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。
300
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

M コマンド

module vem
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 スイッチド ポート アナライザ（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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configuration t
n1000v(config)# monitor session 2 
n1000v(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。

n1000v# configuration t
n1000v(config)# no monitor session 2 
n1000v(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。
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monitor session
コマンド 説明

show monitor イーサネット SPAN 情報を表示します。
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move
move
あるディレクトリから別のディレクトリにファイルを移動するには、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}

構文の説明

デフォルト 移動先ファイルのデフォルト名は、移動元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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# move file1 bootflash://sup-remote/file1.bak

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。名前では、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。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。名前では、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。名前では、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。名前は、英数字で指定します。大文字と小

文字が区別され、 大文字数は 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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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（インターフェイス）
mtu（インターフェイス） 
インターフェイスの 大伝送単位（MTU）のサイズを設定するには、mtu コマンドを使用します。イ

ンターフェイスから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。

mtu size

no mtu size

構文の説明

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）

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン mtu 値は、system jumbomtu に設定された値より小さい必要があります。

ポート プロファイルを設定すると、MTU はシステム アップリンク ポート プロファイルであるイーサ

ネット タイプのポート プロファイルだけに適用されます。

システム ポート プロファイルの MTU を設定すると、ポート プロファイルを継承するインターフェイ

スがフラップする原因となります。システム ポート プロファイルに制御 VLAN が含まれている場合

は、モジュール自体がフラップします。

例 次に、ポート チャネル インターフェイスの MTU サイズを 2000 に設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface port-channel 2
n1000v(config-if)# mtu 2000

次に、ポート プロファイルの MTU サイズを 2000 に設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile AccessProf
n1000v(config-port-prof)# mtu 2000

size 許容される 大の MTU を指定します。指定できる範囲は 1500 ～ 9000 バイトで

す。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドは、ポート プロファイル設定に追加されました。

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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mtu（インターフェイス）
関連コマンド 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。

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 モードを開始します。

show interface 
ethernet

イーサネット インターフェイスの情報を表示します。

show interface 
port-channel

ポート チャネル インターフェイスの情報を表示します。

show running-config 現在の稼動設定を表示します。システム ジャンボ MTU サイズもあわせて

表示します。

interface インターフェイスを作成して、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。
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mtu（ERSPAN）
mtu（ERSPAN）
モニタ セッションの ERSPANed パケットの 大伝送単位のサイズを設定するには、mtu コマンドを使

用します。

mtu mtu_value

構文の説明

デフォルト 1500 バイト

サポートされるユーザ ロール ERSPAN コンフィギュレーション（config-erspan-src）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン モニタ セッションの指定された許容サイズより大きい ERSPANed パケットは切り捨てられます。

例 次に、モニタ セッション 2 の ERSPANed パケットに 1000 バイトの MTU を 
設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# monitor session 2 type erspan-source
n1000v(config-erspan-source)# mtu 1000

関連コマンド

mtu_value モニタ セッションで ERSPANed パケットに許容される 大の MTU（50 ～ 1500 バ
イト）を指定します。許容サイズより大きいパケットは切り捨てられます。

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。

コマンド 説明

show monitor session ERSPAN セッション設定を表示します。

monitor session ERSPAN モニタ セッションを作成します。
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この章では、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VLAN に名前を付ける例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# name v10
(config-vlan)#

name VLAN 名です。指定できる値の範囲は 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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network-segment policy
network-segment policy
ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成するには、network-segment policy コマンドを使用

します。ネットワーク セグメンテーション ポリシーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用し

ます。

network-segment policy name

no network-segment policy name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク セグメンテーション ポリシー ABC を作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# network-segment policy abc-policy-vxlan
n1000v(config-network-segment-policy)#

関連コマンド

name ネットワーク セグメンテーション ポリシーの名前です。ポリシー名は 大 80 文字

であり、ネットワーク セグメンテーション マネージャの各ポリシーに対して一意で

ある必要があります。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、NTP をイネーブルにする例を示します。

n1000v# ntp enable

次に、NTP をディセーブルにする例を示します。

n1000v# 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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、NTP ピアを設定する例を示します。

n1000v(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 /転送）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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、NTP サーバを設定する例を示します。

n1000v(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 /転送）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 送信

元を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

ntp source addr

no ntp source addr

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、NTP 送信元を設定する例を示します。

n1000v(config)# ntp source 192.0.2.3

次に、NTP 送信元を削除する例を示します。

n1000v(config)# no ntp source 192.0.2.3

関連コマンド

addr 送信元の IPv4 または IPv6 アドレス。IPv4 アドレスの形式は、ドット付き 10 進数 
x.x.x.x です。IPv6 アドレスは 16 進形式（A:B::C:D）で指定します。

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 source NTP 送信元に関する情報を表示します。
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ntp source
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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。タイムアウト時間を削除するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9

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
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
n1000v(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 のフロー レコード情報を表示します。

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。タイムアウト時間を削除するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
n1000v(config-flow-exporter)#

関連コマンド

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。

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。
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option interface-table timeout
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 のフロー レコード情報を表示します。

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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この章では、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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、パケット VLAN 261 を作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# packet vlan 261
n1000v(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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packet vlan
次に、パケット VLAN 261 を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs-domain
n1000v(config-svs-domain)# no packet vlan 261
n1000v(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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password strength-check
password strength-check
パスワードの強度の確認をイネーブルにするには、password strength-check コマンドを使用します。

パスワードの強度の確認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。

password strength-check

no password strength-check

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、パスワードの強度の確認をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# password strength-check
n1000v(config)#

次に、パスワードの強度の確認をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no password strength-check
n1000v(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 password 
strength-check

パスワードの強度の確認の設定を表示します。

username ユーザ アカウントを作成します。

role name ユーザ ロールに名前をつけて、そのロールのロール コンフィギュレー

ション モードに切り替えます。
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permit（IPv4）
permit（IPv4）
条件と一致するトラフィックを許可する IPv4 アクセス コントロール リスト（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。

基本構文

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

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

no sequence-number

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]

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] 

インターネット プロトコル v4（IPv4）

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

伝送制御プロトコル（TCP）

[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] 
destination [operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | precedence 
precedence] 

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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permit（IPv4）
構文の説明 sequence-number （任意）permit コマンドのシーケンス番号。デバイスによってアクセス リスト

の該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内で

ルールの順序を保ちます。

シーケンス番号には、1 ～ 4294967295 の間の整数を指定できます。

デフォルトでは、ACL の 初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられま

す。

シーケンス番号を指定しないと、デバイスによって、ACL の 後にルールが追

加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス番

号として割り当てられます。

ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用し

ます。

protocol ルールで一致させるパケットのプロトコルの名前または番号。有効な番号は、0 
～ 255 です。有効なプロトコル名は、次のキーワードです。

• icmp：ルールを ICMP トラフィックだけに適用するように指定します。こ

のキーワードを使用すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できる

キーワードに加え、icmp-message 引数を使用できます。

• igmp：ルールを IGMP トラフィックだけに適用します。このキーワードを

使用すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加

え、igmp-type 引数を使用できます。

• 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、すべての IPv4 プロトコルに適用さ

れる他のキーワードおよび引数だけを使用できます。使用できるキーワード

には次のものがあります。

– dscp

– precedence

• tcp：ルールを TCP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使用

すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、

flags 引数および operator 引数、portgroup キーワードおよび established 
キーワードを使用できます。

• udp：ルールを UDP トラフィックだけに適用します。このキーワードを使

用すると、protocol 引数のすべての有効値に使用できるキーワードに加え、

operator 引数および portgroup キーワードを使用できます。

source ルールで一致させる送信元 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細について

は、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してくださ

い。

destination ルールで一致させる宛先 IPv4 アドレス。この引数の指定方法の詳細については、

「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してください。
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dscp dscp （任意）IP ヘッダーの DSCP フィールドに特定の 6 ビット diffserv（ディファレ

ンシエーテッド サービス）値が設定されているパケットだけをルールと一致さ

せるように指定します。dscp 引数には、次の数値またはキーワードのいずれか

を指定します。

• 0 ～ 63：DSCP フィールドの 6 ビットと同等の 10 進数。たとえば 10 を指

定した場合、ルールは DSCP フィールドのビットが 001010 であるパケット

だけに一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）クラス 1、低い廃棄確率（001010）

• af12：AF クラス 1、中程度の廃棄確率（001100）

• af13：AF クラス 1、高い廃棄確率（001110）

• af21：AF クラス 2、低い廃棄確率（010010）

• af22：AF クラス 2、中程度の廃棄確率（010100）

• af23：AF クラス 2、高い廃棄確率（010110）

• af31：AF クラス 3、低い廃棄確率（011010）

• af32：AF クラス 3、中程度の廃棄確率（011100）

• af33：AF クラス 3、高い廃棄確率（011110）

• af41：AF クラス 4、低い廃棄確率（100010）

• af42：AF クラス 4、中程度の廃棄確率（100100）

• af43：AF クラス 4、高い廃棄確率（100110）

• cs1：Class-selector（CS）1、優先順位 1（001000）

• cs2：CS2、優先順位 2（010000）

• cs3：CS3、優先順位 3（011000）

• cs4：CS4、優先順位 4（100000）

• cs5：CS5、優先順位 5（101000）

• cs6：CS6、優先順位 6（110000）

• cs7：CS7、優先順位 7（111000）

• default：デフォルトの DSCP 値（000000）

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

（任意）precedence 引数で指定された値が IP Precedence フィールドに設定され

ているパケットだけをルールと一致させるように指定します。precedence 引数

には、次の数値またはキーワードを指定します。

• 0 ～ 7：IP Precedence フィールドの 3 ビットと同等の 10 進数。たとえば、3 
を指定した場合、DSCP フィールドに次のビットが設定されているパケット

だけがルールと一致します：011

• critical：優先順位 5（101）

• flash：優先順位 3（011）

• flash-override：優先順位 4（100）

• immediate：優先順位 2（010）

• internet：優先順位 6（110）

• network：優先順位 7（111）

• priority：優先順位 1（001）

• routine：優先順位 0（000）
icmp-message （ICMP のみ：任意）ルールと一致させる ICMP メッセージのタイプ。この引数

には、0 ～ 255 の整数、または「使用上のガイドライン」の項の「ICMP メッ

セージ タイプ」にリストされているキーワードの 1 つを指定します。

igmp-message （IGMP のみ：任意）ルールと一致させる IGMP メッセージのタイプ。

igmp-message 引数には、0 ～ 15 の整数である IGMP メッセージ番号を指定しま

す。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

• dvmrp：Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP; ディスタン

ス ベクトル マルチキャスト ルーティング プロトコル）

• host-query：ホスト クエリー

• 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 新しく作成した IPv4 ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、デバイスは ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を加算した

シーケンス番号を割り当てます。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

operator port 
[port]

（任意：TCP および UDP のみ）operator 引数および port 引数の条件と一致する

送信元ポートから送信されたパケット、または一致する宛先ポートに送信された

パケットだけを、ルールと一致させます。これらの引数が送信元ポートまたは宛

先ポートのどちらに適用されるかは、source 引数または destination 引数のどち

らの後に指定したかによって異なります。

port 引数には、TCP または UDP ポートの名前または番号を指定します。有効な

番号は 0 ～ 65535 の整数です。有効なポート名のリストは、「使用上のガイドラ

イン」の項の「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を参照してください。

2 番目の port 引数は、operator 引数が範囲である場合だけ必要です。

operator 引数には、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。

• eq：パケットのポートが port 引数と同等である場合だけ一致します。

• gt：パケットのポートが port 引数より大きい場合および同等ではない場合

だけ一致します。

• lt：パケットのポートが port 引数より小さい場合および同等ではない場合だ

け一致します。

• neq：パケットのポートが port 引数と同等ではない場合だけ一致します。

• range：2 つの port 引数が必要です。パケットのポートが 初の port 引数以

上で、2 番目の port 引数以下である場合だけ一致します。

flags （TCP のみ：任意）ルールと一致させる TCP 制御コントロール ビット フラグ。

flags 引数の値には、次の 1 つ以上のキーワードを指定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 パケットに IPv4 ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。

パケットが条件に一致した 初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、デバ

イスはシーケンス番号が も低いルールを施行します。

送信元と宛先

source 引数および destination 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。どのルールも、1 つの引

数の指定方法によって、他の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる 
source 引数および destination 引数の指定方法は、次のとおりです。

• アドレスおよびネットワーク ワイルドカード：IPv4 アドレスおよびネットワーク ワイルドカード

を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。構文は次のとお

りです。

IPv4-address network-wildcard

次に、192.168.67.0 サブネットの IPv4 アドレスおよびネットワーク 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。

n1000v(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; 可変長サブネット マスク）：IPv4 アドレス

および VLSM を使用して、送信元または宛先とするホストまたはネットワークを指定できます。

構文は次のとおりです。

IPv4-address/prefix-len

次に、192.168.67.0 サブネットの IPv4 アドレスおよび VLSM を使用して、source 引数を指定する

例を示します。

n1000v(config-acl)# permit udp 192.168.67.0/24 any

• ホスト アドレス：host キーワードおよび IPv4 アドレスを使用して、送信元または宛先とするホス

トを指定できます。構文は次のとおりです。

host IPv4-address

この構文は、IPv4-address/32 および IPv4-address 0.0.0.0 と同じです。

次に、host キーワードおよび 192.168.67.132 IPv4 アドレスを使用して、source 引数を指定する例

を示します。

n1000v(config-acl)# permit icmp host 192.168.67.132 any

• 任意のアドレス：any キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の IPv4 アドレスを指

定できます。any キーワードの使用例は、このセクションの例を参照してください。各例に、any 
キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

ICMP メッセージ タイプ

igmp-message 引数には、0 ～ 255 の整数である ICMP メッセージ番号を指定できます。また、次のい

ずれかのキーワードを指定できます。

• administratively-prohibited：管理上の禁止

• alternate-address：代替アドレス

• conversion-error：データグラム変換

• dod-host-prohibited：ホスト禁止

• dod-net-prohibited：ネット禁止

• 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：ホスト分離

• host-precedence-unreachable：優先順位のホスト到達不能

• 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 ホスト到達不能

• host-unknown：ホスト未知

• host-unreachable：ホスト到達不能

• 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 ネット到達不能

• net-unreachable：ネット到達不能

• network-unknown：ネットワーク未知

• no-room-for-option：パラメータが必要だが空きなし

• option-missing：パラメータが必要だが存在しない

• packet-too-big：フラグメンテーションが必要、DF 設定

• parameter-problem：すべてのパラメータの問題

• port-unreachable：ポート到達不能

• precedence-unreachable：優先順位カットオフ

• protocol-unreachable：プロトコル到達不能

• reassembly-timeout：再構成タイムアウト

• 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：送信元抑制

• source-route-failed：送信元ルート障害

• time-exceeded：すべてのタイム超過メッセージ

• timestamp-reply：タイムスタンプ応答

• timestamp-request：タイムスタンプ要求

• traceroute：トレースルート

• 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、port 引数として 0 ～ 65535 の整数である TCP ポート番号を指定

できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

bgp：ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）（179）

chargen：キャラクタ ジェネレータ（19）

cmd：リモート コマンド（rcmd、514）

daytime：デイタイム（13）

discard：廃棄（9）

domain：ドメイン ネーム サービス（DNS）（53）

drip：ダイナミック ルーティング情報プロトコル（DRIP）（3949）

echo：エコー（7）

exec：Exec（rsh、512）

finger：フィンガー（79）

ftp：File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）（21）

ftp-data：FTP データ接続（2）

gopher：Gopher（7）

hostname：NIC ホストネーム サーバ（11）

ident：Ident プロトコル（113）

irc：Internet Relay Chat（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（NNTP）（119）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

pop2：Post Office Protocol v2（POP2）（19）

pop3：Post Office Protocol v3（POP3）（11）

smtp：Simple Mail Transport Protocol（SMTP; シンプル メール転送プロトコル）（25）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（RPC; リモート プロシージャ コール）（111）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

telnet：Telnet（23）

time：Time（37）

uucp：UNIX-to-UNIX Copy Program（UUCP; UNIX 間コピー プログラム）（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、port 引数として 0 ～ 65535 の整数である UDP ポート番号を指

定できます。また、次のいずれかのキーワードを指定できます。

biff：BIFF（メール通知、comsat、512）

bootpc：Bootstrap Protocol（BOOTP; ブートストラップ プロトコル）クライアント（68）

bootps：ブートストラップ プロトコル（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 サービス（DNS）（53）

echo：エコー（7）

isakmp：Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）（5）

mobile-ip：モバイル IP レジストレーション（434）

nameserver：IEN116 ネーム サービス（旧式、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 and Key Management Protocol（ISAKMP）（45）

ntp：Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）（123）

pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

rip：Routing Information Protocol（RIP）（ルータ、in.routed、52）

snmp：Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）（161）

snmptrap：SNMP トラップ（162）

sunrpc：Sun Remote Procedure Call（RPC; リモート プロシージャ コール）（111）

syslog：システム ロギング（514）

tacacs：TAC Access Control System（49）

talk：Talk（517）

tftp：Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）（69）

time：Time（37）

who：Who サービス（rwho、513）

xdmcp：X Display Manager Control Protocol（XDMCP）（177）

例 次に、acl-lab-01 という IPv4 ACL を作成し、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するルールを設定する例を

示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# ip access-list acl-lab-01
n1000v(config-acl)# permit tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(config-acl)# permit udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(config-acl)# permit tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16
n1000v(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 IPv4 ACL を作成し、eng_workstations という IP アドレス オブ

ジェクト グループから marketing_group という IP アドレス オブジェクト グループへのすべての IP ト
ラフィックを許可するルールを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# ip access-list acl-eng-to-marketing
n1000v(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（deny）ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に備考を設定します。

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 の各エントリの統計情報の収集をイネーブルにします。
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permit（MAC）
条件と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

構文の説明

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（config-acl）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

sequence-number （任意）permit コマンドのシーケンス番号。デバイスによってアクセス リスト

の該当番号の位置にコマンドが挿入されます。シーケンス番号は、ACL 内で

ルールの順序を保ちます。

シーケンス番号には、1 ～ 4294967295 の間の整数を指定できます。

デフォルトでは、ACL の 初のルールには、10 のシーケンス番号が与えられ

ます。

シーケンス番号を指定しないと、デバイスによって、ACL の 後にルールが

追加され、1 つ前のルールのシーケンス番号に 10 を加算した値が、シーケンス

番号として割り当てられます。

ルールのシーケンス番号を再割り当てするには、resequence コマンドを使用

します。

source ルールで一致させる送信元 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細につい

ては、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してく

ださい。

destination ルールで一致させる宛先 MAC アドレス。この引数の指定方法の詳細について

は、「使用上のガイドライン」の項の「送信元と宛先」の説明を参照してくだ

さい。

protocol （任意）ルールで一致させるプロトコルの番号。有効なプロトコル番号は 0x0 
～ 0xffff です。有効なプロトコル名のリストは、「使用上のガイドライン」の

項の「MAC プロトコル」を参照してください。

cos cos-value （任意）IEEE 802.1Q ヘッダーに、cos-value 引数で指定したサービス クラス

（CoS）値が含まれているパケットだけを一致させるルールを指定します。

cos-value 引数は、0 ～ 7 の整数です。

vlan vlan-id （任意）IEEE 802.1Q ヘッダーに、指定した VLAN ID が含まれているパケッ

トだけを一致させるルールを指定します。vlan-id 引数は、1 ～ 4094 の整数に

指定できます。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン 新しく作成した MAC ACL には、ルールは含まれていません。

シーケンス番号を指定しないと、ACL の 後のルールのシーケンス番号に 10 を加算したシーケンス番

号が割り当てられます。

パケットに MAC ACL が適用されると、ACL 内のすべてのルールに対してパケットが評価されます。

パケットが条件に一致した 初のルールが施行されます。複数のルールの条件と一致する場合は、デバ

イスはシーケンス番号が も低いルールを施行します。

送信元と宛先

source 引数および destination 引数は、次のいずれかの方法で指定できます。どのルールも、1 つの引

数の指定方法によって、他の引数の指定方法が決まることはありません。ルールの設定時に使用できる 
source 引数および destination 引数の指定方法は、次のとおりです。

• アドレスおよびマスク：MAC アドレスの後にマスクを指定して、1 つのアドレスまたはアドレス 
グループを指定できます。構文は次のとおりです。

MAC-address MAC-mask 

次に、source 引数に、MAC アドレス 00c0.4f03.0a72 を指定する例を示します。

n1000v(config-acl)# permit 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any

次に、destination 引数に、MAC ベンダー コードが 00603e のすべてのホストの MAC アドレスを

指定する例を示します。

n1000v(config-acl)# permit any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000

• 任意のアドレス：any キーワードを使用して、送信元または宛先として任意の MAC アドレスを指

定できます。any キーワードの使用例は、このセクションの例を参照してください。各例に、any 
キーワードを使用した送信元または宛先の指定方法が示されています。

MAC プロトコル

protocol 引数には、MAC プロトコルの番号またはキーワードを指定します。プロトコル番号は、プレ

フィクスが 0x である 4 バイト 16 進数です。有効なプロトコル番号は 0x0 ～ 0xffff です。有効なキー

ワードは、次のとおりです。

• aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

• appletalk：Appletalk（0x809b）

• decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

• diagnostic：DEC 診断プロトコル（0x6005）

• etype-6000：Ethertype 0x6000（0x6000）

• etype-8042：Ethertype 0x8042（0x8042）

• ip：インターネット プロトコル 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）

リリース 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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• vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

例 次に、2 つの MAC アドレス グループ間ですべての IPv4 トラフィックを許可するルールが含まれる 
mac-ip-filter という名前の MAC ACL を作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# mac access-list mac-ip-filter
n1000v(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（deny）ルールを設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

remark ACL に備考を設定します。

statistics per-entry ACL の各エントリの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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permit interface
このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許可するインターフェイスを指定するには、permit 
interface コマンドを使用します。

ポリシーの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。

permit interface interface-list

no permit interface interface-list

構文の説明

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-role-interface）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許可するインターフェイスがすべて指定されるまで、

このコマンドを繰り返します。

例 次に、このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許可するインターフェイスとしてイーサネット 
2/1-4 を指定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name network-observer
n1000v(config-role)# interface policy deny
n1000v(config-role-interface)# permit interface ethernet 2/1-4
n1000v(config-role-interface)#

次に、イーサネット 2/1-4 のポリシー制限を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name network-observer
n1000v(config-role)# interface policy deny
n1000v(config-role-interface)# no permit interface ethernet 2/1-4
n1000v(config-role-interface)#

 interface-list 指定したロールのユーザがアクセスできる 1 つ以上のインターフェイスのリストで

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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関連コマンド コマンド 説明

role name ユーザ ロールを指定して、そのロールのロール コンフィギュレーション 
モードを開始します。

interface policy deny 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、このロール

によるすべてのインターフェイス アクセスを拒否します。

show role ロール設定を表示します。
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ping
別のデバイスへのネットワーク接続を IPv4 アドレス指定を使用して判別するには、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]

構文の説明

デフォルト デフォルト値については、このコマンドの「構文の説明」の項を参照してください。

コマンド モード 任意

dest-ipv4-address 宛先デバイスの IPv4 アドレスを指定します。形式は、A.B.C.D です。

hostname 宛先デバイスのホスト名。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 アドレスを指定します。形式は、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。有効な範囲は 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。

デフォルトはディセーブルです。

interval seconds （任意）送信の間隔を秒数で指定します。有効な範囲は 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。有効な範囲は 1 
～ 65468 です。デフォルト値は 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。形式は、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）の名前を指定します。デフォルトはデフォルト VRF 
です。
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ping
サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン IPv6 アドレスを使用して別のデバイスとのネットワーク接続を確認するには、ping6 コマンドを使用

します。

例 次に、別のデバイスへの接続を IPv4 アドレス指定を使用して判別する例を示します。

n1000v# 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 アドレスを使用して別のデバイスとの接続を確認します。
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pinned-sgid
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。

pinned-sgid {control-vlan-pinned-sgid | packet-vlan-pinned-sgid} sub-group_id 

no pinned-sgid {control-vlan-pinned-sgid | packet-vlan-pinned-sgid} sub-group_id

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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)# pinned-sgid control-vlan-pinned-sgid 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

control-vlan-
pinned-sgid

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-
pinned-sgid

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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    switchport trunk allowed vlan 1-5
    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)# pinned-sgid packet-vlan-pinned-sgid 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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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pinning id
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}]]}}

構文の説明 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、トラフィック レートを制御する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# policy-map pm10
n1000v(config-pmap-qos)# class class-default
n1000v(config-pmap-c-qos)# police 100000 bps 10000 bytes
n1000v(config-pmap-c-qos)# 

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。
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関連コマンド コマンド 説明

show policy-map すべてのポリシー マップ、または指定したポリシー マップに対するポリ

シー マップ設定を表示します。
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policy-map 
QoS 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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# policy-map pm20
n1000v(config-pmap-qos)#

次に、ポリシー マップを削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no policy-map pm20
n1000v(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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policy-map type queuing
キューイング パケットの QoS クラスベース重み付け均等化キューイング（CBWFQ）のポリシー マッ

プを作成または変更するには、policy-map type queuing コマンドを使用します。ポリシー マップをデ

フォルトの状態にするには、このコマンドの no 形式を使用します。

policy-map {[name | type queuing name] | [match-first] }

no policy-map {[name | type queuing name] | [match-first] }

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン policy-map type queueing コマンドは、アップリンク ポートでのみサポートされます。

例 次に、my_policymap1 という名前のキューイング タイプのポリシー マップを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# policy-map type queuing my_policy1 
n1000v(config-pmap-que)

次に、my_policymap1 という名前のキューイング タイプのポリシー マップを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no policy-map type queuing my_policy1

関連コマンド

name ポリシー マップ名です。 大 40 文字までの英数字で指定します。

match-first 初に一致したクラスのアクションを実行します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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。

class type queuing 指定したポリシー マップにクラスベース重み付け均等化キューイング

（CBWFQ）クラスを割り当てます。

show policy-map type 
queuing

システムで設定されているすべてのキューイング ポリシー マップを表示

します。
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port-binding 
ポート プロファイルのポート バインディングを設定するには、port-binding 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。

port-binding {static | dynamic | ephemeral} 

no port-binding [static | dynamic | ephemeral] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、accessprof という名前の vEthernet ポート プロファイルにスタティック ポート バインディング

を追加する例を示します。

n1000v# config t

n1000v(config)# port-profile type accessprof
n1000v(config-port-prof)# port-binding static
n1000v(config-port-prof)# 

次に、accessprof という名前の vEthernet ポート プロファイルからスタティック ポート バインディン

グを削除する例を示します。

n1000v# config t

n1000v(config)# port-profile type accessprof

static スタティック ポート バインディングを指定します。ポートは、VM の電源が

オンのときに接続され、電源がオフになると切断されます。 大ポート数の

制限が適用されます。

dynamic ダイナミック ポート バインディングを指定します。ポートは、VM の電源が

オンのときに作成され、電源がオフになると破棄されます。 大ポート数の

制限は適用されません。

ephemeral エフェメラル ポート バインディングを指定します。ポートは、VM の電源が

オンのときに作成され、電源がオフになると破棄されます。 大ポート数の

制限は適用されません。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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n1000v(config-port-prof)# no port-binding static
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile 
name profile_name

指定されたポート プロファイルの設定を表示します。

port-profile ポート プロファイルを作成します。
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port-channel load-balance ethernet 
チャネル グループのインターフェイスのロード バランシングをするアルゴリズムを設定するには、

port-channel load-balance ethernet 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。

port-channel load-balance ethernet algorithm [module module] 

no port-channel load-balance ethernet [algorithm [module module]]

構文の説明

デフォルト 送信元 MAC アドレス

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 ロール ネットワーク管理者 

 algorithm ロードバランシング方式をモジュールに対してまたはグローバルに指定し

ます。

dest-ip-port 宛先 IP アドレスおよび L4 ポート

dest-ip-port-vlan 宛先 IP アドレス、L4 ポート、および VLAN
destination-ip-vlan 宛先 IP アドレスおよび VLAN
destination-mac 宛先 MAC アドレス

destination-port 宛先 L4 ポート

source-dest-ip-port 送信元および宛先 IP アドレスおよび L4 ポート

source-dest-ip-port
-vlan

送信元および宛先 IP アドレス、L4 ポート、および VLAN

source-dest-ip-vlan 送信元および宛先 IP アドレスおよび VLAN
source-dest-mac 送信元および宛先 MAC アドレス

source-dest-port 送信元および宛先 L4 ポート

source-ip-port 送信元 IP アドレス

source-ip-port-vlan 送信元 IP アドレス、L4、および VLAN
source-ip-vlan 送信元 IP アドレスおよび VLAN
source-mac 送信元 MAC アドレス（デフォルト）

source-port 送信元ポート

source-virtual-port-id 送信元仮想ポート ID
vlan-only VLAN のみ

module （任意）個別にロード バランシングを実行するモジュール番号（1 ～ 66）
を指定します。モジュールを指定しない場合は、指定されたアルゴリズム

はデバイスのすべてのモジュールに適用されます。
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コマンド履歴

使用上のガイドライン モジュールを指定しない場合、アルゴリズムはすべてのポート チャネルにグローバルに適用されます。

モジュールを指定すると、アルゴリズムは指定されたモジュールのすべてのポート チャネルに適用さ

れます。

グローバルに設定されたアルゴリズムよりもモジュールごとの設定が優先されます。 

ポート チャネル上のトラフィックが単一 MAC アドレスだけを宛先とし、宛先 MAC アドレスでバラン

シングを行う場合、ポート チャネルは、そのポート チャネル内の同じリンクを常に選択します。この

場合、送信元アドレスまたは IP アドレスを使用した方が、ロード バランシングの効率がよくなること

があります。

例 次に、チャネル グループのインターフェイス上でロード バランシングを実行するグローバルなアルゴ

リズムとして送信元ポートを指定する例を示します。

n1000v(config)# port-channel load-balance ethernet src-port
n1000v(config)#

次に、モジュール 5 のポート チャネルに対して、送信元 IP ロードバランシング アルゴリズムを設定す

る例を示します。

n1000v# config t 
n1000v(config)# port-channel load-balance ethernet source-ip module 5

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 port-channel 
load-balance 

ポート チャネルのロード バランシングに関する情報を表示します。
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port-profile 
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 [type {ethernet | vethernet}] profilename

no port-profile [type {ethernet | vethernet}] profilename

構文の説明

デフォルト デフォルト タイプは vethernet 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート プロファイル名は、Cisco Nexus 1000V 上の各ポート プロファイルに対して一意である必要が

あります。

ポート プロファイル タイプはイーサネットまたは vEthernet です。設定が完了すると、タイプは変更

できません。

ポート プロファイル タイプをイーサネットとして定義すると、ポート プロファイルを物理（イーサ

ネット）ポートに使用できます。vCenter Server では、対応するポート グループを選択し、物理ポート

（PNIC）に割り当てることができます。

ポート プロファイルを Ethernet タイプとして設定すると、VMware 仮想ポートの設定には使用できな

くなります。

例 次に、AccessProf という名前のイーサネット タイプ ポート プロファイルを作成する例を示します。

n1000v# configure terminal

n1000v(config)# port-profile type ethernet AccessProf
n1000v(config-port-prof)

type （任意）ethernet または vethernet のインターフェイス タイプを指定します。

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(2) ポート プロファイルはアップリンクとして分類されるのではなく、 
イーサネット タイプまたは vEthernet タイプとして設定されるようになり

ました。

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、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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no port-profile AccessProf
n1000v(config)

関連コマンド コマンド 説明

show port-profile 割り当てられているロールを含むポート プロファイル設定を表示します。

show running-config 
port-profile 
[profile-name]

ポート プロファイルの設定を表示します。

port-profile-role ユーザおよびグループごとにアクセスを制限するためのポート プロファイ

ルのロールを作成します。

vmware port-group 
[pg_name]

VMware ポート グループとしてポート プロファイルを指定します。

switchport mode 
{access | trunk}

ポート プロファイル内のインターフェイスをアクセスまたはトランキング 
ポートとして使用するかどうかを指定します。
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port-profile default port-binding
すべての新しい vEthernet ポート プロファイルに自動的に適用されるデフォルト ポート バインディン

グを設定するには、port-profile default port-binding コマンドを使用します。

デフォルト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。

port-profile default port-binding {static | dynamic | ephemeral} 

no port-profile default port-binding [static | dynamic | ephemeral]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • vEthernet ポート プロファイルが vCenter Server 上のポート グループとしていったん作成される

と、その後ポート バインディングのタイプを変更できません。

• エフェメラル ポート バインディングの vEthernet ポート プロファイルに対しては 大ポート数を

設定できません。

• イーサネット タイプのポート プロファイルにはポート バインディングを設定できません。ポート 
バインディングは、vEthernet ポート プロファイルにだけ使用できます。

• システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルを変更し、いずれかのポート プロファ

イルにエフェメラル ポート バインディングが設定されている場合、インターフェイスの手動設定

は消去されます。これは、自動消去設定に関係なく発生します。

svs auto-config-purge コマンドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Interface Configuration Guide, 
Release 4.2(1)SV1(4)』を参照してください。

static ポートは、ポート グループにポートを割り当てるときに作成されて、アダプタの存

続中は維持されます。ポートは常に接続されます。 大ポート数の制限は適用され

ます。

dynamic ポートは、VM の電源がオンのときに接続され、電源がオフになると切断されま

す。 大ポート数の制限は適用されます。

ephemeral ポートは、VM の電源がオンのときに作成され、電源がオフになると破棄されま

す。 大ポート数の制限は適用されません。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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例 次に、作成するすべての新しい vEthernet ポート プロファイルのデフォルトとしてエフェメラル ポー

ト バインディング タイプを設定する例を示します。

n1000v# config t

n1000v(config)# port-profile default port-binding ephemeral

n1000v(config)#

次に、デフォルト ポート バインディングの設定を削除する例を示します。

n1000v# config t

n1000v(config)# no port-profile default port-binding 

n1000v(config)#

関連コマンド コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。

show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファイル

設定を表示します。

feature 
port-profile-role

ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにします。

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグループ

など、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

inherit port-profile 継承される設定をデフォルトの設定として新しいポート プロファイルに追

加します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。
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port-profile-role
ユーザおよびグループごとにアクセスを制限するためのポート プロファイルのロールを作成するには、

port-profile-role 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。

port-profile-role port-profile-role-name

no port-profile-role port-profile-role-name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポート プロファイルに現在割り当てられているポート プロファイルのロールは削除できません。 初

に、ポート プロファイルからロールを削除する必要があります。

例 次に、adminUser ポート プロファイルのロールを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role adminUser
n1000v(config-port-prof-role)# 

次に、adminUser ポート プロファイルのロールを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no port-profile-role adminUser
n1000v(config)# 

次に、adminUser ポート プロファイルのロールをポート プロファイルに割り当てられているままで削

除しようとすると表示されるエラー メッセージの例を示します。

n1000v(config)# no port-profile-role adminUser
ERROR: Cannot remove role because it is assigned to one or more port-profiles
n1000v(config)# 

port-profile-role-name ポート プロファイルのロールの名前を指定します。

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) 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-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグ

ループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。

show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファ

イル設定を表示します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。

assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当

てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにしま

す。

port-profile ポート プロファイルを作成します。
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port-security stop learning
ポートが新しい MAC アドレスを学習することがないように Drop on Source Miss（DSM）ビットを

ポートに設定するには、port-security stop learning コマンドを使用します。DSM ビットをクリアす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

port-security stop learning

no port-security stop learning

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、ポートの DSM ビットを設定する例を示します。

n1000v# port-security stop learning
n1000v# 

次に、ポートの DSM ビットをクリアする例を示します。

n1000v# no port-security stop learning
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 port-security システムで保護されている MAC アドレスを表示します。

module vem execute Cisco Nexus 1000V から仮想イーサネット モジュール（VEM）でコマン

ドをリモートで実行します。

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。
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private-vlan association
プライマリおよびセカンダリ プライベート VLAN 間の関連付けを設定するには、private-vlan 
association コマンドを使用します。関連付けを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

private-vlan association [{add | remove}] secondary-vlan-ids

no private-vlan association [secondary-vlan-ids]

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN（config-vlan）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定するプライベート VLAN コマンドが CLI で表示されるようにするには、プライベート VLAN 機
能（feature private-vlan コマンド）をイネーブルにする必要があります。

例 次に、セカンダリ VLAN 303 にプライマリ VLAN 202 を関連付ける例を示します。

n1000v#configure t
n1000v(config)# vlan 202
n1000v(config-vlan)# private-vlan association add 303
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

add プライベート VLAN リストにセカンダリ VLAN を追加します。

remove プライベート VLAN リストからセカンダリ VLAN を削除します。

secondary-vlan
-ids

追加または削除するセカンダリ VLAN の ID。

リリース 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

private-vlan primary プライベート VLAN をプライマリに指定します。

private-vlan 
{community | isolated}

プライベート VLAN をコミュニティまたは独立に指定します。

show vlan private-vlan プライベート VLAN の設定を表示します。
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private-vlan { community | isolated}
コミュニティまたは独立プライベート VLAN として VLAN を指定するには、private-vlan 
{community | isolated} 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。

private-vlan {community | isolated}

no private-vlan {community | isolated}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード VLAN（config-vlan）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定するプライベート VLAN コマンドが CLI で表示されるようにするには、プライベート VLAN 機
能（feature private-vlan コマンド）をイネーブルにする必要があります。

例 次に、コミュニティ プライベート VLAN として VLAN 303 を設定する例を示します。

n1000v#configure t
n1000v(config)# vlan 303
n1000v(config-vlan)# private-vlan community
n1000v(config-vlan)# 

関連コマンド

community VLAN をコミュニティ プライマリ VLAN に指定します。

isolated VLAN を独立プライベート VLAN 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

private-vlan primary プライベート VLAN をプライマリに指定します。

private-vlan 
association

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の間の関連付けを設定します

show vlan private-vlan プライベート VLAN の設定を表示します。
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private-vlan primary
プライマリ VLAN としてプライベート VLAN を指定するには、private-vlan primary 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。

private-vlan primary

no private-vlan primary

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード VLAN（config-vlan）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 設定するプライベート VLAN コマンドが CLI で表示されるようにするには、プライベート VLAN 機
能（feature private-vlan コマンド）をイネーブルにする必要があります。

例 次に、プライベート VLAN のプライマリ VLAN として VLAN 202 を設定する例を示します。

n1000v#configure t
n1000v(config)# vlan 202
n1000v(config-vlan)# private-vlan primary
n1000v(config-vlan)# show vlan private-vlan
Primary Secondary Type Ports
------- --------- --------------- -------------------------------------------
202 primary
n1000v(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

private-vlan 
{community | isolated}

プライベート VLAN をコミュニティまたは独立に指定します。

show vlan private-vlan プライベート VLAN の設定を表示します。

private-vlan 
association

プライマリおよびセカンダリ プライベート VLAN を関連付けます。
364
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

P コマンド

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン VMware VI SDK は、VMware によって公開され、クライアントが VMware vCenter と対話できるよう

になります。

VMware VI SDK をイネーブルにする前に SVS 接続をまず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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connection svs1
n1000v(config-svs-conn)# protocol vmware-vim
n1000v(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 
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、現在のディレクトリを表示する例を示します。

n1000v# pwd
bootflash: 
n1000v# 

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
366
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

R コマンド

この章では、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間隔を設定するには、

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン デッドタイム間隔は、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までの分数です。

（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。

minutes デッド タイム間隔の分数。有効な範囲は 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
例 次に、すべての RADIUS サーバの定期的なモニタリングを実行するグローバル デッド タイム間隔を設

定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# radius-server deadtime 5

次に、すべての RADIUS サーバのグローバル デッド タイム間隔をデフォルトに戻して、サーバの定期

的なモニタリングをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ログイン時、username@vrfname:hostname を指定できます。vrfname は、使用する Virtual Routing 
and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタンスで、hostname は、設定した 
RADIUS サーバ名です。ユーザ名が認証用に RADIUS サーバに送信されます。

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。

n1000v# config t
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(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

指定要求 RADIUS サーバ設定を表示します。
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radius-server host 
RADIUS サーバ 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

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]]

構文の説明 hostname RADIUS サーバの Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）

名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字

数は 256 です。

ipv4-address A.B.C.D 形式の RADIUS サーバの IPv4 アドレス。

ipv6-address X:X:X::X 形式の RADIUS サーバの IPv6 アドレス。

key （任意）RADIUS サーバ事前共有秘密キーを設定します。

0 （任意）RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキ

ストで指定された事前共有キーを設定します。これはデフォルトです。

7 （任意）RADIUS 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

された事前共有キー（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キー。事前共

有キーには、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です（空白文字は使用で

きません）。大文字と小文字が区別され、 大文字数は 63 です。

pac （任意）Cisco TrustSec と連動させるために、RADIUS Cisco Access 
Control Server（ACS）で 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）デバイスがローカル認証に戻る前に RADIUS サーバ（複数可）へ

の接続試行を行う回数を設定します。有効な範囲は 1 ～ 5 回で、デフォル

トは 1 回です。

test （任意）テスト パケットを RADIUS サーバに送信するようにパラメータを

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。有効な範囲

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、英数

字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字数は 32 です。
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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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 サーバの認証とアカウンティングのパラメータを設定する例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 key HostKey 
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 auth-port 2003 
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 acct-port 2004
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 accounting
n1000v(config)# radius-server host radius2 key 0 abcd 
n1000v(config)# radius-server host radius3 key 7 1234
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
n1000v(config)# radius-server host 10.10.2.3 test username tester
n1000v(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。ユーザ名は、英数字で指定し

ます。大文字と小文字の区別がなく、 大文字数は 32 です。

timeout seconds RADIUS サーバへの再送信タイムアウト（秒単位）を指定します。デフォ

ルトは 5 秒で、有効な範囲は 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 none

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 共有秘密キーを設定するには、radius-server key コマンドを使用します。設定した共有秘密

キーを削除するには、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

構文の説明

デフォルト クリア テキスト

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 事前共有キーを設定する必要がありま

す。キーの長さは 63 文字で、出力可能な任意の ASCII 文字を含めることができます（スペースは使用

できません）。グローバル キーは、スイッチにあるすべての RADIUS サーバ コンフィギュレーション

で使用するよう設定できます。このグローバル キーよりも優先するキーを個々のホストにの割り当て

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、RADIUS 認証を設定する各種のシナリオを提供する例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# radius-server key AnyWord
n1000v(config)# radius-server key 0 AnyWord 
n1000v(config)# radius-server key 7 public pac

0 （任意）RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキ

ストで指定された事前共有キーを設定します。

7 （任意）RADIUS 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

された事前共有キーを設定します。

shared-secret RADIUS クライアントとサーバ間の通信を認証するために使用される事前

共有キー。事前共有キーには、出力可能な ASCII 文字の使用が可能です

（空白文字は使用できません）。大文字と小文字が区別され、 大文字数は 
63 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 
デバイスが RADIUS サーバで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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバに再送信回数を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# radius-server retransmit 3

次に、RADIUS サーバに再送信のデフォルト数を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no radius-server retransmit 3

関連コマンド

count デバイスがローカル認証に戻る前に RADIUS サーバ（複数可）への接続試

行を行う回数。有効な範囲は 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、タイムアウト間隔を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# radius-server timeout 30

次に、デフォルトの間隔に戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no radius-server timeout 30

関連コマンド

seconds RADIUS サーバへの再送信間隔の秒数。有効な範囲は 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
指定したポートに専用レート 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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト デフォルト値は共有レート モードです。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したポートに専用レート モードを設定するには、rate-mode dedicated コマンドを使用します。

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 ポート単位で 10 Gbps（ギガビット /秒）

の帯域幅を処理します。レートモード パラメータを使用すれば、この帯域幅を 4 ポートのうちの 初

のポート専用にさせることも、4 ポート全体でこの帯域幅を共有させることもできます。

（注） 帯域幅を 1 つのポート専用にする場合、 初にそのグループのポートを管理シャットダウンしてレート 
モードを専用に変更し、専用ポートを管理的にアップする必要があります。

表 1 に、10 Gbps ごとの帯域幅を共有するポートのグループと、帯域幅全体を利用するために使用する

グループの専用ポートを示します。

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 1 共有ポートと専用ポート

帯域幅を共有する

ポート グループ

10 ギガビット イー

サネットの帯域幅

を専用するポート

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 コマンドを入力すると、10 Gb の全帯域幅が 1 つのポートに専用に割り当てられ

ます。帯域幅を専用にすると、以後のポートのサブ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。

n1000v# config t 
n1000v(config)# interface ethernet 4/17, ethernet 4/19, ethernet 4/21, ethernet 4/23
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)# interface ethernet 4/17
n1000v(config-if)# rate-mode dedicated
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

関連コマンド

18、20、22、24 18

25、27、29、31 25

26、28、30、32 26

表 1 共有ポートと専用ポート

帯域幅を共有する

ポート グループ

10 ギガビット イー

サネットの帯域幅

を専用するポート

コマンド 説明

show interface 現在のレート モードである dedicated を含む、インターフェイス情報を表

示します。
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record
NetFlow 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 | netflow protocol-port} | 
netflow-original}

no record {name | netflow ipv4 {original-input | original-output | netflow protocol-port} 
| netflow-original}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード フロー 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン フロー レコードは、フロー内のパケット、フローごとに収集されるカウンタのタイプなどの NetFlow 
が収集する情報を定義します。新しいフロー レコードを定義するか、あらかじめ定義されたフロー レ
コードを使用できます。

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。

name 新しい NetFlow 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 NetFlow 
フロー レコードを指定します。

original-input 従来の IPv4 入力を使用する、事前定義済みの NetFlow フロー レコードを

指定します。

original-output 従来の IPv4 出力を使用する、事前定義済みの NetFlow フロー レコードを

指定します。

netflow protocol-port プロトコルおよびポート集約スキームを使用する NetFlow 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 入力を使用する NetFlow フロー レコードを

指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドは、protocol-port 属性を netflow protocol-port に変更する

ように修正されました。

4.0(4)SV1(1) このコマンドが追加されました。
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record
n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor testmon
n1000v(config-flow-monitor)# record netflow ipv4 original-input
n1000v(config-flow-monitor)#

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow monitor testmon
n1000v(config-flow-monitor)# no record netflow ipv4 original-input
n1000v(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
reload 
冗長ペアのプライマリおよびセカンダリ VSM の両方をリブートするには、reload コマンドを使用しま

す。

reload

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 冗長ペアの VSM のうち 1 つだけをリブートするには、reload module コマンドを代わりに使用しま

す。

リロードする前に、前回のリブートまたは再起動以降の設定変更を保持するために、copy 
running-configuration to startup-configuration コマンドを使用します。

リロードを実行後、手動で VSM を再起動する必要があります。

例 次に、プライマリおよびセカンダリ VSM の両方をリロードする例を示します。

n1000v(config)# reload
!!!WARNING! there is unsaved configuration!!!
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
2010 Sep  3 11:33:35 bl-n1000v %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from 
Command Line Interface

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

reload module 冗長ペアの指定した VSM（1 または 2）をリロードします。
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reload module
reload module
冗長ペアの VSM のうち 1 つをリロードするには、reload module コマンドを使用します。

reload module module [force-dnld]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 冗長ペアの両方の VSM をリブートするには、reload コマンドを代わりに使用します。

リロードする前に、前回のリブートまたは再起動以降の設定変更を保持するために、copy 
running-configuration to startup-configuration コマンドを使用します。

リロードを実行後、手動で VSM を再起動する必要があります。

例 次に、冗長ペアのセカンダリ VSM である VSM 2 をリロードする例を示します。

n1000v# reload module 2
!!!WARNING! there is unsaved configuration!!!
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
2010 Sep  3 11:33:35 bl-n1000v %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from 
Command Line Interface

関連コマンド

module モジュール番号は、次のとおりです。

• 1（プライマリ VSM）

• 2（セカンダリ VSM）

force-dnld （任意）ネットブートおよびイメージ ダウンロードを強制するために指定

されたモジュールをリブートします。

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。

reload プライマリ VSM とセカンダリ VSM の両方がリブートされます。
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remote
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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、リモート マシンに接続する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connection svsconn1
n1000v(config-svs-conn)# remote hostname server1
n1000v(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。形式は、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。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 情報を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# resequence mac access-list aclOne 1 2
n1000v(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）リストの名前です。

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

構文の説明

デフォルト ディレクトリが現在の作業ディレクトリから削除されます。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、my_files ディレクトリを削除する例を示します。

n1000v# rmdir my_files

関連コマンド

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。名前では、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。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。名前では、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

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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、UserA という名前のロールを作成する例を示します。

n1000v # config t
n1000v(config)# role name UserA

次に、UserA ロールを削除する例を示します。

n1000v(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 ロールとその規則を表示します。

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にアクセスを許可するインターフェイ

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にアクセスを許可する VLAN を指定

します。
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rule
ユーザ ロールの基準を定義するルールを作成するには rule 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。

rule number {deny | permit} {read | read-write [feature feature-name | feature-group 
group-name] | command command-name}

no rule number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン rule number は、そのルールが適用される順序を指定します。ルールは番号の降順で適用されます。た

とえば、あるロールに 3 つの規則がある場合は、 初に規則 3 が適用され、次に規則 2、 後に規則 1 
が適用されます。ロールごとに 大 256 のルールを設定できます。

number このルールを識別する番号です。

deny 機能の実行権をユーザが拒否されていることを示します。

permit 機能の実行権をユーザが許可されていることを示します。

read 割り当てられたユーザに読み取りアクセス権があるかどうかを指定します。

read-write 割り当てられたユーザに読み取りと書き込みアクセス権があるかどうかを指定しま

す。

feature （任意）ルールの機能を指定します。

feature-name 個々の機能（syslog や TACACS+ など）の名前です。この機能に対するアクセス権

をこのルールの中で定義することができます。

feature-group （任意）機能タイプを指定します。

group-name 機能をグループ化したもの。このグループに対するアクセス権をルールの中で定義

することができます。

command このルールにコマンドを指定します。

command-
name

単一のコマンド、または 1 つの正規表現で表現されるコマンドの集合。このコマン

ドに対するアクセス権をルールの中で定義することができます。

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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rule
例 次に、clear users コマンドへのアクセスを拒否するルールを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name UserA
n1000v(config-role)# rule 1 deny command clear users
n1000v(config-role)# 

次に、ルール 1 の設定を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name UserA
n1000v(config-role)# no rule 1

関連コマンド コマンド 説明

username ユーザに関する情報を設定します。

show role ユーザ ロールの設定を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v(config)# run-script volatile:Sample
n1000v(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。名前では、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

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の名前を表示します（pwd）。
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run-script
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# qos statistics
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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qos statistics
関連コマンド コマンド 説明

show policy-map すべてのポリシー マップ、または指定したポリシー マップに対するポリ

シー マップ設定を表示します。
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queue-limit
queue-limit
多数のパケットのキュー サイズを設定するには、queue-limit コマンドを使用します。デフォルト値を

設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

queue-limit {q-size [packets]} 

no queue-limit {q-size [packets]}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ポリシー マップ タイプ キューイング クラス コンフィギュレーション（config-pmap-c-que）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、キュー制限を 5000 パケットに設定する例を示します。

n1000v(config-pmap-c-que)# queue-limit 5000 packets 

関連コマンド

q-size パケットのキュー サイズ。

packets （任意）パケット。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

bandwidth（ポリシー マップ） QoS ポリシー マップ内の特定のトラフィック クラスに 小帯

域幅保証を設定します。

show policy-map type queuing
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queue-limit
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この章では、S で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。
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segment id
segment id
VXLAN にセグメント ID を指定するには、segment id コマンドを使用します。セグメント ID を削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

segment id segment-id 

no segment id

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ブリッジ ドメイン コンフィギュレーション（config-bd）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 1 つのブリッジ ドメインだけが特定のセグメント ID 値を使用できます。

例 次に VXLAN にセグメント ID を指定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# bridge-domain tenant-red
n1000v(config-bd)# segment id 20480
n1000v(config-bd)#

関連コマンド

segment-id VXLAN のセグメント ID です。有効な値は 4096 ～ 16777215 です。（値 1 ～ 4095 
は VLAN に予約されています）

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show bridge-domain ブリッジ ドメインの情報を表示します。
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send
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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# send session sessionOne testing
n1000v# 

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 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。

コマンド 説明

show banner バナーを表示します。
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server
RADIUS サーバを RADIUS サーバ グループのメンバーとして設定するには、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。

server {ipv4-address | server-name}

no server {ipv4-address | server-name}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード Radius コンフィギュレーション（config-radius）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバを RADIUS サーバ グループのメンバーとして設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(config-radius)# server 10.10.1.1
n1000v(config-radius)#

次に、サーバの設定を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(config)# no server 10.10.1.1

関連コマンド

ipv4-address RADIUS サーバの IPV4 アドレスを指定します。

server-name RADIUS サーバを識別する名前を指定します。

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

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成し、そのグループの RADIUS サーバ グ
ループ コンフィギュレーション サブモードを開始します。

deadtime モニタリング デッド タイムを設定します。

use-vrf サーバ グループ内のサーバとの接続に使用する Virtual Routing and 
Forwarding（VRF; 仮想ルーティング /転送）を指定します。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ グループの設定を表示します。
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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]}}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、vEthernet インターフェイス 10 に sp10 という入力 QoS サービス ポリシーを統計情報なしで追

加する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 10
n1000v(config-if)# service-policy type qos input sp10 no-stats
n1000v(config-if)# 

次に、vEthernet インターフェイス 10 から統計情報なしの sp10 という入力 QoS サービス ポリシーを 
削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 10
n1000v(config-if)# no service-policy type qos input sp10 no-stats
n1000v(config-if)# 

input 入力サービス ポリシーを指定します。

name ポリシー名。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。
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S コマンド

service-policy
関連コマンド コマンド 説明

show running-config 
interface

インターフェイス設定情報を表示します。

interface vethernet vEthernet インターフェイス設定を作成します。

port-profile ポート プロファイル設定を作成します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン SVM に対して設定されたポート プロファイルにサービス ポートが指定されていない場合は、ネット

ワーク上でパケット フラッディングが発生します。

SVM に対してポート プロファイルを設定するときは、初めにその SVM を停止させてください。この

ようにすれば、ポート プロファイルがサービス ポートを持たないように誤って設定されても、ネット

ワーク上でパケット フラッディングが発生することはありません。設定と確認が完了したら、SVM を
再び稼動させます。

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile svm_vsd1_in
n1000v(config-port-prof)# service-port inside default-action drop
n1000v(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。
401
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

S コマンド

service-port
n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile svm_vsd1_in
n1000v(config-port-prof)# no service-port 
n1000v(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。制限を削除するには、こ

のコマンドの no 形式を使用します。

session-limit number

no session-limit number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VSH セッションの数を制限する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line vty
n1000v(config-line)# session-limit 10
n1000v(config-line)# 

次に、制限を解除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# line vty
n1000v(config-line)# no session-limit 10
n1000v(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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S コマンド

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}}}}

構文の説明 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 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-nam
e

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、クラス属性を設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# policy-map pm1
n1000v(config-pmap-qos)# class class-default
n1000v(config-pmap-c-qos)# set qos-group 1

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-preceden
ce-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-c
lass-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-ds
cp-map

プレシデンスから DSCP への変換マップです。

precedence-dis
card-class-ma
p

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。
405
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

S コマンド

set
n1000v(config-pmap-c-qos)#

次に、クラス属性を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# policy-map pm1
n1000v(config-pmap-qos)# class class-default
n1000v(config-pmap-c-qos)# no set qos-group 1
n1000v(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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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

構文の説明 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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べます。

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。
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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
  feature telnet
  no feature ssh 
  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
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setup
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（VLAN）
shutdown（VLAN）
VLAN の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。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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト no shutdown

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン デフォルト VLAN の VLAN1、または VLAN 1006 ～ 4094 はシャットダウンできません。

例 次の例では、VLAN 10 のスイッチングをシャットダウンする方法を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# shutdown
n1000v(config-vlan)# 

次に、VLAN 10 のスイッチングを有効にする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# no shutdown
n1000v(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。

vlan VLAN コンフィギュレーションを作成します。
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shutdown（インターフェイス）
shutdown（インターフェイス）
インターフェイスをディセーブルにするには、shutdown コマンドを使用します。インターフェイスを

イネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

shutdown [force]

no shutdown [force]

構文の説明

デフォルト シャットダウンなし

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドはインターフェイスをシャットダウンします。トラフィックは通過せず、インターフェイ

スは管理ダウン状態になります。

例 次に、イーサネット インターフェイス 3/1 を管理上ディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t 
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# shutdown
n1000v(config-if)#

次に、イーサネット インターフェイス 3/1 を管理上イネーブルにする例を示します。

n1000v# config t 
n1000v(config)# interface ethernet 3/1
n1000v(config-if)# no shutdown
n1000v(config-if)#

関連コマンド

force （任意）インターフェイスを管理上イネーブルにするか、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 interface インターフェイスの設定を表示します。

interface ethernet イーサネット インターフェイス設定を作成します。

interface vethernet vEthernet インターフェイス設定を作成します。
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shutdown（ポート プロファイル）
shutdown（ポート プロファイル）
ポート プロファイルのすべてのポートをディセーブルにするには、shutdown コマンドを使用します。

ポート プロファイルのポートをイネーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

shutdown [force]

no shutdown [force]

構文の説明

デフォルト すべてのポートが管理上ディセーブルです

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、プロファイルのすべてのポートを管理上ディセーブルにします。トラフィックは通過

せず、ポートは管理ダウン状態で表示されます。

例 次に、TrunkProf のポート プロファイルのすべてのポートを管理上イネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile TrunkProf
n1000v(config-port-prof)# no shutdown
n1000v(config-port-prof)# 

次に、TrunkProf のポート プロファイルのすべてのポートを管理上ディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile TrunkProf
n1000v(config-port-prof)# shutdown
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド

force （任意）プロファイルのすべてのポートを管理上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。
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shutdown（ポート プロファイル）
コマンド 説明

show port-profile 
name profile_name

指定したポート プロファイル設定を表示します。

port-profile ポート プロファイル設定を作成します。
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S コマンド

sleep
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン time を 0 に設定した場合、スリープはディセーブルになります。

例 次に、スリープ時間を設定する例を示します。

n1000v# sleep 100
n1000v# 

次に、スリープをディセーブルにする例を示します。

n1000v# sleep 0
n1000v# 

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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S コマンド

snmp-server aaa-user cache-timeout
snmp-server aaa-user cache-timeout
ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定には、snmp-server aaa-user 
cache-timeout コマンドを使用します。デフォルトの 3600 秒に戻すには、このコマンドの no 形式を

使用します。

snmp-server user aaa-user cache-timeout seconds

no snmp-server user aaa-user cache-timeout seconds

構文の説明

デフォルト デフォルトのタイムアウトは 3600 秒です。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、AAA 同期ユーザ設定をローカル キャッシュで 1200 秒間維持するように設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server aaa-user cache-timeout 1200

次に、デフォルトの 3600 秒に戻す例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server aaa-user cache-timeout 1200

関連コマンド

seconds ローカル キャッシュでユーザ設定を維持する時間の長さを指定します。範囲は 1 ～ 
86400 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 snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP プロトコルをイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。
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S コマンド

snmp-server aaa-user cache-timeout
snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。

コマンド 説明
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S コマンド

snmp-server community
snmp-server community
SNMP コミュニティ ストリングを作成するには、snmp-server community コマンドを使用します。コ

ミュニティを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server community string [group group-name] [ro | rw]

no snmp-server community string [group group-name] [ro | rw] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン SNMPv1 または SNMPv2c の SNMP コミュニティを作成できます。

例 次に、public という名前の SNMP コミュニティの読み取り専用アクセスを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server community public ro

次に、public という名前の SNMP コミュニティを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server community public

関連コマンド

string SNMP コミュニティ ストリングです。これがコミュニティを識別します。

group （任意）このコミュニティが属するグループを指定します。

group-name 既存のグループを識別する名前を指定します。

ro （任意）このコミュニティの読み取り専用アクセスを指定します。

rw （任意）このコミュニティの読み取りと書き込みアクセスを指定します。

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。

コマンド 説明

show snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。
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S コマンド

snmp-server community
snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。

snmp-server 
community

SNMP コミュニティ ストリングを作成してアクセス権限を割り当てます。

コマンド 説明
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S コマンド

snmp-server contact
snmp-server contact
SNMP コンタクト名として sysContact を設定するには、snmp-server contact コマンドを使用します。

sysContact 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。

snmp-server contact [name] 

no snmp-server contact [name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン SNMPv1 または SNMPv2c の SNMP コミュニティを作成できます。

例 次に、sysContact を Admin に設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server contact Admin

次に、sysContact を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server contact

関連コマンド

name （任意）SNMP コンタクト名（sysContact）を 32 文字以下の英数字で指定します。

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 snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。
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S コマンド

snmp-server contact
snmp-server host SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。

コマンド 説明
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S コマンド

snmp-server globalEnforcePriv
snmp-server globalEnforcePriv
SNMP メッセージの暗号化をすべてのユーザに強制するには、snmp-server globalEnforcePriv コマ

ンドを使用します。

snmp-server globalEnforcePriv

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、SNMP メッセージの暗号化をすべてのユーザに強制する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server mib globalEnforcePriv

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 snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server host SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。
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S コマンド

snmp-server host
snmp-server host
SNMPv1 トラップまたは SNMPv2c トラップのホスト レシーバを設定するには、snmp-server host コ
マンドを使用します。ホ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。

snmp-server host ip-address {traps | informs}{version {1 | 2c | 3}} [auth | noauth | priv] 
community [udp_port number]

no snmp-server host ip-address {traps | informs} {version {1 | 2c | 3}} [auth | noauth | 
priv] community [udp_port number]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、SNMPv1 トラップのホスト レシーバ（192.0.2.1）を設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server host 192.0.2.1 traps version 1 public

次に、設定を削除する例を示します。

ip-address SNMP 通知ホストの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または DNS 名です。

informs このホストへの通知メッセージを指定します。

traps このホストへのトラップ メッセージを指定します。

version 通知メッセージに使用する SNMP バージョンを指定します。

1 バージョンとして SNMPv1 を指定します。

2c バージョンとして SNMPv2c を指定します。

3 バージョンとして SNMPv3 を指定します。

auth （任意）（SNMPv3 に）authNoPriv セキュリティ レベルを指定します。

noauth （任意）（SNMPv3 に）noAuthNoPriv セキュリティ レベルを指定します。

priv （任意）（SNMPv3 に）authPriv セキュリティ レベルを指定します。

community SNMPv1/v2c コミュニティ ストリングまたは SNMPv3 ユーザ名を指定します。コ

ミュニティ ストリングには、255 文字以下の英数字を使用できます。

udp-port （任意）既存の UDP ポートを指定します。

number 通知ホストの UDP ポートを識別する番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です

リリース 変更内容

4.0(1) このコマンドが追加されました。
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S コマンド

snmp-server host
n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server host 192.0.2.1 traps version 1 public

関連コマンド コマンド 説明

show snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。
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S コマンド

snmp-server location
snmp-server location
SNMP ロケーション名として sysLocation を設定するには、snmp-server location コマンドを使用しま

す。

sysLocation を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server location [name] 

no snmp-server location [name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、sysLocation を Lab-7 に設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server location Lab-7

次に、sysLocation を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server location

関連コマンド

name （任意）SNMP ロケーション名（sysLocation）を 32 文字以下の英数字で指定しま

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 snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host  SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。
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S コマンド

snmp-server location
snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。

コマンド 説明
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S コマンド

snmp-server protocol enable
snmp-server protocol enable
SNMP プロトコルの動作をイネーブルにするには、snmp-server protocol enable コマンドを使用しま

す。SNMP プロトコルの動作をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server protocol enable

no snmp-server protocol enable

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト このコマンドは、デフォルトでイネーブルにされています。

コマンド モード グローバル コンフィギュレーション（config）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、SNTP プロトコルの動作をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server protocol enable

次に、SNTP プロトコルの動作をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server protocol 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 snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host  SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。
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S コマンド

snmp-server protocol enable
snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。

コマンド 説明
427
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

S コマンド

snmp-server tcp-session
snmp-server tcp-session
TCP で SNMP に対する認証をイネーブルにするには、snmp-server tcp-session コマンドを使用しま

す。TCP で SNMP に対する認証をディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server tcp-session [auth]

no snmp-server tcp-session

構文の説明

デフォルト このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

コマンド モード 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、TCP で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server tcp-session auth

次に、TCP で SNMP に対するワンタイム認証をディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server tcp-session

auth （任意）TCP セッション全体で（コマンド ベースではなく）SNMP に対するワンタ

イム認証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。
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S コマンド

snmp-server tcp-session
関連コマンド コマンド 説明

show snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host  SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server user 認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。
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S コマンド

snmp-server user
snmp-server user
SNMP エンジンにアクセスできるユーザを定義するには、snmp-server user コマンドを使用します。

SNMP エンジンへのユーザ アクセスを拒否するには、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp-server user name [auth {md5 | sha} passphrase-1 [priv [aes-128] passphrase-2] 
[engineID id] [localizedkey]]

no snmp-server user name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、HMAC SHA アルゴリズムを認証に使用して、Admin というユーザにワンタイム SNMP 認証を

行う例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh

name SNMP エンジンにアクセスできるユーザの名前を指定します。

auth （任意）TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

md5 （任意）認証の HMAC MD5 アルゴリズムを指定します。

sha （任意）認証の HMAC SHA アルゴリズムを指定します。

passphrase-1 このユーザの認証パスフレーズを指定します。パスフレーズには 大 64 文字の英

数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

priv （任意）ユーザの暗号パラメータを指定します。

aes-128 （任意）プライバシーの 128 バイトの AES アルゴリズムを指定します。

passphrase-2 このユーザの暗号パスフレーズを指定します。パスフレーズには 大 64 文字の英

数字を使用できます。大文字と小文字を区別します。

engineID （任意）通知ターゲット ユーザを設定する engineID を指定します（V3 informs 
用）。

id engineID を識別する番号です。コロンで区切った 12 桁の 10 進数で指定します。

localizedkey （任意）パスフレーズを 130 文字以下の英数字で指定します。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。
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snmp-server user
次に、SNMP エンジンへのユーザ アクセスを拒否する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no snmp-server user Admin 

関連コマンド コマンド 説明

show snmp SNMP 情報を表示します。

snmp-server aaa-user 
cache-timeout

ローカル キャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定しま

す。

snmp-server contact sysContact（SNMP コンタクト）を設定します。

snmp-server protocol 
enable

SNMP をイネーブルにします。

snmp-server 
globalEnforcePriv

すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

snmp-server host  SNMP トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。

snmp-server location sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。

snmp-server 
tcp-session 

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。
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snmp trap link-status
snmp trap link-status
インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをイネーブルにするには、snmp trap link-status 
コマンドを使用します。インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをディセーブルにするに

は、このコマンドの no 形式を使用します。

snmp trap link-status 

no snmp trap link-status

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード CLI 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドは、デフォルトでイネーブルにされています。

例 次に、インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface veth 2
n1000v(config-if)# snmp trap link-status
n1000v(config-if)#

次に、インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをディセーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# interface veth 2
n1000v(config-if)# no snmp trap link-status
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

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 モードを開始します。
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snmp trap link-status
snmp-server enable 
traps

すべての SNMP 通知をイネーブルにします。

snmp-server 
tcp-session

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにしま

す。

コマンド 説明
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source-interface
source-interface
RADIUS または TACACS+ サーバ グループに到達する送信元インターフェイスを指定するには、

source-interface コマンドを使用します。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-interface interface-type interface-id

no source-interface 

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード RADIUS 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+）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、RadServer RADIUS サーバ グループの RADIUS サーバに到達する送信元インターフェイス 
mgmt0 を指定する例を示します。

n1000v # configure terminal
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(config-radius)# source-interface mgmt0

interface-type インターフェイス タイプを指定します。

• loopback：ループバック インターフェイス

• mgmt：管理インターフェイス

• null：ヌル インターフェイス

• port-channel：ポート チャネル インターフェイス

interface-id スロット /ポートまたは番号などのインターフェイス ID を指定します。

• loopback：0 ～ 1023 の仮想インターフェイス番号

• mgmt：管理インターフェイス 0

• null：ヌル インターフェイス 0

• port-channel：1 ～ 4096 のポートチャネル番号

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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source-interface
n1000v(config-radius)#

次に、設定から送信元インターフェイスを削除する例を示します。

n1000v # configure terminal
n1000v(config)# aaa group server radius RadServer
n1000v(config-radius)# no source-interface 
n1000v(config-radius)#

関連コマンド コマンド 説明

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成します。

aaa group server 
tacacs+

TACACS+ サーバ グループを作成します。

show radius-server 

groups
RADIUS サーバ グループの設定を表示します。

show tacacs-server 
groups

TACACS+ サーバ グループの設定を表示します。
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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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。

n1000v# 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 のフロー レコード情報を表示します。

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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speed
speed
インターフェイスの速度を設定するには、speed コマンドを使用します。速度とデュプレックス パラ

メータの両方を自動的に自動に設定するには、このコマンドの no 形式を使用します。

speed {speed_val | auto [10 100 [1000]]} 

no speed [{speed_val | auto [10 100 [1000]]}]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン イーサネット ポート速度を自動以外の値（10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps など）に設定する場合は、

それに合わせて接続先ポートを設定してください。接続先ポートが速度をネゴシエーションするように

設定しないでください。

例 次に、スロット 3 にあるモジュールのイーサネット ポート 1 の速度を 1000 Mbps に設定する例を示し

ます。

n1000v config t
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)# speed 1000

次に、速度を自動的に自動に設定する例を示します。

n1000v config t
n1000v(config)# interface ethernet 2/1
n1000v(config-if)# no speed 1000

speed_val インターフェイスのポート速度を Mbps 単位で指定します。

auto 速度を接続先ポートと自動ネゴシエートするようにインターフェイスを設定しま

す。

10 （任意）速度を 10 Mbps に設定します。

100 （任意）速度を 100 Mbps に設定します。

1000 （任意）速度を 1000 Mbps 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。
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speed
関連コマンド コマンド 説明

interface 設定するインターフェイスを指定します。

duplex 全二重モード、半二重モード、自動ネゴシエート モードを指定します。

show interface インターフェイス ステータスを表示します。速度およびデュプレックス 
モード パラメータもあわせて表示します。
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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]

構文の説明

デフォルト デフォルト VRF

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。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。

hostname リモート デバイスのホスト名。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転送）名を指定しま

す。VRF 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

clear ssh session SSH セッションを消去します。

feature ssh SSH サーバをイネーブルにします。
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ssh key
ssh key
スイッチのキー ペア（SSH サーバをイネーブルにしている場合に使用されます）を生成するには、ssh 
key コマンドを使用します。SSH サーバ キーを削除するには、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]

構文の説明

デフォルト 1024 ビットの長さ

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 キーを削除または交換する場合、no feature ssh コマンドを使用してまず SSH サーバを

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 キーを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# ssh key dsa
generating dsa key(1024 bits).....
..
generated dsa key

次に、デフォルトのキーの長さで RSA を使用して SSH サーバ キーを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.
generated rsa key

dsa Digital System Algorithm（DSA）SSH サーバ キーを指定します。

force （任意）SSH キーの交換を強制します。

rsa Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キー暗号法の SSH サー

バ キーを指定します。

length （任意）SSH サーバ キーを作成するときに使用するビット数。有

効な範囲は 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
次に、指定したキーの長さで RSA を使用して SSH サーバ キーを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(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 キーを交換する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature ssh 
n1000v(config)# ssh key dsa force
deleting old dsa key.....
generating dsa key(1024 bits).....
.
generated dsa key
n1000v(config)# feature ssh 

次に、DSA SSH サーバ キーを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature ssh 
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
n1000v(config)# no ssh key dsa
n1000v(config)# feature ssh

次に、すべての SSH サーバ キーを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# no feature ssh 
XML interface to system may become unavailable since ssh is disabled
n1000v(config)# no ssh key 
n1000v(config)# feature ssh

関連コマンド コマンド 説明

show ssh key SSH サーバ キーの情報を表示します。

feature ssh SSH サーバをイネーブルにします。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、VLAN の動作ステートを設定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# state active
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# no state
n1000v(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（ポート プロファイル）
state（ポート プロファイル）
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# state enabled
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド

enabled 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# ip access-list 1
n1000v(config-acl)# statistics per-entry
n1000v(config-acl)# 

次に、統計情報を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# ip access-list 1
n1000v(config-acl)# no statistics per-entry
n1000v(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
sub-group
インターフェイス ポート チャネル サブグループ割り当てを設定するには、sub-group 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。

sub-group {cdp | manual}

no sub-group

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 をイネーブ

ルにしない場合、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
n1000v(config)# interface port-channel 1

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）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 が設定されていない場合に使用します。

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-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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connection conn1
n1000v(config-svs-conn)# 

次に、SVS 接続をディセーブルにする例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no svs connection conn1
n1000v(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 情報を表示します。
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svs-domain
svs-domain
SVS ドメインを設定し、SVS ドメイン コンフィギュレーション モードを開始するには、svs-domain 
コマンドを使用します。

svs-domain 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、SVS ドメイン コンフィギュレーション モードを開始して、SVS ドメインを設定する例を示しま

す。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs-domain
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。

コマンド 説明

show svs SVS 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 ] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • VEM のすべての CPU のプールに十分なライセンスがない場合、その VEM にライセンスを移動で

きません。

• 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。

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 license volatile
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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

注意 サービス中断

一時ライセンスは接続の喪失時に VEM から削除され、接続が再開されても VEM に戻りません。

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 
仮想スーパーバイザ モジュール（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 | L3 interface {mgmt0 | control0}} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン mgmt0 をレイヤ 3 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 をレイヤ 3 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 転送インターフェイスとして mgmt0 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 ドメインに対する転送モードとしてレイヤ 2 を指定します。

L3 interface VSM ドメインに対する転送モードとしてレイヤ 3 を指定し、レイヤ 3 転送イン

ターフェイスを設定します。

mgmt0 レイヤ 3 転送インターフェイスとして mgmt0 を指定します。

control0 レイヤ 3 転送インターフェイスとして control0 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 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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svs upgrade complete
svs upgrade complete
VSM ソフトウェア アップグレードを実行し、アップグレードされたデータパスに切り替えるようにホ

ストに通知するは svs upgrade complete コマンドを使用します。

svs upgrade complete

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VSM アップグレードを実行し、アップグレードされたデータパスに切り替えるようにホストに

通知して、アップグレード ステータスを表示する例を示します。

n1000v(config)# svs upgrade complete 
Warning: Config saved but not pushed to vCenter Server due to inactive connection!
n1000v(config)# show running-config | in svs
svs-domain

svs mode L2  
svs upgrade complete 

svs connection vcenter

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show svs upgrade 
status

新しいソフトウェア バージョンへの VSM のアップグレードをモニタしま

す。

svs upgrade start 手動 VSM アップグレードを開始し、スタンバイでアップグレード情報を

保存します。
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svs upgrade start
svs upgrade start
手動 VSM アップグレードを開始して、スタンバイでアップグレード情報を保存するには、svs 
upgrade start コマンドを使用します。手動アップグレードを停止するには、このコマンドの no 形式

を使用します。

svs upgrade start mgmt0 { ip ipaddress | ipv6 ipv6address } + [control0 ip ipaddr]

no svs upgrade start

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 手動 VSM アップグレードを開始する前に次を実行します。

• システムのすべてのコンフィギュレーションを停止します。また、アップグレード中にコンフィ

ギュレーションを変更しないでください。

• アップグレード中に失われないように、実行コンフィギュレーションのすべての変更内容をスター

トアップ コンフィギュレーションに保存します。

• 外部ストレージに実行コンフィギュレーションのコピーを保存します。

• 制御、パケット、管理、ストレージに使用するすべての VSM ポート、アップリンク、vmknic、
vsif がシステム プロファイルで設定されていることを確認します。

• VC、VSM ペア、およびホストまたはモジュールの間のネットワーク接続があることを確認しま

す。

• すべてのホストまたはモジュールが並行 VEM ソフトウェア バージョンにアップグレードされてい

ることを確認します。

mgmt0 管理インターフェイスを指定します。

ip ipaddress IP アドレスを指定します。

ipv6 ipv6address IPv6 アドレスを指定します。

control0 ip （任意）control0 IP アドレスを指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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svs upgrade start
• Cisco Nexus 1010 の VSM をアップグレードする場合、セカンダリ VSM2 がアクティブで、プラ

イマリ VSM1 がスタンバイであることを確認します。

• Cisco Nexus 1010 で VSM をアップグレードする場合は、Cisco Nexus 1010 が HA 設定に含まれ

ている必要があります。

ソフトウェア アップグレード中の VSM2 へのアクセスを保つために、このプロセスでは VSM2 への代

替管理 IP アドレスを割り当てる必要があります。

例 次に、手動 VSM アップグレードを開始して一時的な IP アドレスを割り当てる例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs upgrade start mgmt0 ip 10.78.109.44 
WARNING!
1. Please do not change the configuration of the system from this point onwards
2. Ensure that all relevant ports, including uplinks, vmknics, and vsifs used for control, 
packet, management, storage as well as VSM ports, are all configured with system profiles
3. Ensure there is network connectivity between VC, VSM pair, and the hosts/modules
4. Ensure all the hosts/modules are upgraded with the next version of VEM software package
n1000v(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show svs upgrade 
status

新しいソフトウェア バージョンへの VSM のアップグレードをモニタしま

す。

svs upgrade complete VSM ソフトウェア アップグレードを実行し、アップグレードされたデー

タパスに切り替えるようにホストに通知します。

show module システムで利用可能なすべての VSM と VEM に関する情報を表示します。

reload プライマリ VSM とセカンダリ VSM の両方がリブートされます。

show system 
redundancy status

システムの HA 状態を表示します。

boot kickstart キックスタート ブート変数が設定されます。

boot system システム ブート変数が設定されます。

system redundancy 
role primary

VSM のプライマリ冗長ロールを設定します。

show svs connections Cisco Nexus 1000V への現在の接続を表示します。
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svs veth auto-config-purge
svs veth auto-config-purge
システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルを変更するときに、VSM による vEthernet 
インターフェイスのすべての手動設定の削除をイネーブルにするには、svs veth auto-config-purge コ
マンドを使用します。この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。

svs veth auto-config-purge

no svs veth auto-config-purge

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルを変更するときに、VSM による vEthernet 
インターフェイスのすべての手動設定の削除をイネーブルにする例を示します。

n1000v(config)# svs veth auto-config-purge
n1000v(config)#

次に、xxx の設定を削除する例を示します。

n1000v(config)# no svs veth auto-config-purge
n1000v(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

interface vethernet 
interface-number

vEthernet インターフェイスを作成します。

show running-config システムの現在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。

show interface 
vethernet

vEthernet 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 veth auto-config-purge
svs veth auto-delete vNIC またはハイパーバイザ ポートでもう使用されていない DVPorts の 
VSM による自動削除をイネーブルにします。

svs veth auto-setup 新しいポートがホストでアクティブになったとき、VSM による vEthernet 
インターフェイスの自動作成をイネーブルにします。

コマンド 説明
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svs veth auto-delete
svs veth auto-delete
vNIC またはハイパーバイザ ポートでもう使用されていない DVPorts の VSM による自動削除をイネー

ブルにするには、svs veth auto-delete コマンドを使用します。この制御をディセーブルにするには、

このコマンドの no 形式を使用します。

svs veth auto-delete

no svs veth auto-delete

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、vNIC またはハイパーバイザ ポートでもう使用されていない DVPorts の VSM による自動削除を

イネーブルにする例を示します。

n1000v(config)# svs veth auto-delete
n1000v(config)#

次に、vNIC またはハイパーバイザ ポートでもう使用されていない DVPorts の自動削除をディセーブ

ルにする例を示します。

n1000v(config)# no svs veth auto-delete
n1000v(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

interface vethernet 
interface-number

vEthernet インターフェイスを作成します。

show running-config システムの現在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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svs veth auto-delete
show interface 
vethernet

vEthernet インターフェイスに関する情報を表示します。

svs veth 
auto-config-purge

システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルを変更するとき

に、VSM による vEthernet インターフェイスのすべての手動設定の削除を

イネーブルにします。

svs veth auto-setup 新しいポートがホストでアクティブになったとき、VSM による vEthernet 
インターフェイスの自動作成をイネーブルにします。

コマンド 説明
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svs veth auto-setup
svs veth auto-setup
新しいポートがホストでアクティブになったとき、VSM による vEthernet インターフェイスの自動作

成をイネーブルにするには、svs veth auto-setup コマンドを使用します。この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。

svs veth auto-setup

no svs veth auto-setup

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、xxx を設定する例を示します。

n1000v(config)# xxx

次に、xxx の設定を削除する例を示します。

n1000v(config)# no xxx

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

interface vethernet 
interface-number

vEthernet インターフェイスを作成します。

show running-config システムの現在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。

show interface 
vethernet

vEthernet 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 veth auto-setup
svs veth auto-delete vNIC またはハイパーバイザ ポートでもう使用されていない DVPorts の 
VSM による自動削除をイネーブルにします。

svs veth 
auto-config-purge

システム管理者がインターフェイスのポート プロファイルを変更するとき

に、VSM による vEthernet インターフェイスのすべての手動設定の削除を

イネーブルにします。

コマンド 説明
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン Cisco NX-OS ソフトウェアでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）の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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# switchname Engineering2
Engineering2(config)#

次に、デバイスのホスト名をデフォルトの設定に戻す例を示します。

Engineering2# configure terminal
Engineering2(config)# no switchname 
n1000v(config)#

関連コマンド

name デバイスの名前。この名前は、 大 32 文字の長さの英数字で、大文字と

小文字が区別され、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が設定されます。

show switchname デバイスのホスト名が表示されます。
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switchport access bridge-domain
ポート プロファイルに VXLAN ブリッジ ドメインを割り当てるには、switchport access 
bridge-domain コマンドを使用します。VXLAN ブリッジ 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。

switchport access bridge-domain bd-name 

no switchport access bridge-domain

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポート プロファイルに VXLAN ブリッジ ドメインを割り当てる例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile tenant-profile
n1000v(config-port-prof)# switchport mode access
n1000v(config-port-prof)# switchport access bridge-domain tenant-red
n1000v(config-port-prof)# 

関連コマンド

bd-name VXLAN ブリッジ ドメインの名前です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show bridge-domain ブリッジ ドメインの情報を表示します。

show running-config 
port-profile 
profile-name

指定したポート 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。

show port-profile 
name profile_name

ポート プロファイルの設定を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# switchport access vlan 10
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# no switchport access vlan
n1000v(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号。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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# switchport mode private-vlan host
n1000v(config-if)# 

次に、モードの設定を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# no switchport mode private-vlan host
n1000v(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}]}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。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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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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# no switchport port-security aging type inactivity
n1000v(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 関連付けを定義するには、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 関連付けを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

switchport private-vlan host-association {primary-vlan-id} {secondary-vlan-id}

no switchport private-vlan host-association 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポートがプライベート VLAN のホスト モードでない限り、ポート上でランタイムの効果はありませ

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 間の関連付けが一

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。

n1000v(config-if)# switchport private-vlan host-association 18 20
n1000v(config-if)# 

次に、ポートからプライベート VLAN 関連付けを削除する例を示します。

n1000v(config-if)# no switchport private-vlan host-association
n1000v(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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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 関連付けを定義するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポートがプライベート VLAN の無差別モードでない限り、ポート上でランタイムの効果はありません。

ポートがプライベート VLAN 無差別モードであっても、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。

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 間の関連付けを消去します。

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。
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例 次に、プライベート VLAN 混合ポート上でプライマリ VLAN 18 をセカンダリ隔離 VLAN 20 に関連

付けるように設定する例を示します。

n1000v(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 20
n1000v(config-if)# 

次に、混合ポート上の関連付けに VLAN を追加する例を示します。

n1000v(config-if)# switchport private-vlan mapping 18 add 21
n1000v(config-if)# 

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。

n1000v(config-if)# no switchport private-vlan mapping
n1000v(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の情報を

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用する場合は、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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# n1000v(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 10 add 11
n1000v(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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 1
n1000v(config-if)# n1000v(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk 10
n1000v(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号。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
switchport trunk allowed vlan
トランキング インターフェイスで許可される VLAN の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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン switchport trunk allowed vlan コマンドを入力する前に、キーワードなしで switchport コマンドを入

力して、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しておく必要があります。こ

の処理は、インターフェイスに対して switchport コマンドを入力しなかった場合にのみ必要となりま

す。

トランクから VLAN 1 を削除しても、トランク インターフェイスは引き続き、VLAN 1 で管理トラ

フィックの送受信を行います。

vlan-list トランキング モード時にタグ付き形式でこのインターフェイス経由で送信を行

う許可 VLAN。有効な値の範囲は 1 ～ 4094 です。

all すべての適切な VLAN が、トランキング モード時にタグ付き形式でこのイン

ターフェイス経由で送信を行うようにします。

none VLAN が、トランキング モード時にタグ付き形式でこのインターフェイス経由

で送信を行わないようにブロックします。

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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S コマンド

switchport trunk allowed vlan
例 次に、連続する一連の VLAN を、トランキング ポートで許可された VLAN のリストに追加する例を

示します。

n1000v(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 40-50
n1000v(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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S コマンド

switchport trunk native vlan
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# interface vethernet 10
n1000v(config-if)# switchport trunk native vlan 20
n1000v(config-if)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号。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 jumbomtu
system jumbomtu
イーサネット ポートが処理できる 大フレーム サイズを指定するシステム全体のジャンボ フレーム サ
イズを設定するには、system jumbomtu コマンドを使用します。

system jumbomtu size

構文の説明

デフォルト 9000 バイト 

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン • 2 つのポート間で転送するには、どちらのポートにも同じ MTU サイズを設定する必要があります。

• ポートの MTU サイズを超えたフレームはドロップされます。

• システム ジャンボ MTU サイズを設定しない場合、デフォルトの 1500 バイトになります。

• レイヤ 2 ポートには、MTU サイズとして、システム デフォルトの 1500 バイトまたはシステム デ
フォルトのジャンボ MTU サイズ 9000 バイトのいずれかを設定できます。

• システム ジャンボ MTU サイズを変更すると、ポート単位で特に MTU サイズを個別に設定しない

限り、レイヤ 2 ポートは自動的にシステム デフォルトの MTU サイズである 1500 バイトを使用し

ます。

例 次に、システム全体の 大フレーム サイズを 8000 バイトに設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# system jumbomtu 8000
n1000v#

関連コマンド

size レイヤ 2 イーサネット インターフェイス ジャンボ 大伝送単位（MTU）のサイ

ズ（バイト単位）です。これよりも大きなフレームはドロップされます。設定は 
1500 ～ 9000 バイトの範囲の偶数である必要があります。

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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S コマンド

system jumbomtu
コマンド 説明

show interface 
ethernet

設定された MTU サイズを含むイーサネット インターフェイスに関する情

報を表示します。

show running-config 現在の稼動設定を表示します。システム ジャンボ MTU サイズもあわせて

表示します。

interface ethernet 設定するインターフェイスを指定します。インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。

mtu システム ジャンボ MTU サイズを指定します。
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system redundancy role
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

定に戻す場合は、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}

構文の説明

コマンド 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、冗長 VSM を設定する例を示します。

n1000v# system redundancy role standalone
n1000v# 

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

システムの冗長性ステータスを表示します。
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system storage-loss
system storage-loss
ストレージ接続の損失を検出して設定するには、system storage-loss コマンドを使用します。スト

レージ損失チェックをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

system storage-loss { log | reboot } [ time <interval> ] 

no system storage-loss { log | reboot } [ time <interval> ] 

構文の説明

コマンド デフォルト デフォルトの時間間隔は 30 秒です。

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、実行されるストレージ損失の検出を 50 秒ごとにイネーブルにする例を示します。

n1000v# system storage-loss log time 50
n1000v# 

次に、ストレージ損失チェックをディセーブルにする例を示します。

n1000v# no system storage-loss

関連コマンド

log ストレージの損失が検出されるとシステム ログを表示します。

reboot ストレージの損失が検出されると VSM をリロードします。

time VSM がストレージ接続のステータスをチェックする時間間隔。デフォル

トの時間間隔は 30 秒です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show system 
redundancy

システムの冗長性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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト なし

コマンド モード EXEC

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# system switchover
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 system 
redundancy

システムの冗長性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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# system update vem feature level
Error : the feature level is set to the highest value possible
n1000v# 

関連コマンド

version_number （任意）前述のリストからのバージョン番号インデックスです。

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 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。
484
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

S コマンド

system vlan
system vlan
ポート プロファイルにシステム VLAN を追加するには、system vlan コマンドを使用します。ポート 
プロファイルからシステム VLAN を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

system vlan vlan-ID-list 

no system vlan

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン システム VLAN は、仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）が仮想イーサネット モジュール

（VEM）との通信を確立する前に物理ポートまたは vEthernet ポートを設定し、起動することに使用さ

れます。

例 次に、ポート プロファイルにシステム VLAN 260 と 261 を追加する例を示します。

n1000v# config t
n1000v (config)# port-profile system-uplink
n1000v(config-port-prof)# system vlan 260, 261
n1000v(config-port-prof)#

次に、ポート プロファイルからすべてのシステム VLAN を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v (config)# port-profile system-uplink
n1000v(config-port-prof)# no system vlan
n1000v(config-port-prof)#

vlan-ID-list カンマで区切られた VLAN ID のリストです。有効な範囲は 1 ～ 3967 および 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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S コマンド

system vlan
関連コマンド コマンド 説明

vlan VLAN を作成し、VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。

show vlan all-ports すべての VLAN およびそれらに設定されたポートのステータスを表示し

ます。

show vlan private-vlan プライベート VLAN 情報を表示します。

show vlan summary VLAN サマリー情報を表示します。
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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。

show aaa accounting 
AAA アカウンティング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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、アカウンティング設定を表示する例を示します。

n1000v# show aaa accounting
         default: local
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。
487
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show aaa accounting
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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、設定された認証パラメータを表示する例を示します。

n1000v# show aaa authentication
         default: local
         console: local

次に、認証ログイン エラーイネーブル設定を表示する例を示します。

n1000v# show aaa authentication login error-enable
disabled

次に、認証ログイン MSCHAP 設定を表示する例を示します。

n1000v# 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。

コマンド 説明

aaa authentication login コンソールまたはデフォルト ログイン認証方式を設定します。

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 aaa groups
show aaa groups
設定されている 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、AAA グループ情報を表示する例を示します。

n1000v# 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。
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show コマンド

show access-list summary
show access-list summary
設定したアクセス コントロール リスト（ACL）を表示するには、show access-list summary コマンド

を使用します。

show access-list summary

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、設定されている ACL を表示する例を示します。

n1000v# show access-lists summary

IP access list acl1
        Total ACEs Configured:1

n1000v#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

ip access-list IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

show ip access-lists IP ACL の設定を表示します。
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show コマンド

show accounting log
show accounting log
アカウンティングのログ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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# 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、アカウンティング ログの 400 バイトを表示する例を示します。

size （任意）表示するログのサイズ（バイト単位）。有効な範囲は 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
n1000v# 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 日の 16:00:00 に開始するアカウンティング ログを表示する例を示します。

n1000v(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 banner motd
show banner motd
設定されているバナー メッセージを表示するには、show banner motd コマンドを使用します。

show banner motd

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、設定されているバナー メッセージを表示する例を示します。

n1000v(config)# show banner motd
April 16, 2008 Welcome to the 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

banner motd Message of the Day バナーを設定します。

switchname スイッチ プロンプトを変更します。
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show コマンド

show boot
show boot
システムとキックスタートのブート変数を表示して確認するには、show boot コマンドを使用します。

show boot [auto-copy [list] | sup-1 | sup-2 | variables]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、システムとキックスタートのブート変数を表示して確認する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# show boot 

sup-1
kickstart variable = 
bootflash:/nexus-1000v-kickstart-mzg.4.0.4
.SV1.2.bin
system variable = 
bootflash:/nexus-1000v-mzg.4.0.4.SV1.2.bin
sup-2
kickstart variable = 
bootflash:/nexus-1000v-kickstart-mzg.4.0.4
.SV1.2.bin
system variable = 
bootflash:/nexus-1000v-mzg.4.0.4.SV1.2.bin
No module boot variable set
n1000v(config)# 

auto-copy （任意）自動コピーをイネーブルにするかどうかを決定します。

list （任意）自動コピーするファイルの一覧を表示します。

sup-1 （任意）sup-1 スーパーバイザ モジュールの設定を表示します。

sup-2 （任意）sup-2 スーパーバイザ モジュールの設定を表示します。

variables （任意）ブート変数のリストを表示します。

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 boot
関連コマンド コマンド 説明

boot system bootflash: 新しいシステム ブート変数を追加します。

boot kickstart 
bootflash:

新しいキックスタート ブート変数を追加します。

reload Virtual Supervisor Module（VSM）をリロードします。

show version VSM に存在するソフトウェア バージョンを表示します。
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show コマンド

show bridge-domain
show bridge-domain
ブリッジ ドメインに関する情報を表示するには、show bridge-domain コマンドを使用します。

show bridge-domain [bd-name| brief | summary] 

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、すべてのブリッジ ドメインを表示する例を示します。

n1000v(config)# show bridge-domain 

Bridge-domain tenant-red (3 port in all)
Segment ID: 5000 (manual/Active
Group IP: 224.24.109.28
State: UP               Mac learning: Enabled
Veth5, Veth7, Veth9

次に、ブリッジ ドメインの情報の簡潔な要約を表示する例を示します。

n1000v(config)# show bridge-domain brief 
Bridge-domain                          Status           Ports
------------------------------------- --------- -------------------------------
tenant-red active  Veth5, Veth7, Veth9

次に、すべてのブリッジ ドメインのサマリー情報を表示する例を示します。

n1000v(config)# show bridge-domain summary 
Number of existing bridge-domains: 1
n1000v(config)# 

bd-name （任意）ブリッジ ドメインの名前。

brief （任意）ブリッジ ドメインの情報の簡潔な要約だけを表示することを指定します。

summary （任意）すべてのブリッジ ドメインのサマリー情報を表示することを指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show bridge-domain
関連コマンド コマンド 説明

bridge domain VXLAN を作成します。
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show コマンド

show cdp
show cdp
Cisco Discovery Protocol（CDP）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} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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

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:

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
    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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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

Device ID              Local Intrfce   Hldtme  Capability  Platform      Port ID

swordfish-6k-2         Eth2/3          173     R S I    WS-C6503-E    Gig1/15 

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
関連コマンド コマンド 説明

show cdp デバイスの CDP 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 class-map
show class-map
すべてのクラス マップまたは指定したクラス マップに対するクラス マップ設定を表示するには、show 
class-map コマンドを使用します。

show class-map [[type qos] [cmap-name]] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、QoS タイプのすべてのクラス マップのクラス マップ設定を表示する例を示します。

n1000v# show class-map type qos

  Type qos class-maps
  ====================

    class-map type qos match-all class1

    class-map type qos match-all class2

n1000v#

関連コマンド

type （任意）クラス マップ タイプを指定します。

qos （任意）QoS タイプを指定します。

cmap-name （任意）既存のクラス マップの名前。

リリース 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 指定したクラス マップに対してクラス マップ QoS コンフィギュレーショ

ン モードを開始し、実行コンフィギュレーションでそのマップ名を設定し

て保存します。

match access-group 
name

実行コンフィギュレーションで、このクラスに対して照合するアクセス グ
ループを設定し、保存します。

show ip access-lists すべての IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）または特定の IPv4 
ACL を表示します。
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show コマンド

show cli variables
show cli variables
ユーザ定義の CLI 固定変数を表示するには、show cli variables コマンドを使用します。

ユーザ定義の CLI 固定変数を削除するには、コンフィギュレーション モードで cli no var name コマン

ドを使用します。

show cli variables

cli no var name name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、ユーザ定義 CLI 固定変数を表示する例を示します。

n1000v# show cli variables
VSH Variable List
-----------------
TIMESTAMP="2008-07-02-13.45.15"
testinterface="ethernet 3/1"

次に、mgmtport というユーザ定義 CLI 固定変数を削除する例を示します。

n1000v# cli no var name mgmtport
n1000v# 

関連コマンド

name 既存の変数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

cli var name 端末セッションのコマンドライン インターフェイス（CLI）変数を定義し

ます。

run-script ファイルに保存されているコマンド スクリプトを実行します。
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show コマンド

show cores
show cores
新のコア イメージを表示するには、show cores コマンドを入力します。

show cores

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン サービスの障害が発生すると、システムのコア イメージ ファイルが生成されます。

例 次に、 新のコア イメージを表示する例を示します。

n1000v# show cores
Module-num       Instance-num      Process-name     PID      Core-create-time
----------       ------------      ------------     ---      ----------------
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 processes プロセス ログに関する情報を表示します。
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show コマンド

show feature
show feature
LACP または NetFlow などの使用可能な機能、およびそれらがイネーブルかどうかを表示するには、

show feature コマンドを使用します。

show feature

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 この例では、使用可能な機能、およびそれらがイネーブルかどうかを表示する方法を示します。

n1000v# show feature
Feature Name          Instance  State   
--------------------  --------  --------
dhcp-snooping         1         enabled 
http-server           1         enabled 
ippool                1         enabled 
lacp                  1         enabled 
lisp                  1         enabled 
lisphelper            1         enabled 
netflow               1         disabled
port-profile-roles    1         enabled 
private-vlan          1         disabled
sshServer             1         enabled 
tacacs                1         enabled 
telnetServer          1         enabled 
bl-n1000v(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

feature lacp ポート チャネルの LACP のサポートをイネーブルにします。

feature dhcp DHCP スヌーピングのサポートをイネーブルにします。
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show コマンド

show feature
feature netflow NetFlow のサポートをイネーブルにします。

feature private-vlan プライベート VLAN のサポートをイネーブルにします。

コマンド 説明
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show コマンド

show file
show file
部分的なファイル名を入力し、Tab キーを押して完全ファイル名を表示するには、show file コマンド

を使用します。

show file {bootflash: | volatile: | debug:} partial_filename [cksum | md5sum]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン 部分的なファイル名を入力して Tab キーを押すと、入力した文字が単一のファイルのみに一致する場

合、CLI によりファイル名が補完されます。

一致しない場合は、入力した文字に一致するファイル名の選択肢の一覧が表示されます。

その後、ファイル名が一意になるような十分な文字を入力することで、CLI によりファイル名が補完さ

れます。

例 次に、部分的なファイル名を入力し、Tab キーを押して完全ファイル名を表示する例を示します。

n1000v# show file bootflash:nexus-1000v <Tab>
bootflash:nexus-1000v-dplug-mzg.4.0.4.SV1.0.42.bin 
bootflash:nexus-1000v-mzg.4.0.4.SV1.0.42.bin
bootflash:nexus-1000v-kickstart-mzg.4.0.4.SV1.0.42.bin

bootflash ディレクトリまたはファイル名を指定します。

volatile: 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。

debug: 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。

partial_
filename

表示されるファイル名の一部分を指定します。Tab キーを押すと、部分的な名前に

一致する既存のファイルがすべてリストされます。

cksum ファイルの CRC チェックサムを表示します。

md5sum ファイルの MD5 チェックサムを表示します。

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 file
関連コマンド コマンド 説明

dir ディレクトリまたはファイルの内容を表示します。

copy 指定したコピー元から指定したコピー先にファイルをコピーします。

mkdir 現在のディレクトリ レベルにディレクトリを作成します。

rmdir ディレクトリを削除します。
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show コマンド

show flow exporter
show flow exporter
フロー エクスポータに関する情報を表示するには、show flow exporter コマンドを使用します。

show flow exporter [name] 

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI 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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、フロー エクスポータに関する情報を表示する例を示します。

n1000v(config-flow-exporter)# show flow exporter

関連コマンド

name （任意）既存のフロー エクスポータの名前。

リリース 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 フロー エクスポータを作成して、実行コンフィギュレーションに保存しま

す。次に、CLI フロー エクスポータ コンフィギュレーション モードに切

り替えます。

show flow interface フロー インターフェイス情報を表示します。

show flow monitor モニタ設定を表示します。

show flow record レコード設定を表示します。
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show コマンド

show flow interface
show flow interface
指定したインターフェイスの NetFlow 設定を表示するには、show flow interface コマンドを使用しま

す。

show flow interface {ethernet interface_number | vethernet slot_number}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、vEthernet スロット 2 の NetFlow 設定情報を表示する例を示します。

n1000v(config-if)# show flow interface veth 2
Interface veth 2:
Monitor: MonitorTest
Direction: Output

関連コマンド

ethernet イーサネット IEEE 802.3z を示します。

interface_number このインターフェイスを識別する番号です。範囲は、1 ～ 1048575 です。

vethernet 仮想イーサネット インターフェイスを示します。

slot_number スロットを識別する番号です。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。

コマンド 説明

flow monitor 名前ごとにフロー モニタを作成し、実行コンフィギュレーションに保存し

ます。次に、CLI フロー モニタ コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

flow exporter フロー エクスポータを作成して、実行コンフィギュレーションに保存しま

す。次に、CLI フロー エクスポータ コンフィギュレーション モードに切

り替えます。

show flow exporter フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow monitor モニタ設定を表示します。

show flow record レコード設定を表示します。
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show コマンド

show flow monitor
show flow monitor
既存のフロー モニタに関する情報を表示するには、show flow monitor コマンドを使用します。

show flow monitor [name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、MonitorTest という名前のフロー モニタに関する情報を表示する例を示します。

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

関連コマンド

name （任意）既存のフロー モニタの名前。

リリース 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 monitor 名前ごとにフロー モニタを作成し、実行コンフィギュレーションに保存し

ます。次に、CLI フロー モニタ コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

flow exporter フロー エクスポータを作成して、実行コンフィギュレーションに保存しま

す。次に、CLI フロー エクスポータ コンフィギュレーション モードに切

り替えます。

show flow exporter フロー エクスポータに関する情報を表示します。

show flow record レコード設定を表示します。
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show コマンド

show flow record
show flow record
NetFlow フロー レコード情報を表示するには、show flow record コマンドを使用します。

show flow record [recordname | netflow-original | netflow {ipv4 {original-input | 
original-output | netflow protocol-port}}] 

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード CLI 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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に RecordTest という NetFlow フロー レコード情報を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow record RecordTest
n1000v(config-flow-record)# show flow record RecordTest
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)#

recordname （任意）既存の NetFlow フロー レコードの名前。

netflow-original （任意）起点 AS の従来の IPv4 入力 NetFlow を指定します。

netflow （任意）従来の NetFlow 収集スキームを指定します。

ipv4 IPv4 収集スキームを指定します。

original-input 入力 NetFlow を示します。

original-output 出力 NetFlow を示します。

netflow 
protocol-port

プロトコルおよびポート集計方式を指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドは、protocol-port 属性を netflow protocol-port に変更する

ように修正されました。

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 flow record
関連コマンド コマンド 説明

flow monitor 名前ごとにフロー モニタを作成し、実行コンフィギュレーションに保存し

ます。次に、CLI フロー モニタ コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

flow exporter フロー エクスポータを作成して、実行コンフィギュレーションに保存しま

す。次に、CLI フロー エクスポータ コンフィギュレーション モードに切

り替えます。

show flow exporter 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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show コマンド

show interface brief
show interface brief
インターフェイス設定の短縮バージョンを表示するには、show interface brief コマンドを使用します。

show interface brief

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、インターフェイス設定の短縮バージョンを表示する例を示します。

n1000v# show int brief
--------------------------------------------------------------------------------
Port VRF Status IP Address Speed MTU
--------------------------------------------------------------------------------
mgmt0 -- up 172.23.232.141 1000 1500
--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port
Interface Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth3/2 1 eth trunk up none 1000(D) --
Eth3/3 1 eth access up none 1000(D) --
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

interface インターフェイスの追加、削除、または設定を行います。

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します。

show interface 
port-channel 

ポート チャネルに関する記述的な情報を表示します。

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します。

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します。

show interface vethernet vEthernet インターフェイスに関する統計情報を表示します。
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show コマンド

show interface capabilities
show interface capabilities
インターフェイスの機能に関する情報を表示するには、show interface capabilities コマンドを使用し

ます。

show interface capabilities

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコンフィギュレーション モード

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、インターフェイスの機能に関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show interface capabilities
mgmt0
  Model:                 --
  Type:                  --
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex:                half/full/auto
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Channel:               no
  Broadcast suppression: none
  Flowcontrol:           rx-(none),tx-(none)
  Rate mode:             none
  QOS scheduling:        rx-(none),tx-(none)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  SPAN:                  yes
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  MDIX:                  no
  Port Group Members:    none

port-channel1
  Model:                 unavailable
  Type:                  unknown
  Speed:                 10,100,1000,10000,auto
  Duplex:                half/full/auto
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Channel:               yes

リリース 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 capabilities
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off/on/desired),tx-(off/on/desired)
  Rate mode:             none
  QOS scheduling:        rx-(none),tx-(none)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  SPAN:                  yes
  UDLD:                  no
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  MDIX:                  no
  Port Group Members:    none

port-channel2
  Model:                 unavailable
  Type:                  unknown
  Speed:                 10,100,1000,10000,auto
  Duplex:                half/full/auto
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off/on/desired),tx-(off/on/desired)
  Rate mode:             none
  QOS scheduling:        rx-(none),tx-(none)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  SPAN:                  yes
  UDLD:                  no
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  MDIX:                  no
  Port Group Members:    none

port-channel12
  Model:                 unavailable
  Type:                  unknown
  Speed:                 10,100,1000,10000,auto
  Duplex:                half/full/auto
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off/on/desired),tx-(off/on/desired)
  Rate mode:             none
  QOS scheduling:        rx-(none),tx-(none)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  SPAN:                  yes
  UDLD:                  no
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  MDIX:                  no
  Port Group Members:    none

control0
  Model:                 --
  Type:                  --
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex:                half/full/auto
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Channel:               no
  Broadcast suppression: none
  Flowcontrol:           rx-(none),tx-(none)
  Rate mode:             none
  QOS scheduling:        rx-(none),tx-(none)
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show コマンド

show interface capabilities
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  SPAN:                  yes
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  MDIX:                  no
  Port Group Members:    none

n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show interface 
ethernet status

指定したイーサネット インターフェイスのステータスを表示します。

show interface 
switchport

インターフェイス設定情報を、モードも含めて表示します。

show interface trunk アクセスおよびトランク インターフェイスも含めて、すべてのレイヤ 2 イ
ンターフェイスの情報を表示します。

show interface 
counters

指定したイーサネット インターフェイスのカウンタを表示します。

show interface brief インターフェイス設定の短縮バージョンを表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このデバイスでは、IEEE 802.1Q カプセル化のみサポートされます。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、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。ここでは、トランク インター

フェイスを介して送受信されたフレーム、および、トランク カプセル化が不適切なフレームの数が示

されています。

n1000v# show interface ethernet 2/9 counters trunk

---------------------------------------------------------------------
Port            TrunkFramesTx   TrunkFramesRx      WrongEncap
---------------------------------------------------------------------
Ethernet2/9                 0               0               0
n1000v# 

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 

指定のインターフェイスのカウンタを消去します。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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,

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
     reliability 0/255, txload 0/255, rxload 0/255
  Encapsulation ARPA
  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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。
522
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。
525
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show interface port-channel
show interface port-channel
ポート チャネルに関する記述的な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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定したポート チャネルに関する詳細な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 チャネルに関する情報を表示する例を示します。このコマンドでは、ポート チャ

ネルで 1 分間隔で収集された統計情報が表示されます。

n1000v(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
  Port mode is access

channel-number ポート チャネル グループの番号。有効な値は 1 ～ 4096 です。

brief （任意）指定したポート チャネルのサマリー情報が示されます。

description （任意）指定したポート チャネルの説明が表示されます。

flowcontrol （任意）指定したポート チャネルのフロー制御のステータス制御に関する情報、

および、送受信されたフロー制御のポーズ パケットの統計情報が表示されます。

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が示されます。

switchport （任意）アクセス モードやトランク モードなど、指定したレイヤ 2 ポート チャネ

ルに関する情報が示されます。

trunk （任意）トランク モードにある指定したレイヤ 2 ポート チャネルに関する情報が

示されます。

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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show コマンド

show interface port-channel
  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、ポート チャネルのモード、ステータス、速度、プロトコルを含む、特定のポート チャネルに関

する簡単な説明を表示する例を示します。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# 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 チャネルに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# 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

このコマンドでは、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 チャネルに関する情報が

表示されます。

このコマンドをルーテッド ポート チャネルに対して使用すると、次のメッセージが返されます。

Name: port-channel20
  Switchport: Disabled

次に、トランク モードにある特定のレイヤ 2 ポート チャネルに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show interface port-channel 5 trunk

n1000v# 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

このコマンドでは、トランク モードにあるレイヤ 2 ポート チャネルの情報だけが表示されます。した

がって、アクセス モードにあるレイヤ 2 ポート チャネルに関する情報は表示できません。

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 グループのサマリー情報を表示します。
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show コマンド

show interface port-channel counters
show interface port-channel counters
ポート チャネルの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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドでは、LACP 対応のポート チャネルおよび集約プロトコルに関連付けられていないポー

ト チャネルを含むすべてのポート チャネルの統計情報が表示されます。

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。ここでは、送受信されたユニキャ

スト パケットとマルチキャスト パケットが示されています。

n1000v# 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。有効な値は 1 ～ 4096 です。

brief （任意）指定されたポート チャネルのレート MB/s および合計フレー

ム数が示されます。

detailed （任意）指定されたポート チャネルの 0 以外のカウンタが表示されま

す。

all （任意）指定されたポート チャネルのカウンタが示されます。

snmp （任意）指定されたポート チャネルの SNMP MIB 値が示されます。

errors （任意）指定されたポート チャネルのインターフェイス エラー カウ

ンタが示されます。

trunk （任意）指定されたポート チャネルのインターフェイス トランク カ
ウンタが示されます。

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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show コマンド

show interface port-channel counters
n1000v#

次に、特定のポート チャネルの簡単なカウンタを表示する例を示します。ここでは、送信および受信

された速度と合計フレーム数が示されています。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# 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。

n1000v# 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

特定のチャネル グループに属するすべてのインターフェイスの統計情報を

消去します。
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show コマンド

show interface status
show interface status
インターフェイスのライン ステータスを表示するには、show interface status コマンドを使用します。

show interface status [down | err-disabled | inactive | module module-number | up]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、稼動状態のインターフェイスのライン ステータスを表示する例を示します。

n1000v# show interface status up

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

Port           Name               Status   Vlan      Duplex  Speed   Type
--------------------------------------------------------------------------------

mgmt0          --                 up       routed    full    1000    --

ctrl0          --                 up       routed    full    1000    --

n1000v#

関連コマンド

down （任意）停止状態になっているインターフェイスを指定します。

err-disabled （任意）エラー ディセーブル状態になっているインターフェイスを指定します。

inactive （任意）非アクティブ状態になっているインターフェイスを指定します。

module （任意）特定のモジュールのインターフェイスだけを表示します。

module-number 既存のモジュールを識別する番号を指定します。範囲は、1 ～ 66 です。

up （任意）稼動状態になっているインターフェイスを指定します。

リリース 変更内容

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 brief インターフェイス設定の短縮バージョンを表示します。

show interface インターフェイスのステータスと内容を表示します。
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show コマンド

show interface status
show interface 
capabilities

インターフェイス機能に関する情報を表示します。

interface インターフェイスの追加、削除、または設定を行います。

コマンド 説明
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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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン インターフェイスを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 インターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# 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

n1000v# 

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 のアクセス インターフェイスまたは

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

このコマンドでは、レイヤ 2 のすべてのトランク インターフェイスおよびトランク ポート チャネル イ
ンターフェイスに関する情報が表示されます。

指定のレイヤ 2 インターフェイスの統計情報を表示するには、show interface counters コマンドを使

用します。

例 次に、すべてのレイヤ 2 トランク インターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

n1000v(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および番号 

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

n1000v# 

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 counters
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 interface virtual
show interface virtual
仮想インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface virtual コマンドを使用します。

show interface virtual [vm [vm_name] | vmk | vswif] [module module_number]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、仮想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。

n1000v# show interface virtual
--------------------------------------------------------------------------------
Port        Adapter        Owner                       Mod Host
--------------------------------------------------------------------------------
Veth1                      Vm1-kl61                    2
Veth2                      VM1-kl65                    5
Veth3                      VM2-kl61                    2
Veth1       Net Adapter 1  austen-gentoo1             33 austen-strider.austen.
Veth2       Net Adapter 2  austen-gentoo1             33 austen-strider.austen.
n1000v#

関連コマンド

vm （任意）仮想マシンが所有するインターフェイスを指定します。

vm_name （任意）既存の仮想マシンを識別する名前。

vmk （任意）仮想マシン カーネルが所有するインターフェイスを指定します。

vswif （任意）Virtual Service Console が所有するインターフェイスを指定します。

module （任意）特定のモジュールのインターフェイスを指定します。

module_number 既存のモジュールを識別する番号を指定します。

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 virtual 
port-mapping

すべての vEthernet インターフェイスの仮想ポート マッピングを表示しま

す。

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します。

show interface 
port-channel

ポート チャネルに関する記述的な情報を表示します。
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show コマンド

show interface virtual
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します。

show interface vethernet vEthernet インターフェイスに関する統計情報を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show interface virtual port-mapping
show interface virtual port-mapping
すべての vEthernet インターフェイスの仮想ポート マッピングを表示するには、show interface 
virtual port-mapping コマンドを使用します。

show interface virtual port-mapping [vm [vm_name] | vmk | vswif] [module 
module_number]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、すべての vEthernet インターフェイスの仮想ポート マッピングを表示する例を示します。

n1000v# show interface virtual port-mapping
--------------------------------------------------------------------------------
Port        Hypervisor Port   Status    Reason
--------------------------------------------------------------------------------
Veth1       DVPort100         up        none
Veth2       DVPort160         up        none
n1000v#

関連コマンド

vm （任意）仮想マシンが所有するインターフェイスを指定します。

vm_name （任意）既存の仮想マシンを識別する名前。

vmk （任意）仮想マシン カーネルが所有するインターフェイスを指定します。

vswif （任意）Virtual Service Console が所有するインターフェイスを指定します。

module （任意）特定のモジュールのインターフェイスを指定します。

module_number 既存のモジュールを識別する番号を指定します。

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 virtual 仮想インターフェイスに関する情報を表示します。

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します。

show interface 
port-channel

ポート チャネルに関する記述的な情報を表示します。
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show コマンド

show interface virtual port-mapping
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します。

show interface 
vethernet

vEthernet インターフェイスに関する統計情報を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show ip access-list
show ip access-list
すべての IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）または特定の IPv4 AC を表示するには、show ip 
access-list コマンドを使用します。

show ip access-list [name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、protoacl という IPv4 アクセス コントロール リストを表示する例を示します。

n1000v(config)# show ip access-lists protoacl

IP access list protoacl
        statistics per-entry
        10 permit icmp 7.120.1.10/32 7.120.1.20/32
        20 permit tcp 7.120.1.10/32 7.120.1.20/32 dscp af11
        30 permit udp 7.120.1.10/32 7.120.1.20/32 precedence critical
        50 permit ip 7.120.1.20/32 7.120.1.10/32
        60 permit ip 7.120.1.20/32 7.120.1.10/32 dscp af11
        70 permit ip 7.120.1.20/32 7.120.1.10/32 precedence critical
n1000v#

関連コマンド

name （任意）既存の IPv4 アクセス コントロール リストの名前。

リリース 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

ip access-list IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

statistics per-entry その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計をデバイスが維

持するように設定します。

show ip access-list 
summary

IP ACL の設定を表示します。ACL がインターフェイスに引き続き適用さ

れている場合は、インターフェイスが表示されます。
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show コマンド

show ip access-list summary
show ip access-list summary
IP ACL の設定を表示するには、show ip access-list コマンドを使用します。

show ip access-list [name] summary

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン ACL がインターフェイスに引き続き適用される場合、このコマンドはインターフェイスを一覧表示し

ます。

例 次に、ACL1 という IPv4 アクセス コントロール リストを表示する例を示します。

n1000v# show ip access-lists summary IPV4 ACL1
        Total ACEs Configured: 1
        Configured on interfaces:
                Vethernet1 - ingress (Port ACL)
        Active on interfaces:
                Vethernet1 - ingress (Port ACL)
n1000v#

関連コマンド

name （任意）既存の IPv4 アクセス コントロール リストの名前。

リリース 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

ip access-list IP ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

statistics per-entry その ACL のルールと一致するパケットのグローバル統計をデバイスが維

持するように設定します。

show ip access-list すべての IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）または特定の IPv4 
ACL を表示します。
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show コマンド

show ip arp client
show ip arp client
ARP クライアント テーブルを表示するには、show ip arp client コマンドを使用します。

show ip arp client

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、ARP クライアント テーブルを表示する例を示します。

n1000v# show ip arp client
Number of ARP Clients: 1

Protocol uuid: 442,    Client type: L2
 Flags: 8,    Recv fn: dhcp_snoop_verify_mac2ip_binding
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

ip arp inspection vlan ダイナミック ARP インスペクション（DAI）の特定の VLAN または 
VLAN のリストを設定します。

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。

show ip arp inspection 
statistics

DAI 統計情報を表示します。

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。

show ip arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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show コマンド

show ip arp inspection interface
show ip arp inspection interface
指定され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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、信頼できる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 VLAN の指定されたリストの 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 統計情報を表示します。
551
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show ip arp inspection statistics
show ip arp inspection statistics
Dynamic ARP Inspection（DAI）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。1 つの VLAN または VLAN の範囲を指定できます。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-list]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 統計情報を消去します。

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 arp inspection vlan
show ip arp inspection vlan
VLAN の指定されたリストのダイナミック ARP インスペクション（DAI）ステータスを表示するに

は、show ip arp inspection vlan コマンドを使用します。

show ip arp inspection vlan list 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VLAN 13 の DAI ステータスを表示する例を示します。

n1000v# show ip arp inspection vlan 13

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Enabled

n1000v#

関連コマンド

list 1 ～ 3967 および 4048 ～ 4093 の既存の VLAN、または VLAN の範囲を識別する

番号。VLAN のグループまたは個々の VLAN を指定できます。たとえば、1 ～ 5、
10 または 2 ～ 5、7 ～ 19。

リリース 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

ip arp inspection vlan 指定した 1 つ以上の VLAN を DAI の対象として設定します。

show ip arp client ARP クライアント テーブルを表示します。

show ip arp inspection 
statistics

DAI 統計情報を表示します。

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。

show ip arp statistics ARP 統計情報を表示します。
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show コマンド

show ip arp statistics
show ip arp statistics
ARP 統計情報を表示するには、show ip arp statistics コマンドを使用します。

show ip arp statistics [interface-all] [vrf {name | all | default | management}]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、すべての VRF の ARP 統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show ip arp statistics vrf all

ARP packet statistics for all contexts
 Sent:
 Total 101994, Requests 3920, Replies 98074, Requests on L2 0, Replies on L2 0,
 Gratuitous 2, Dropped 0
 Received:
 Total 8070240, Requests 98074, Replies 4034, Requests on L2 0, Replies on L2 0
 Proxy arp 0, Local-Proxy arp 0, Dropped 7968132
 Received packet drops details:
    Appeared on a wrong interface       : 0
    Incorrect length                    : 0
    Invalid protocol packet             : 228
    Invalid context                     : 0
    Context not yet created             : 0
    Invalid layer 2 address length      : 0
    Invalid layer 3 address length      : 0
    Invalid source IP address           : 221153
    Source IP address is our own        : 0
    No mem to create per intf structure : 0
    Source address mismatch with subnet : 0

interface-all （任意）すべてのインターフェイスに対する ARP 統計情報を指定します。

vrf （任意）特定の仮想ルーティング /転送（VRF）に関する情報を指定します。

name 既存の VRF の名前。

all すべての VRF の ARP 統計情報を表示します。

default システム設定の現在のデフォルト VRF を指定します。

management 管理接続に現在使用する既存の VRF 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 ip arp statistics
    Directed broadcast source           : 0
    Invalid destination IP address      : 0

Non-local destination IP address    : 7746751
    Invalid source MAC address          : 0
    Source MAC address is our own       : 0
    Received before arp initialization  : 0
    Received packet on unknown iod      : 0
    L2 packet on proxy-arp-enabled interface
                                        : 0
    L2 packet on untrusted L2 port      : 0

 ARP adjacency statistics

 Adds 13, Deletes 11, Timeouts 11

関連コマンド コマンド 説明

ip arp inspection vlan ダイナミック ARP インスペクション（DAI）の特定の VLAN または 
VLAN のリストを設定します。

show ip arp client ARP クライアント テーブルを表示します。

show ip arp inspection 
statistics

DAI 統計情報を表示します。

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。

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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show コマンド

show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping
DHCP スヌーピングの一般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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピングに関する一般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 デバイスの 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 

スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディ

ングを表示します。
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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] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 エントリは、

[Type] カラムに「static」という語で表示されます。

IP-address （任意）表示されるバインディングに含める IPv4 アドレス。有効

なエントリは、ドット付き 10 進表記です。

MAC-address （任意）表示されるバインディングに含める MAC アドレス。有効

なエントリは、ドット付き 16 進表記です。

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

に出力を制限します。

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

に出力を制限します。

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 デバイスの 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一般的な情報を表示します。
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show コマンド

show ip dhcp snooping statistics
show ip dhcp snooping statistics
ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）に関連する統計情報を表示するに

は、show ip dhcp snooping statistics コマンドを使用します。

show ip dhcp snooping statistics 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン DHCP を設定する前に、feature dhcp コマンドを使用して機能をイネーブルにする必要があります。

例 次に、DHCP に関する統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show ip dhcp snooping statistics 
Packets processed 0 
Packets received through cfsoe 0 
Packets forwarded 0 
Total packets dropped 0 
Packets dropped from untrusted ports 0 
Packets dropped due to MAC address check failure 0 
Packets dropped due to Option 82 insertion failure 0 
Packets dropped due to o/p intf unknown 0 
Packets dropped which were unknown 0 
Packets dropped due to dhcp relay not enabled 0 
Packets dropped due to no binding entry 0 
Packets dropped due to interface error/no interface 0 
Packets dropped due to max hops exceeded 0 
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

ip dhcp snooping デバイスの 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一般的な情報を表示します。
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show コマンド

show ip dhcp snooping statistics
show ip dhcp snooping 
binding

スタティック IP ソース エントリを含めて、IP-MAC アドレス バインディ

ングを表示します。

feature dhcp デバイスの DHCP スヌーピング機能をイネーブルにします。

コマンド 説明
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show コマンド

show ip igmp snooping
show ip igmp snooping
IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルにされていることを確認するには、show ip igmp snooping 
コマンドを使用します。

show ip igmp snooping

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルにされていることを確認する例を示します。

n1000v# show ip igmp snooping
Global IGMP Snooping Information:
  IGMP Snooping enabled
  IGMPv1/v2 Report Suppression enabled
  IGMPv3 Report Suppression disabled

IGMP Snooping information for vlan 1
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 2
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0

リリース 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 ip igmp snooping
IGMP Snooping information for vlan 100
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 101
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 102
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 103
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 104
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 105
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
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show コマンド

show ip igmp snooping
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 106
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 107
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 108
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 109
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 115
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 260
  IGMP snooping enabled
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show コマンド

show ip igmp snooping
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0
IGMP Snooping information for vlan 261
  IGMP snooping enabled
  IGMP querier none
  Switch-querier disabled
  IGMPv3 Explicit tracking enabled
  IGMPv2 Fast leave disabled
  IGMPv1/v2 Report suppression enabled
  IGMPv3 Report suppression disabled
  Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries
  Number of router-ports: 0
  Number of groups: 0

n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show cores コアのリストを表示します。

show cdp neighbor アップストリーム デバイスの設定と機能を表示します。

module vem execute Cisco Nexus 1000V から仮想イーサネット モジュール（VEM）でコマン

ドをリモートで実行します。

show ip igmp snooping 
groups

Cisco Nexus 1000V が正しく設定され、マルチキャスト トラフィックを転

送できる状態になっていることを確認します。
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show コマンド

show ip igmp snooping explicit-tracking vlan
show ip igmp snooping explicit-tracking vlan
VLAN に対する IGMPv3 スヌーピングの明示的なトラッキング情報を表示するには、show ip igmp 
snooping explicit-tracking vlan コマンドを使用します。

show ip igmp snooping explicit-tracking vlan vlan-id

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例

関連コマンド

vlan-id VLAN 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 ip igmp snooping IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルになっていることを確認しま

す。

show ip igmp snooping 
groups

Cisco Nexus 1000V が正しく設定され、マルチキャスト トラフィックを転

送できる状態になっていることを確認します。

show ip igmp snooping 
mrouter

VLAN のマルチキャスト ルータ ポートを表示します。

show ip igmp snooping 
querier

VLAN でイネーブルになっている IGMP スヌーピング クエリアを表示し

ます
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show コマンド

show ip igmp snooping groups
show ip igmp snooping groups
Cisco Nexus 1000V が正しく設定され、マルチキャスト トラフィックを転送できる状態になっている

ことを確認するには、show ip igmp snooping groups コマンドを使用します。

show ip igmp snooping groups

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン マルチキャスト IGMP の問題をトラブルシューティングする場合は、このコマンドを実行し、ポート

のヘッダーの下で R の文字を探します。R は、仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）がアップスト

リーム スイッチによって送信された IGMP クエリーからアップリンク ルータ ポートを学習したという

ことを示しており、Cisco Nexus 1000V がマルチキャスト トラフィックを転送できる状態になってい

るということを意味します。

例 次に、IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルにされていることを確認する例を示します。

n1000v# show ip igmp snooping groups
Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port

Vlan  Group Address      Ver  Type  Port list
59    */*                v3   R     Po1
n1000v#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 cdp neighbor アップストリーム デバイスの設定と機能を表示します。

module vem execute Cisco Nexus 1000V から仮想イーサネット モジュール（VEM）でコマン

ドをリモートで実行します。

show ip igmp snooping IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルになっていることを確認しま

す。
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show コマンド

show ip igmp snooping mrouter
show ip igmp snooping mrouter
VLAN のマルチキャスト ルータ ポートを表示するには、show ip igmp snooping mrouter コマンドを

使用します。

show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例

関連コマンド

vlan vlan-id VLAN およびその 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 ip igmp snooping IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルになっていることを確認しま

す。

show ip igmp snooping 
groups

Cisco Nexus 1000V が正しく設定され、マルチキャスト トラフィックを転

送できる状態になっていることを確認します。

show ip igmp snooping 
explicit-tracking vlan

VLAN の IGMP スヌーピング情報を表示します。

show ip igmp snooping 
querier

VLAN でイネーブルになっている IGMP スヌーピング クエリアを表示し

ます
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show コマンド

show ip igmp snooping querier
show ip igmp snooping querier
IGMP スヌーピング クエリア情報を表示するには、show ip igmp snooping querier コマンドを使用し

ます。

show ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例

関連コマンド

vlan vlan-id VLAN およびその 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 ip igmp snooping IGMP スヌーピングが VLAN でイネーブルになっていることを確認しま

す。

show ip igmp snooping 
groups

Cisco Nexus 1000V が正しく設定され、マルチキャスト トラフィックを転

送できる状態になっていることを確認します。

show ip igmp snooping 
explicit-tracking vlan

VLAN の IGMP スヌーピング情報を表示します。

show ip igmp snooping 
mrouter

VLAN のマルチキャスト ルータ ポートを表示します。
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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 }]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 指定したイーサネット 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。

ip verify source 
dhcp-snooping-vlan 

インターフェイスの 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）の統計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] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。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

に属するインターフェイスの統計情報を消去します。
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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 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン LACP_Activity フィールドには、そのリンクが設定されているポート チャネル モードがアクティブか

パッシブかが示されます。

Port Identifier フィールドには、ポートのプライオリティが表示されます。また、このフィールドの情

報の一部にはポート番号が含まれています。次の例で、ポートのプライオリティとポート番号の識別方

法を示します。

Port Identifier=0x8000,0x101

この例では、ポートの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。

n1000v# show lacp interface ethernet 1/1

n1000v(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およびポート番号

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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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 グループに関する情報を表示します。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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。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 グループに関する情報を表示します。
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show コマンド

show lacp offload status
show lacp offload status
確認のために LACP オフロード ステータスを表示するには、show lacp offload status コマンドを使用

します。

show lacp offload status 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、確認のために LACP オフロード ステータスを表示する例を示します。

n1000v(config)# show lacp offload status
    Current Status        : Enabled
    Running Config Status : Enabled
    Saved Config Status   : Enabled
n1000v(config)# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

lacp offload  VSM から VEM に LACP 管理をオフロードします。
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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# 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

interface 
port-channel

（任意）既存の LACP ポート チャネルを指定します。

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。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 グループに関する情報を表示します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 を実行するどのシステムにも 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

デフォルト値である 32768 をそのまま使用するか、1 ～ 65535 の範囲で値を設定できます。LACP は、

このシステム プライオリティと MAC アドレスを組み合わせてシステム ID を生成します。また、シス

テム プライオリティを他のデバイスとのネゴシエーションにも使用します。システム プライオリティ

値が大きいほど、プライオリティは低くなります。

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。

n1000v> 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。
580
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

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

構文の説明 なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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

構文の説明 なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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 file
show license file
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）に設定されたライセンスを表示して、ライセンスのインス

トールを確認するには、show license file コマンドを使用します。

show license file filename

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

使用上のガイドライン 既存のファイルの名前を検索するには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

n1000v# show license file ?

例 次に、VSM に設定されたライセンス ファイル sample.lic を表示する例を示します。

n1000v# show license file sample.lic
sample.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \
        HOSTID=VDH=8449368321243879080 \
        NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \
        <PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#

関連コマンド

filename 既存のライセンス ファイル（.lic）の名前。

リリース 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 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。
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show コマンド

show license file
show license host-id ユーザの VSM のシリアル番号（ホスト ID）を表示します

show license usage 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。

コマンド 説明
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show コマンド

show license host-id
show license host-id
ユーザの仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のシリアル番号（ホスト ID とも呼ばれる）を取得

するには、show license host-id コマンドを使用します。

show license host-id

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

使用上のガイドライン ホスト ID には、等号（=）よりも後ろに表示されるものがすべて含まれます。

ライセンス キー ファイルを取得して、ユーザの VSM ライセンスを登録するにはホスト ID が必要で

す。

例 次に、ユーザの VSM のホスト ID の取得方法の例を示します。

n1000v# show license host-id
License hostid: VDH=8449368321243879080
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 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 file VSM に設定されたライセンスを表示します

show license usage 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。
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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]

構文の説明

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、ログ ファイルの内容を表示する例を示します。

n1000v# 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 
n1000v# 

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。

Time 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。
588
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show logging module
show logging module 
ログ ファイルへのモジュール メッセージのロギングに関する現在の設定を表示するには、show 
logging module コマンドを使用します。

show logging module

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# show logging module
Logging linecard:               disabled
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

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、表示する例を示します。

n1000v## show logging server
Logging server:                 enabled
{172.28.254.253}
        server severity:        notifications
        server facility:        local7
        server VRF:             management
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

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 サーバを使用して、

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意 

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v## show logging timestamp
Logging timestamp:              Seconds
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

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 mac access-lists
show mac access-lists
MAC アクセス コントロール リスト（ACL）設定を表示するには、show mac access lists コマンドを

使用します。

show mac access-lists name 

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード 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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、acl-mac-01 という MAC アクセス リストの MAC ACL 設定を表示する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# mac access-list acl-mac-01
n1000v(config-mac-acl)# show mac access-lists acl-mac-01
n1000v(config-mac-acl)#

関連コマンド

name MAC アクセス リストの名前を入力します。

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

mac access-list MAC ACL を作成して、ACL コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

show mac address-list MAC アドレス テーブルを表示します。
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show コマンド

show mac address-table
show mac address-table
MAC アドレス テーブルを表示するには、show mac address-table コマンドを使用します。

show mac address-table [module number] [count] [static | dynamic] [address mac-addr] 
[interface name] [vlan id] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

module number （任意）表示するモジュール番号を指定します。

count （任意）MAC アドレス エントリの数の表示を指定します。

static （任意）MAC アドレス テーブルのスタティック エントリの表示を指定します。

dynamic （任意）MAC アドレス テーブルのダイナミック エントリの表示を指定します。

address 
mac-addr

（任意）MAC アドレスを表示する、次のいずれかの形式を指定します。

• A.B.C 

• AA-BB-CC-DD-EE-FF

• AA:BB:CC:DD:EE:FF

• AAAA.BBBB.CCCC 

interface name （任意）表示するこの MAC アドレス テーブルに関連付けられたインターフェイス

名を指定します（イーサネット スロット /ポート、ポート チャネル（番号）、また

は vEth 番号）。

ethernet 
slot/port

表示するイーサネット インターフェイス スロット番号（1 ～ 66）およびポート番

号（1 ～ 256）をスラッシュ（/）で区切って指定します。

port-channel 
number

表示するポート チャネル インターフェイス番号（1 ～ 4096）を指定します。

vethernet 
number

表示する仮想イーサネット インターフェイス番号（1 ～ 1048575）を指定します。

vlan id （任意）表示する VLAN ID（1 ～ 4094）を指定します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) count オプションが追加され、secure オプションが削除されました。

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 mac address-table
例 次に、MAC アドレス テーブルを表示する例を示します。

n1000v# show mac address-table 
VLAN      MAC Address       Type    Age       Port                           Module   
---------+-----------------+-------+---------+------------------------------+---------
1         0002.3d11.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d21.5500    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d21.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d31.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d41.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d61.5500    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d61.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d81.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
3         12ab.47dd.ff89    static  0         Eth3/3                         3        
342       0002.3d41.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
342       0050.568d.5a3f    dynamic 0         Eth3/3                         3        
343       0002.3d21.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
343       0050.568d.2aa0    dynamic 9         Eth3/3                         3        
Total MAC Addresses: 13
n1000v#

次に、特定の MAC アドレスを表示する例を示します。

n1000v# sho mac address-table address 0050.568d.5a3f
VLAN      MAC Address       Type    Age       Port                           Module   
---------+-----------------+-------+---------+------------------------------+---------
342       0050.568d.5a3f    dynamic 0         Eth3/3                         3        
Total MAC Addresses: 1 
n1000v#

次に、レイヤ 2 MAC アドレス テーブル内の MAC アドレスの数を表示する例を示します。

n1000v# show mac address-table count
Total MAC Addresses: 42
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

mac address-table static レイヤ 2 MAC アドレス テーブルにスタティック MAC ア
ドレスを追加し、これを実行中のコンフィギュレーション

に保存します。

show mac address-table aging-time MAC アドレス テーブルにエージング タイムを表示しま

す。

show mac access-lists MAC ACL の設定を表示します。
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show コマンド

show mac address-table aging-time
show mac address-table aging-time
単一の VLAN またはすべての VLAN の MAC アドレス テーブルのエージング タイムを表示するには、

show mac address-table aging-time コマンドを使用します。

show mac address-table aging-time [vlan id]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、MAC アドレス テーブルの特定の VLAN ID のエージング タイムを表示する例を示します。

n1000v# show mac address-table aging-time vlan 1
Vlan  Aging Time
----- ----------
1     300       
n1000v# 

次に、MAC アドレス テーブルの VLAN ごとのエージング タイムを表示する例を示します。

n1000v# show mac address-table aging-time
Vlan    Aging Time
----    ----------
1       300
2       300
100     300
101     300
102     300
103     300
104     300
105     300
106     300
109     300
115     300
260     300
261     300
n1000v#

vlan （任意）この MAC アドレス テーブルに関連付けられた単一 VLAN に対する出力が

必要であることを指定します。

id 1 ～ 4094 の範囲で VLAN 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。
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show コマンド

show mac address-table aging-time
関連コマンド コマンド 説明

mac address-table 
aging-time

レイヤ 2 MAC アドレス テーブルのエントリが破棄されるまでに経過する

時間を指定し、実行中のコンフィギュレーションに保存します。

show mac 
address-table 

MAC アドレス テーブルを表示します。

show mac access-lists MAC ACL の設定を表示します。
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show コマンド

show mac address static
show mac address static
MAC アドレス テーブルのスタティック MAC アドレス エントリを表示するには、show mac address 
static コマンドを使用します。

show mac address static [interface_type if_id]

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、MAC アドレス テーブルのすべてのスタティック MAC アドレスを表示する例を示します。

n1000v# show mac address static
VLAN      MAC Address       Type    Age       Port                           Module   
---------+-----------------+-------+---------+------------------------------+---------
1         0002.3d11.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d21.5500    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d21.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d31.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d41.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d61.5500    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d61.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
1         0002.3d81.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
3         12ab.47dd.ff89    static  0         Eth3/3                         3        
342       0002.3d41.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
343       0002.3d21.5502    static  0         N1KV Internal Port             3        
Total MAC Addresses: 11 

次に、MAC アドレス テーブルの特定のインターフェイスのスタティック MAC アドレス エントリを表

示する例を示します。

n1000v# show mac address static interface Ethernet 3/3
VLAN      MAC Address       Type    Age       Port                           Module   
---------+-----------------+-------+---------+------------------------------+---------
3         12ab.47dd.ff89    static  0         Eth3/3                         3        
Total MAC Addresses: 1 
n1000v(config)# 

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show mac address static
関連コマンド コマンド 説明

mac address-table static レイヤ 2 MAC アドレス テーブルにスタティック MAC アドレス

を追加し、これを実行中のコンフィギュレーションに保存しま

す。

mac address-table aging-time レイヤ 2 MAC アドレス テーブルのエントリが破棄されるまでに

経過する時間を指定し、実行中のコンフィギュレーションに保存

します。

show mac address-table MAC アドレス テーブルを表示します。

show mac access-lists MAC ACL の設定を表示します。
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show コマンド

show module
show module
モジュール ステータス、ソフトウェア バージョン、MAC アドレス、サーバ情報などを表示するには、

show module コマンドを使用します。

show module 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン 出力の [Hw] フィールドは、『Cisco Nexus 1000V Compatibility Information, Release 4.2(1)SV1(5.1)』
マニュアルの ESX/ESXi のリリースにクロスリファレンス可能な VIB バージョンに一致します。

例 次に、モジュール情報を表示する例を示します。

n1000v# show module
Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status
---  -----  -------------------------------- ------------------ ------------
1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

Mod  Sw               Hw
---  ---------------  ------
1    4.0(4)SV1(2)     0.0

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num
---  --------------------------------------  ----------
1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name
---  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.152   NA                                    NA

* this terminal session
n1000v#

リリース 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 module
関連コマンド コマンド 説明

show module uptime モジュールが起動して稼動している時間の長さを表示します。

show module vem 
license-info

ユーザの VSM に接続されている VEM に関するライセンス情報を表示し

ます。

show module vem 
mapping

VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示します。情報には、

VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータ

スが含まれます。

show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。

show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。
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show コマンド

show module uptime
show module uptime
モジュールが起動して稼動している時間の長さを表示するには、show module uptime コマンドを使用

します。

show module uptime 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、モジュールが起動して稼動している時間の長さを表示する例を示します。

n1000v# show module uptime
------ Module 1 -----
Module Start Tme:   Mon Feb  7 13:34:33 2011
Up Time:             36 day(s), 0 hour(s), 13 minute(s), 19 second(s)
n1000v#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show module モジュール ステータス、ソフトウェア バージョン、MAC アドレス、サー

バ情報などを表示します。

show module vem 
mapping

VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示します。情報には、

VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータ

スが含まれます。

show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。

show module vem 
license-info

ユーザの VSM に接続されている VEM に関するライセンス情報を表示し

ます。
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show コマンド

show module uptime
show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。

コマンド 説明
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show コマンド

show module vem license-info
show module vem license-info
ユーザの VSM に接続されている VEM モジュールに関するライセンス情報を表示するには、show 
module vem license-info コマンドを使用します。

show module vem [module-number] license-info 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VEM モジュールのライセンス情報を表示する例を示します。

n1000v# show module vem license-info
Licenses are Sticky
Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status
---   ------------   -------------------   ---------------   --------------
3     2              -                     -                 unlicensed    
n1000v# 

関連コマンド

module-number （任意）既存のモジュールを識別する番号。範囲は、1 ～ 66 です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show module モジュール ステータス、ソフトウェア バージョン、MAC アドレス、サー

バ情報などを表示します。

show module vem 
mapping

VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示します。情報には、

VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータ

スが含まれます。

show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。
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show コマンド

show module vem license-info
show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。

コマンド 説明
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show コマンド

show module vem counters
show module vem counters
VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認するために VEM カウンタを表示

するには、show module vem counters コマンドを使用します。

show module vem [module-number] counters 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン 次は、show module vem counters コマンド出力のフィールドの説明です。

Mod：モジュール番号。

InNR：このモジュールによって送信され、VSM によって受信されたノード ID 要求の数。

OutMI：このモジュールに VSM から送信されたモジュール挿入メッセージの数。

OutHBeats：このモジュールに送信されたハートビートの数。

InHBeats：このモジュールから受信されたハートビートの数。

InsCnt：このモジュールが正常に挿入された回数。

RemCnt：このモジュールが削除された回数。

例 VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認するために VEM カウンタを表示

する例を次に示します。

n1000v# show module vem counters
--------------------------------------------------------------------------------
Mod  InNR  OutMI   InMI  OutHBeats   InHBeats    InsCnt    RemCnt
--------------------------------------------------------------------------------
  3     1  1  1 3113363 3113360 1  0

4  1  1  1  3113363 3113363 1  0
n1000v#

module （任意）既存のモジュールを識別する番号。範囲は、1 ～ 66 です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show module vem counters
関連コマンド コマンド 説明

show module モジュール ステータス、ソフトウェア バージョン、MAC アドレス、サー

バ情報などを表示します。

show module vem 
license-info

ユーザの VSM に接続されている VEM に関するライセンス情報を表示し

ます。

show module vem 
mapping

VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示します。情報には、

VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータ

スが含まれます。

show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。

show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。
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show コマンド

show module vem mapping
show module vem mapping
VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示するには、show module vem mapping コマンドを

使用します。情報には、VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータスが

含まれます。

show module vem [module-number] mapping 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示する例を示します。情報には、VEM モ
ジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータスが含まれます。

n1000v# show module vem mapping
Mod     Status          UUID                                    License Status
---     -----------     ------------------------------------    --------------
  3          absent     c43cfa32-08b4-4a12-b899-90f54fb05db0    licensed
n1000v#

関連コマンド

module-number （任意）既存のモジュールを識別する番号。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。

コマンド 説明

show module モジュール情報を表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。

show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。

show module vem 
license-info

ユーザの VSM に接続されている VEM に関するライセンス情報を表示し

ます。

show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。
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show コマンド

show module vem missing
show module vem missing
VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示するには、show module vem 
missing コマンドを使用します。

show module vem missing 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示する例を示します。

n1000v# show module vem missing
No missing module found.
n1000v# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show module モジュール ステータス、ソフトウェア バージョン、MAC アドレス、サー

バ情報などを表示します。

module vem VEM 上へのコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可し

ます。

show module vem 
license-info

ユーザの VSM に接続されている VEM に関するライセンス情報を表示し

ます。

show module vem 
mapping

VSM のマッピング先の VEM に関する情報を表示します。情報には、

VEM モジュール番号、ステータス、UUID、およびライセンス ステータ

スが含まれます。
608
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show module vem missing
show module vem 
counters

VSM が VEM から何らかのパケットを受信しているかどうかを確認する

ために VEM のカウンタを表示します。

show module vem 
missing

VC に追加されたが、VSM に存在しない VEM モジュールを表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show monitor
show monitor
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッションのステータスを表示するには、show monitor コマ

ンドを使用します。

show monitor 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、SPAN セッションのステータスを表示する例を示します。

n1000v# show monitor
Session  State        Reason                  Description
-------  -----------  ----------------------  --------------------------------
17       down         Session admin shut      folio

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

monitor session グローバル コンフィギュレーション モードまたはモニタ コンフィギュ

レーション モードで、指定された SPAN モニタ セッションを開始します。

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。
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show コマンド

show monitor session
show monitor session
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）セッション設定を表示するには、show monitor session コマ

ンドを使用します。

show monitor session {session_number | all | range {session_range}} [brief]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、セッション 1 の SPAN セッション設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show monitor session 1
session 1
---------------
type : erspan-source
state : up
source intf :
    rx : Eth3/3
    tx : Eth3/3
    both : Eth3/3
source VLANs :
    rx :
    tx :
    both :
filter VLANs : filter not specified
destination IP : 10.54.54.1
ERSPAN ID : 999
ERSPAN TTL : 64
ERSPAN IP Prec. : 0
ERSPAN DSCP : 0
ERSPAN MTU : 1000

session_number SPAN セッション番号を識別する番号。範囲は、1 ～ 64 です。

all すべてのセッションを指定します。

range セッションの範囲を示します。

session_range 1 ～ 64 の SPAN セッションの範囲。

brief （任意）短縮バージョンを指定します。

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。
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show コマンド

show monitor session
関連コマンド コマンド 説明

show monitor SPAN セッションのステータスを表示します。

monitor session グローバル コンフィギュレーション モードまたはモニタ コンフィギュ

レーション モードで、指定された SPAN モニタ セッションを開始します。
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show コマンド

show network-segment manager switch
show network-segment manager switch
Network Segmentation Manager（NSM）で設定された Cisco Nexus 1000V を表示するには、show 
network-segment manager switch コマンドを使用します。

show network-segment manager switch

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、Cisco Nexus 1000V 情報を表示する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# feature network-segmentation-manager
n1000v# show network-segment manager switch
switch: default_switch 
state: enabled 
dvs-uuid: d4 e7 12 50 89 db 3b c4-8d 4d 4c 36 ca 1c d1 f0 
dvs-name: nexus1000v 
mgmt-srv-uuid: 087F202C-8937-4F1E-8676-6F714C1AB96C 
reg status: registered 
last alert: 30 seconds ago
connection status: connected

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show network-segment manager switch
関連コマンド コマンド 説明

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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show コマンド

show network-segment network
show network-segment network
ネットワーク セグメンテーション ポリシーに関連付けられたネットワークを表示するには、show 
network-segment network コマンドを使用します。

show network-segment network [network_name|id]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク セグメンテーション ポリシーに関連付けられたネットワークを表示する例を示し

ます。

n1000v(config)# show network-segment network 

network dvs.VCDVSint-org-cn2-e46e9686-2327-49df-ad5c-a3f89c00cfb8
tenant id: 2b4ca1b2-ba8e-456c-b772-a4730af16e2e
network-segment policy: default_segmentation_template
segment id: 4107
multicast ip: 225.0.0.1

network dvs.VCDVSint-org-nexus-6141babd-bdc8-4e86-8f16-1ac786fb377f
tenant id: 91e87e80-e18b-460f-a761-b978c0d28aea
network-segment policy: seg-template-nexus-org
segment id: 4108
multicast ip: 225.0.0.2

n100v(config)#

network_name （任意）ネットワークの名前。

id （任意）ネットワーク セグメンテーション ポリシーに関連付けられた ID。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show network-segment network
関連コマンド コマンド 説明

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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show コマンド

network-segment policy migrate
network-segment policy migrate
デフォルトのネットワーク セグメンテーション ポリシーからデフォルト以外の宛先ネットワーク セグ

メンテーション ポリシーに移行するには、network-segment policy migrate コマンドを使用します。

network-segment policy migrate id isolation_id type nw_type dest-policy policy

no network-segment policy name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワークを移行する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# network-segment policy migrate id da5c49a8-dd1b-4326-9da0-3c5e6a2c1b87 
type vlan dest-policy org_vlan
n1000v(config)#

関連コマンド

isolation_id 移行されるネットワークのテナント ID。

nw_type 移行されるネットワークのタイプ（VLAN またはセグメンテーション）。

policy 移行先の宛先ネットワーク セグメンテーション ポリシーの名前。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show run 
network-segment 
policy

NSM のポリシー設定を表示します。
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show コマンド

network-segment policy migrate
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

コマンド 説明
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show コマンド

show network-segment policy usage
show network-segment policy usage
ネットワークによるネットワーク セグメンテーション ポリシーの使用状況を表示するには、show 
network-segment policy usage コマンドを使用します。

show network-segment policy usage [policy_name]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワークによるネットワーク セグメンテーション ポリシーの使用状況を表示する例を示し

ます。

n1000v# show network-segment policy usage 

network-segment policy default_segmentation_template
 dvs.VCDVSint-org-cn2-e46e9686-2327-49df-ad5c-a3f89c00cfb8

network-segment policy default_vlan_template

network-segment policy seg-template-nexus-org
 dvs.VCDVSint-org-nexus-6141babd-bdc8-4e86-8f16-1ac786fb377f

network-segment policy vlan-template-nexus-org

関連コマンド

policy_name （任意）ネットワーク セグメンテーション ポリシーの名前。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show network-segment policy usage
コマンド 説明

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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show コマンド

show network-state tracking
show network-state tracking
モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキングのステータスを表示するに

は、show network-state tracking コマンドを使用します。

show network-state tracking {module modID | interface channelID} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、モジュールのネットワーク ステート トラッキングのステータスを表示する例を示します。

n1000v# show network-state tracking module 3
Port-    Network  Tracking  SG  SG        Tracking   SG
Channel  Mode     Vlan      ID  State     Interface  Members
-------  -------  --------  --  --------  ---------  -----------------
Po2      split    263       10  Active    Eth66/3    Eth66/3, Eth66/4
                                                     Eth66/5, Eth66/6, Eth66/7
Po2      split    263       11  Active    Eth66/8    Eth66/8, Eth66/9, Eth66/11

次に、インターフェイスおよびポート チャネルのネットワーク ステート トラッキングのステータスを

表示する例を示します。

n1000v# show network-state tracking interface port-channel 2
Port-    Network Tracking  SG  SG        Tracking   SG
Channel  Mode     Vlan      ID  State     Interface  Members
-------  -------  --------  --  --------  ---------  -----------------
Po2      split    263       10  Active    Eth66/3    Eth66/3, Eth66/4, Eth66/5, Eth66/6

Eth66/7
Po2      split    263       11  Active    Eth66/8    Eth66/8, Eth66/9, Eth66/11

module modID モジュール番号に関連する状態を表示します。

interface 
channelID

インターフェイス ポート チャネルに関連する状態を表示します。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show network-state tracking
関連コマンド コマンド 説明

track network-state 
enable

vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネット

ワーク ステート トラッキングをイネーブルにします。

show network-state 
tracking config

確認のためにネットワーク ステート トラッキング設定を表示します。
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show コマンド

show network-state tracking config
show network-state tracking config
ネットワーク ステート トラッキング設定を表示するには、show network-state tracking config コマ

ンドを使用します。

show network-state tracking config 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク ステート トラッキング設定を表示する例を示します。

n1000v# show network-state tracking config 
Tracking mode        : disabled
Tracking Interval    : 5 sec
Miss count threshold : 5 pkts
Split-network action : unknown
n1000v#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

tracking enable vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネット

ワーク ステート トラッキングをイネーブルにします。

show network-state 
tracking 

モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキン

グのステータスを表示します。
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show コマンド

show ntp peer-status
show ntp peer-status
すべての Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）サーバのステータスを表示

するには、show ntp peer-status コマンドを表示します。

show ntp peer-status 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン ドメイン名が解決されるのは、DNS サーバが設定されている場合だけです。

例 次に、設定されているサーバとピアを表示する例を示します。

n1000v# show ntp peer-status
Total peers : 2
* - selected for sync, + -  peer mode(active),
- - peer mode(passive), = - polled in client mode
    remote          local        st  poll  reach   delay      vrf
------------------------------------------------------------------------
=192.0.2.10      0.0.0.0         16   16      0   0.00000 default
+72.229.253.127  0.0.0.0         16   16      0   0.00000 default
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 ntp peers すべての NTP ピアを表示します。

show ntp statistics NTP 統計情報を表示します。

ntp server 1 つのサーバと 1 つのサーバ アソシエーションを形成します。

ntp peer 1 つのピアと 1 つのピア アソシエーションを形成します。
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show コマンド

show ntp peers
show ntp peers
すべての Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）ピアを表示するには、show 
ntp peers コマンドを使用します。

show ntp peers

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン ドメイン名が解決されるのは、DNS サーバが設定されている場合だけです。

例 次に、設定されているサーバとピアを表示する例を示します。

n1000v# show ntp peers
--------------------------------------------------
  Peer IP Address               Serv/Peer
--------------------------------------------------
  192.0.2.10                    Server (configured)
  72.229.253.127                Peer (configured)
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 ntp peer-status すべての NTP サーバおよびピアのステータスを表示します。

show ntp statistics NTP 統計情報を表示します。

ntp server 1 つのサーバと 1 つのサーバ アソシエーションを形成します。

ntp peer 1 つのピアと 1 つのピア アソシエーションを形成します。
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show コマンド

show ntp statistics
show ntp statistics
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）統計情報を表示するには、show ntp 
statistics コマンドを使用します。

show ntp statistics {io | local | memory | peer {ip-address | dns-name}}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン ドメイン名が解決されるのは、DNS サーバが設定されている場合だけです。

例 次に、設定されているサーバとピアを表示する例を示します。

n1000v# show ntp statistics local
system uptime:          6742265
time since reset:       6742265
old version packets:    0
old version packets:    0
unknown version number: 0
bad packet format:      0
packets processed:      0
bad authentication:     0
packets rejected:       0
n1000v#

io 入力 /出力の統計情報を指定します。

local ローカル NTP によって保持されているカウンタを指定します。

memory メモリ コードに関連する統計情報カウンタを指定します。

peer ピアごとの統計情報カウンタを指定します。

ip-address このピアの IP アドレスを指定します。

dns-name このピアの DNS 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。
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show コマンド

show ntp statistics
関連コマンド コマンド 説明

ntp server 1 つのサーバと 1 つのサーバ アソシエーションを形成します。

ntp peer 1 つのピアと 1 つのピア アソシエーションを形成します。
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show コマンド

show password strength-check
show password strength-check
パスワードの強度の確認が行われているかどうかを表示するには、show password strength-check コ
マンドを使用します。

show password strength-check

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、パスワードの強度の確認を行っているかどうかを表示する例を示します。

n1000v# show password strength-check
Password strength check enabled
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

password 
strength-check

パスワードの強度確認をイネーブルにします。

username ユーザ アカウントを作成します。

role name ユーザ ロールに名前をつけて、そのロールのロール コンフィギュレー

ション モードに切り替えます。
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show コマンド

show policy-map
show policy-map
すべてのポリシー マップまたは指定したポリシー マップに対するポリシー マップ設定を表示するに

は、show policy-map コマンドを使用します。

show policy-map [{[type qos] [policy_map_name]} | {type queuing [pmap-name-que]}]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、すべてのポリシー マップのポリシー マップ設定を表示する例を示します。

n1000v# show policy-map

Type qos policy-maps
  ====================

  policy-map type qos class1
    class  class-default
  policy-map type qos policy1
    class  class1
      set dscp 26
    class  class2
      set dscp 14
    class  class-default
      set dscp 20
      police cir 256000 bps bc 300 ms pir 256000 bps be 300 ms conform transmit

exceed set dscp dscp table cir-markdown-map violate drop
  policy-map type qos policy2

type （任意）ポリシー マップ タイプを指定します。

qos （任意）QoS タイプを指定します。

policy_map_
name

（任意）既存のポリシー マップの名前。

queuing キューイング タイプ。

pmap-name-que （任意）ポリシー マップ名（キューイング タイプ）

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) type queuing が追加されました。

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 policy-map
  policy-map type qos policy3
    class  class-default
      police cir 256000 bps bc 300 ms pir 256000 bps be 300 ms conform transmit

exceed set dscp dscp table cir-markdown-map violate drop
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show policy-map すべてのポリシー マップ、または指定したポリシー マップに対するポリ

シー マップ設定を表示します。

class class-map-name への参照を作成し、指定したクラス マップに対してポリ

シー マップ クラス QoS コンフィギュレーション モードを開始します。

set dscp 指定したクラスのすべての IP ヘッダー内で使用する DSCP 値を定義し、

その値を実行コンフィギュレーションに保存します。
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show コマンド

show policy-map interface
show policy-map interface
グローバル統計情報のステータスおよびすべてのインターフェイスの設定されたポリシー マップを表

示するには、show policy-map interface コマンドを使用します。

show policy-map interface [brief] [ethernet slot/port | port-channel 
port_channel_number | vethernet interface_number] [[input | output] [type qos]] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 この例では、インターフェイスに設定されているポリシー マップの統計情報を表示する方法を示しま

す。

n1000v(config)# show policy-map interface

Global statistics status : enabled

Vethernet3
  Service-policy (qos) input: new-policy

brief （任意）短縮された出力を指定します。

ethernet （任意）イーサネット インターフェイスを指定します。

slot/port スラッシュ（/）で区切ったインターフェイスの有効なスロットおよびポート。ス

ロット範囲は 1 ～ 66、ポート範囲は 1 ～ 256 です。

port-channel （任意）ポート チャネル インターフェイスを指定します。

port_channel_
number

有効なポート チャネルの ID。範囲は、1 ～ 4096 です。

vethernet （任意）仮想イーサネット インターフェイスを指定します。

interface_
number

有効な仮想イーサネット インターフェイスの ID。範囲は、1 ～ 1048575 です。

input （任意）入力ポリシーを指定します

output （任意）出力ポリシーを指定します。

type （任意）クラス マップ タイプを指定します。

qos （任意）QoS 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。
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show コマンド

show policy-map interface
    policy statistics status: enabled

    Class-map (qos): class-default (match-any)
      59610700 packets
      set prec 5

Vethernet5

  Service-policy (qos) output: new-policer
    policy statistics status: enabled

    Class-map (qos): new-class (match-all)
      344661013 packets
      Match: precedence 5
      police cir 900 mbps bc 200 ms
        conformed 505953339796 bytes, 899924196 bps action: transmit
        violated 12285218014 bytes, 22283000 bps action: dropn1000v#

関連コマンド コマンド 説明

policy-map クラス マップのセットに適用するポリシーのセットを表すポリシー マッ

プを定義します。

qos statistics すべてのインターフェイスで QoS 統計情報をイネーブルにします。

clear qos statistics 指定した QoS 統計情報をクリアします。
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show コマンド

show port-channel compatibility-parameters
show port-channel compatibility-parameters
ポート チャネルに加入するためにメンバ ポート間で同一でなければならない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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン チャネル グループにインターフェイスを追加する場合、ソフトウェアは特定のインターフェイス属性

をチェックし、インターフェイスがチャネル グループと互換性があることを確認します。たとえば、

レイヤ 2 チャネル グループにレイヤ 3 インターフェイスを追加できません。また、インターフェイス

をポート チャネル集約に参加させる前に、そのインターフェイスの多数の操作属性もチェックされま

す。

このコマンドは、システムで使用される互換性チェック リストを表示します。

以下のパラメータが同じである場合、channel-group コマンドを使用して、互換性のないパラメータ

を持つポートを強制的にポート チャネルに加入させることができます。

• （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 チャネルへのポートの加入については、channel-group コマンドを参照してください。

例 次に、インターフェイスをチャネル グループに参加させる前に、システムで実行される互換性チェッ

クのリストを表示する例を示します。

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。
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show コマンド

show port-channel compatibility-parameters
n1000v# 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

Members port does not exist.

* switching port
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show コマンド

show port-channel compatibility-parameters
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、ポート チャネル 
グループからのインターフェイスの削除、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 チャネルの現在の実行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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。このコマンドで

は、Link Aggregation Control Protocol（LACP）対応のポート チャネル、および対応する集約プロト

コルのないポート 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。

n1000v# 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]

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。

channel-number 情報を表示するポート チャネル番号。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
n1000v# 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 チャネルに関するサマリー情報を表示します。
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show コマンド

show port-channel load-balance
show port-channel load-balance
ポート チャネルを使用したロード バランシングに関する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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、システムの現在のポート チャネルのロード バランシングに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# 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 表示するロード バランシング転送パスのポート チャネル番号。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 チャネルを使用したロード 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）に関する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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン RBH の値の範囲は 0 ～ 7 です。RBH は、ポート チャネルのポート メンバ間で共有されます。

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。

n1000v# 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 表示する情報のポート チャネル番号。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 チャネルに関するサマリー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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン Link Aggregation Control Protocol（LACP）がイネーブルではない場合、出力の Protocol カラムには 
NONE と表示されます。

チャネル グループのインターフェイスの稼動状態は次のようになります。

• Down：管理のためにシャットダウンされているか、ポート チャネルとは無関係の他の理由によ

り、インターフェイスがダウンしています。

• 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により、

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、単独のリンクとしてトラフィックを転送し続けます。

– 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運用パラメータは、ポート チャネルと互換性がありません。この

インターフェイスはトラフィックを転送していません。ただし、物理 MAC リンクはアップ状態で

す。

• Switched：インターフェイスは切り換えられています。

• Up（port-channel）：ポート チャネルはアップしています。

• Up in port-channel（members）：ポート チャネルのポート メンバはアップしています。

• Hot-standby（LACP only）：インターフェイスは、現在 LACP チャネルに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場合、ポート グループに加入できます。

– このインターフェイスは、データ トラフィックは転送せず、Protocol Data Unit（PDU; プロト

コル データ ユニット）のみ転送します。

– このインターフェイスは STP を実行しません。

リリース 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
• Module-removed：モジュールは削除されています。

• Routed：インターフェイスはルーティングされています。

例 次に、ポート チャネルに関するサマリー情報を表示する例を示します。

n1000v# 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

使用されているポート チャネル番号および空いているポート チャネル番

号を表示します。

show port-channel 
traffic

ポート チャネルの送信および受信されたユニキャストの割合、マルチキャ

ストの割合、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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 チャネルに関する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。

n1000v(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。

n1000v(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 表示するトラフィック統計情報のポート チャネル番号。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 チャネルに関するサマリー情報を表示します。
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show コマンド

show port-channel usage
show port-channel usage
使用されているポート チャネル番号および空いているポート チャネル番号を表示するには、show 
port-channel usage コマンドを使用します。

show port-channel usage 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# show port-channel usage
Totally 2 port-channel numbers used
====================================
Used  :   5 , 20
Unused:   1 - 4 , 6 - 19 , 21 - 4096
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

port-channel summary ポート チャネルに関するサマリー情報を表示します。
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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] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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# show port-profile name UplinkProfile1
port-profile system
 type: Vethernet
 description: 
 status: disabled
 max-ports: 32
 inherit:
 config attributes:
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 114-115
  no shutdown
 evaluated config attributes:
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 114-115
  no shutdown
 assigned interfaces:
 port-group: 
 system vlans: none
 capability l3control: no
 port-profile role: none
n1000v#

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

4.2(1)SV1(4) ポート プロファイルのロール情報がこのコマンドに追加されました。

4.0(4)SV1(2) ポート プロファイル タイプ、ピニングとチャネル グループ設定が追加さ

れました。capability uplink の情報が削除されました。

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-profile
関連コマンド コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。
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show コマンド

show port-profile expand-interface
show port-profile expand-interface
インターフェイス レベル設定によってポート プロファイルの設定が上書きされていないことを確認す

るには、show port-profile expand-interface コマンドを使用します。

show port-profile expand-interface [name port-profile-name]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、インターフェイス レベル設定によってポート プロファイルの設定が上書きされていないことを

確認する例を示します。

n1000v# show port-profile expand-interface

port-profile 1

port-profile 2

port-profile AccessProf

port-profile AllAccess

port-profile PortProfile1

port-profile SystemProfile

n1000v#

関連コマンド

name （任意）特定のポート プロファイル名の表示に限定します。

module-number 既存のポート プロファイルを識別する名前。

リリース 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 プロファイルの設定を表示します。

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 モードを開始します。

inherit port-profile 継承される設定をデフォルトの設定として新しいポート プロファイルに追

加します。
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show コマンド

show port-profile-role
show port-profile-role
ポート プロファイル ロール設定を表示するには、show port-profile-role コマンドを使用します。

show port-profile-role [name port-profile-role-name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、adminUser ポート プロファイルのロールを表示する例を示します。

n1000v# show port-profile-role name adminUser

Name: adminUser
Description: adminOnly
Users:
    hdbaar (user)
Assigned port-profiles:
    allaccess2

関連コマンド

name （任意）特定のロールを表示することを指定します。

port-profile-role-name 表示するロールの名前を指定します

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) 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 プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロ

ファイル設定を表示します。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。
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show コマンド

show port-profile-role
assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り

当てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにし

ます。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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show コマンド

show port-profile-role users
show port-profile-role users
使用可能なユーザおよびグループを表示するには、show port-profile-role users コマンドを使用しま

す。

show port-profile-role users 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、使用可能なユーザおよびグループを表示する例を示します。

n1000v# show port-profile-role users
Groups:
  Administrators
  TestGroupB
Users:
  dbaar
  fgreen
  suchen
  mariofr
n1000v#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

user ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てます。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。

assign 
port-profile-role

特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当てま

す。
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show コマンド

show port-profile-role users
feature 
port-profile-role

ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにします。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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show コマンド

show port-profile sync-status
show port-profile sync-status
ポート プロファイルと同期していないインターフェイスを表示するには、show port-profile 
sync-status コマンドを使用します。

show port-profile sync-status [interface if-name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポート プロファイルと同期していないインターフェイスを表示する例を示します。

n1000v# show port-profile sync-status

Ethernet3/2
 port-profile: uplink
 interface status: quarantine
 sync status: out of sync
 cached commands:
 errors:
    command cache overrun
 recovery steps:
    bring interface online

Ethernet3/3
 port-profile: uplink
 interface status: quarantine
 sync status: out of sync
 cached commands:
 errors:
    command cache overrun
 recovery steps:
    bring interface online

interface （任意）特定のインターフェイスを表示することを指定します。

if-name 表示するインターフェイスの名前を指定します

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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-profile sync-status
関連コマンド コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。

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 port-profile virtual usage
show port-profile virtual usage
インターフェイスによるポート プロファイルの使用状況を表示するには、show port-profile virtual 
usage コマンドを使用します。

show port-profile virtual usage [name name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、インターフェイスによるポート プロファイルの使用状況を表示する例を示します。

n1000v# show port-profile virtual usage
-------------------------------------------------------------------------------
Port Profile               Port        Adapter        Owner
-------------------------------------------------------------------------------
n1kv-uplink0               Po1
                           Eth3/2      vmnic1         localhost.
                           Eth3/3      vmnic2         localhost.
vlan1767                   Veth7       Net Adapter 1  all-tool-7
                           Veth8       Net Adapter 1  all-tool-8
aipc1765                   Veth4       Net Adapter 1  bl-h-s
inband1766                 Veth6       Net Adapter 3  bl-h-s
mgmt1764                   Veth5       Net Adapter 2  bl-h-s
vpc-mac-uplink             Po7
                           Eth5/2      vmnic1         localhost.
                           Eth5/3      vmnic2         localhost.
ch-vpc-mac-uplink          Po2
                           Po3
                           Eth4/2      vmnic1         VDANIKLNCOS
                           Eth4/3      vmnic2         VDANIKLNCOS
ch-aipc1765                Veth1       Net Adapter 1  bl-h-p
ch-mgmt1764                Veth2       Net Adapter 2  bl-h-p
ch-inband1766              Veth3       Net Adapter 3  bl-h-p
n1000v#

name （任意）特定のポート プロファイルを表示することを指定します。

name 表示するポート プロファイルの名前を指定します

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) 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-profile virtual usage
関連コマンド コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。

show port-profile ポート プロファイルの設定を表示します。

inherit port-profile 継承される設定をデフォルトの設定として新しいポート プロファイルに追

加します。

port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。
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show コマンド

show port-security
show port-security
システムで保護されている MAC アドレスを表示するには、show port-security コマンドを使用しま

す。

show port-security

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、システムで保護されている MAC アドレスを表示する例を示します。

n1000V# show port-security
Total Secured Mac Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192

----------------------------------------------------------------------------
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
                (Count)       (Count)          (Count)

----------------------------------------------------------------------------
Vethernet1            1             0                0             Shutdown
==========================================================================

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-security stop 
learning

ポートの Drop on Source Miss（DSM）ビットを設定します。

module vem execute Cisco Nexus 1000V から仮想イーサネット モジュール（VEM）でコマン

ドをリモートで実行します。

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。
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show コマンド

show port-security address
show port-security address
システムのすべてのセキュア MAC アドレスに関する情報を表示するには、show port-security 
address コマンドを使用します。

show port-security address interface-id

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、システムのすべての MAC アドレスに関する情報を表示するために、show port-security address 
コマンドを使用する例を示します。

n1000v# show port-security address
Total Secured Mac Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
----------------------------------------------------------------------
Secure Mac Address Table
----------------------------------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
(mins)
---- ----------- ------ ----- -------------
1 0054.AAB3.770F STATIC port-channel1 0
1 00EE.378A.ABCE STATIC Ethernet1/4 0
======================================================================
n1000v#

interface vethernet （任意）セキュア MAC アドレス情報を特定の

vEthernet インターフェイスに制限します。

interface ethernet （任意）セキュア MAC アドレス情報を特定の

イーサネット インターフェイスに制限します。

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 port-security address
次に、show port-security address コマンドを使用して、イーサネット 1/4 インターフェイス上のポー

ト セキュリティ機能によって保護されている MAC アドレスを表示する例を示します。

n1000v# show port-security address interface ethernet 1/4
Secure Mac Address Table
----------------------------------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
(mins)
---- ----------- ------ ----- -------------
1 00EE.378A.ABCE STATIC Ethernet1/4 0
----------------------------------------------------------------------
n1000v#

次に、show port-security address コマンドを使用して、vethernet1 インターフェイス上のポート セ
キュリティ機能によって保護されている MAC アドレスを表示する例を示します。

n1000v# show port-security address interface vethernet 1
Total Secured Mac Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
---------------------------------------------------------------------- 
Secure Mac Address Table
----------------------------------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports Remaining age 
(mins)
---- ----------- ------ ----- --------------- 
65 0050.56B7.7DE2 DYNAMIC Vethernet1 0
=====================================================================
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

clear port-security ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスをクリアします。

switchport 
port-security

レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにしま

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。

show port-security 
interface

セキュアなインターフェイスに関する情報を表示します。

show running-config 
port-security

ポート セキュリティ設定を表示します。
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show コマンド

show port-security interface
show port-security interface
システムのセキュアなインターフェイスに関する情報を表示するには、show port-security interface 
コマンドを使用します。

show port-security interface interface-id 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、show port-security interface コマンドを使用して、イーサネット 1/4 インターフェイス上の

ポート セキュリティ機能のステータスを表示する例を示します。

n1000v# show port-security interface ethernet 1/4
Port Security : Enabled
Port Status : Secure Down
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
Maximum MAC Addresses : 5
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 0
Security violation count : 0
n1000v#

関連コマンド

interface-id インターフェイス ID。

リリース 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 port-security ダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスをクリアします。

switchport 
port-security

レイヤ 2 インターフェイス上のポート セキュリティをイネーブルにしま

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。
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show コマンド

show port-security interface
show port-security 
address

インターフェイスのセキュア MAC アドレスを表示します。

show running-config 
port-security

ポート セキュリティ設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show processes
show processes
すべてのプロセスの状態と開始カウントを表示するには、show processes コマンドを使用します。

show processes [cpu | log | memory]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、すべてのプロセスの状態と開始カウントを表示する例を示します。

n1000v# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process
-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------
    1      S  77f8a468            1     -     O  init
    2      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0
    3      S         0            1     -     O  desched/0
    4      S         0            1     -     O  events/0
    5      S         0            1     -     O  khelper
   10      S         0            1     -     O  kthread
   18      S         0            1     -     O  kblockd/0
   35      S         0            1     -     O  khubd
  121      S         0            1     -     O  pdflush
  122      S         0            1     -     O  pdflush
  124      S         0            1     -     O  aio/0
  123      S         0            1     -     O  kswapd0
  709      S         0            1     -     O  kseriod
  756      S         0            1     -     O  kide/0
  766      S         0            1     -     O  ata/0
  770      S         0            1     -     O  scsi_eh_0
 1096      S         0            1     -     O  kjournald
 1101      S         0            1     -     O  kjournald
 1620      S         0            1     -     O  kjournald
 1627      S         0            1     -     O  kjournald
 1952      S  77f6c18e            1     -     O  portmap
 1965      S         0            1     -     O  nfsd

cpu （任意）CPU に関連するプロセスを指定します。

log （任意）プロセス ログに関する情報を指定します。

memory （任意）メモリに関連するプロセスを指定します。

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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show コマンド

show processes
 1966      S         0            1     -     O  nfsd
 1967      S         0            1     -     O  nfsd
 1968      S         0            1     -     O  nfsd
 1969      S         0            1     -     O  nfsd
 1970      S         0            1     -     O  nfsd
 1971      S         0            1     -     O  nfsd
 1972      S         0            1     -     O  nfsd
 1973      S         0            1     -     O  lockd
 1974      S         0            1     -     O  rpciod
 1979      S  77f6e468            1     -     O  rpc.mountd
 1989      S  77f6e468            1     -     O  rpc.statd
 2016      S  77e0e468            1     -    VG  sysmgr
 2298      S         0            1     -     O  mping-thread
 2299      S         0            1     -     O  mping-thread
 2315      S         0            1     -     O  stun_kthread
 2316      S         0            1     -     O  stun_arp_mts_kt
 2339      S         0            1     -     O  redun_kthread
 2340      S         0            1     -     O  redun_timer_kth
 2866      S         0            1     -     O  sf_rdn_kthread
 2866      S         0            1     -     O  sf_rdn_kthread
 2867      S  77f37468            1     -    VU  xinetd
 2868      S  77f6e468            1     -    VU  tftpd
 2869      S  7788c1b6            1     -    VL  syslogd
 2870      S  77ecf468            1     -    VU  sdwrapd
 2872      S  77d94468            1     -    VU  platform
 2877      S         0            1     -     O  ls-notify-mts-t
 2889      S  77eb2be4            1     -    VU  pfm_dummy
 2896      S  77f836be            1     -     O  klogd
 2903      S  77d9ebe4            1     -    VL  vshd
 2904      S  77e41468            1     -    VU  stun
 2905      S  77a74f43            1     -    VL  smm
 2906      S  77e5a468            1     -    VL  session-mgr
 2907      S  77c4e468            1     -    VL  psshelper
 2908      S  77f75468            1     -    VU  lmgrd
 2909      S  77e36be4            1     -    VG  licmgr
 2910      S  77ebe468            1     -    VG  fs-daemon
 2911      S  77ec5468            1     -    VL  feature-mgr
 2912      S  77e7a468            1     -    VU  confcheck
 2913      S  77eb3468            1     -    VU  capability
 2915      S  77c4e468            1     -    VU  psshelper_gsvc
 2922      S  77f75468            1     -     O  cisco
 2937      S  77895f43            1     -    VL  clis
 2937      S  77895f43            1     -    VL  clis
 2952      S  77cba468            1     -    VL  xmlma
 2953      S  77e8b468            1     -    VL  vmm
 2955      S  77e80468            1     -    VU  ttyd
 2957      S  77ecb6be            1     -    VL  sysinfo
 2958      S  77b57468            1     -    VL  sksd
 2959      S  77ea7468            1     -    VG  res_mgr
 2960      S  77e53468            1     -    VG  plugin
 2961      S  77ccf468            1     -    VL  mvsh
 2962      S  77e05468            1     -    VU  module
 2963      S  77cce468            1     -    VL  evms
 2964      S  77ccf468            1     -    VL  evmc
 2965      S  77ecc468            1     -    VU  core-dmon
 2966      S  7765b40d            1     -    VL  ascii-cfg
 2967      S  77cebbe4            1     -    VL  securityd
 2968      S  77cb5468            1     -    VU  cert_enroll
 2969      S  77b17be4            1     -    VL  aaa
 2973      S  77e19468            1     -    VU  ExceptionLog
 2975      S  77dfb468            1     -    VU  bootvar
 2976      S  77df9468            1     -    VG  ifmgr
 2977      S  77ead468            1     -    VU  tcap
 2978      S  77a6bf43            1     -    VL  l3vm
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show コマンド

show processes
 2978      S  77a6bf43            1     -    VL  l3vm
 2979      S  77a62f43            1     -    VL  u6rib
 2980      S  77a62f43            1     -    VL  urib
 2981      S  77f30be4            1     -    VU  core-client
 2983      S  77b95468            1     -    VL  aclmgr
 3008      S  77d51468            1     -    VU  aclcomp
 3011      S  7774440d            1     -    VL  tacacs
 3012      S  77a72f43            1     -    VL  adjmgr
 3016      S  77a74f43            1     -    VL  arp
 3021      S  778a1896            1     -    VL  icmpv6
 3022      S  7791ef43            1     -    VL  netstack
 3050      S  7770240d            1     -    VL  radius
 3051      S  77f59be4            1     -    VL  ip_dummy
 3052      S  77f59be4            1     -    VL  ipv6_dummy
 3053      S  7783c40d            1     -    VU  ntp
 3054      S  77f59be4            1     -    VL  pktmgr_dummy
 3055      S  778ae40d            1     -    VL  snmpd
 3056      S  77f59be4            1     -    VL  tcpudp_dummy
 3063      S  7782d40d            1     -    VL  cdp
 3064      S  77b1540d            1     -    VL  dcos-xinetd
 3154      S  77b4040d            1     -     O  ntpd
 3195      S  77e0d468            1     -    VL  vsim
 3196      S  778ee40d            1     -    VL  ufdm
 3196      S  778ee40d            1     -    VL  ufdm
 3197      S  77d42468            1     -    VU  sf_nf_srv
 3198      S  778e240d            1     -    VL  sal
 3199      S  77a14f43            1     -    VL  rpm
 3200      S  778cd40d            1     -    VG  pltfm_config
 3201      S  77efc468            1     -    VU  pixmc
 3202      S  77e0f468            1     -    VG  pixm
 3203      S  77c43468            1     -    VU  pdl_srv_tst
 3204      S  7789e40d            1     -    VL  nfm
 3205      S  77ddc468            1     -    VU  msp
 3206      S  77dbc468            1     -    VL  monitor
 3207      S  7789c40d            1     -    VL  mfdm
 3208      S  7787340d            1     -    VL  l2fm
 3209      S  77dc0468            1     -    VL  ipqosmgr
 3210      S  77e81468            1     -    VU  ethanalyzer
 3211      S  777b740d            1     -    VL  dhcp_snoop
 3212      S  77b3940d            1     -    VL  dcos-thttpd
 3213      S  77c26468            1     -    VU  copp
 3214      S  77b2b468            1     -    VL  eth_port_channel
 3215      S  77d15468            1     -    VL  vlan_mgr
 3219      S  758bc40d            1     -    VU  vms
 3220      S  77b8a468            1     -    VL  eth-port-sec
 3221      S  77abb468            1     -    VL  stp
 3221      S  77abb468            1     -    VL  stp
 3226      S  77de5468            1     -    VL  lacp
 3228      S  777ba40d            1     -    VL  ethpm
 3232      S  77a0127b            1     -    VL  igmp
 3235      S  77dba468            1     -    VL  private-vlan
 3241      S  77d70468            1     -    VU  vim
 3246      S  77d4b468            1     -    VU  portprofile
 3285      S  77f836be            1     1     O  getty
 3286      S  77f806be            1    S0     O  getty
 3290      S  77f1deee            1     -     O  gettylogin1
 3308      S  77f836be            1    S1     O  getty
 3360      S  77ae140d            1     -     O  dcos_sshd
 3361      S  77aaa468            1     8     O  vsh
 4213      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
25188      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
31228      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
  427      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
 1035      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
662
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show processes
 2439      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
 7167      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
 8246      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
 8856      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
10539      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
10539      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
16083      Z         0            1     -     O  vmw_maintenance
19353      S  77ae140d            1     -     O  dcos_sshd
19354      S  7752340d            1     -     O  xmlsa
13167      S  77ae140d            1     -     O  dcos_sshd
13169      S  77aaa468            1    17     O  vsh
14253      S  7798140d            1     -     O  in.dcos-telnetd
14254      S  77aaa468            1    18     O  vsh
14757      S  7798140d            1     -     O  in.dcos-telnetd
14758      S  77a82eee            1    19     O  vsh
14933      S  77f426be            1    19     O  more
14934      S  77aa9be4            1    19     O  vsh
14935      R  77f716be            1     -     O  ps
    -     NR         -            0     -    VL  eigrp
    -     NR         -            0     -    VL  isis
    -     NR         -            0     -    VL  ospf
    -     NR         -            0     -    VL  ospfv3
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  eigrp
    -     NR         -            0     -    VL  isis
    -     NR         -            0     -    VL  ospf
    -     NR         -            0     -    VL  ospfv3
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  eigrp
    -     NR         -            0     -    VL  isis
    -     NR         -            0     -    VL  ospf
    -     NR         -            0     -    VL  ospfv3
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  eigrp
    -     NR         -            0     -    VL  isis
    -     NR         -            0     -    VL  ospf
    -     NR         -            0     -    VL  ospfv3
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  amt
    -     NR         -            0     -    VL  bgp
    -     NR         -            0     -    VL  eou
    -     NR         -            0     -    VL  glbp
    -     NR         -            0     -    VL  hsrp_engine
    -     NR         -            0     -    VU  installer
    -     NR         -            0     -    VL  interface-vlan
    -     NR         -            0     -    VU  lisp
    -     NR         -            0     -    VL  msdp
    -     NR         -            0     -    VL  pim
    -     NR         -            0     -    VL  pim6
    -     NR         -            0     -    VL  scheduler
    -     NR         -            0     -    VL  isis
    -     NR         -            0     -    VL  ospf
    -     NR         -            0     -    VL  ospfv3
    -     NR         -            0     -    VL  rip
    -     NR         -            0     -    VL  amt
    -     NR         -            0     -    VL  bgp
    -     NR         -            0     -    VL  eou
    -     NR         -            0     -    VL  glbp
    -     NR         -            0     -    VL  hsrp_engine
    -     NR         -            0     -    VU  installer
    -     NR         -            0     -    VL  interface-vlan
    -     NR         -            0     -    VU  lisp
    -     NR         -            0     -    VL  msdp
663
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show processes
    -     NR         -            0     -    VL  pim
    -     NR         -            0     -    VL  pim6
    -     NR         -            0     -    VL  scheduler
    -     NR         -            0     -    VU  vbuilder

State: R(runnable), S(sleeping), Z(defunct)

Type:  U(unknown), O(non sysmgr)
       NR(not running), ER(terminated etc)
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show system 
redundancy status

システムの HA 状態を表示します。

show module システムで利用可能なすべての VSM と VEM に関する情報を表示します。

module vem VEM のコマンドの Cisco Nexus 1000V からのリモート入力を許可します。
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show コマンド

show radius-server
show radius-server
RADIUS サーバ設定を表示するには、show radius-server コマンドを使用します。

show radius-server [host] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバの設定を表示する例を示します。

n1000v# show radius-server ads
        ads:
                available for authentication on port:1812
                available for accounting on port:1813
                idle time:0
                test user:test
                test password:********
n1000v(config)#

関連コマンド

host （任意）RADIUS サーバの DNS 名または IP アドレスを指定します。

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。

コマンド 説明

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。

radius-server 
directed-request

誘導要求をイネーブルにします。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示します。

show radius-server 
sorted

名前でソートされた RADIUS サーバを表示します。

show radius-server 
statistics

RADIUS 統計情報を表示します。

show radius-server 
directed-request

directed request の設定を表示します。
665
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show radius-server directed-request
show radius-server directed-request
指定要求設定を表示するには、show radius-server directed-request コマンドを使用します。

show radius-server directed-request

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、指定要求設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show radius-server directed-request
disabled
n1000v(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

radius-server directed-request 誘導要求をイネーブルにします。

show radius-server groups RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示します。

show radius-server sorted 名前でソートされた RADIUS サーバを表示します。

show radius-server statistics RADIUS 統計情報を表示します。
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show コマンド

show radius-server groups
show radius-server groups
RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示するには、show radius-server groups コマンドを

使用します。

show radius-server groups [group-name]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show radius-server groups
n1000v#

関連コマンド

group-name （任意）RADIUS サーバ 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

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成し、そのグループの RADIUS サーバ グ
ループ コンフィギュレーション サブモードを開始します。

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。

radius-server 
directed-request

誘導要求をイネーブルにします。

show radius-server 
sorted

名前でソートされた RADIUS サーバを表示します。

show radius-server 
statistics

RADIUS 統計情報を表示します。

show radius-server 
directed-request

directed request の設定を表示します。
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show コマンド

show radius-server sorted
show radius-server sorted
RADIUS サーバ設定をソートされた形式で表示するには、show radius-server sorted コマンドを使用

します。

show radius-server sorted

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバの設定をソートされた形式で表示する例を示します。

n1000v(config)# show radius-server sorted

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

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。

radius-server 
directed-request

誘導要求をイネーブルにします。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示します。

show radius-server 
statistics

RADIUS 統計情報を表示します。

show radius-server 
directed-request

directed request の設定を表示します。
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show コマンド

show radius-server statistics
show radius-server statistics
RADIUS 統計情報を表示するには、show radius-server statistics コマンドを使用します。

show radius-server statistics {hostname | ipv4-address} 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、RADIUS 統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show radius-server statistics 10.10.1.1
Server is not monitored

Authentication Statistics
        failed transactions: 0
        sucessfull transactions: 0
        requests sent: 0
        requests timed out: 0
        responses with no matching requests: 0
        responses not processed: 0
        responses containing errors: 0

Accounting Statistics
        failed transactions: 0
        sucessfull transactions: 0
        requests sent: 0
        requests timed out: 0
        responses with no matching requests: 0
        responses not processed: 0
        responses containing errors: 0

hostname RADIUS サーバ ホストの DNS 名を指定します。

ipv4-address RADIUS サーバ ホストの IP 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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show コマンド

show radius-server statistics
関連コマンド コマンド 説明

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。

radius-server 
directed-request

誘導要求をイネーブルにします。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ グループ設定に関する情報を表示します。

show radius-server 
sorted

名前でソートされた RADIUS サーバを表示します。

show radius-server 
statistics

RADIUS 統計情報を表示します。

show radius-server 
directed-request

directed request の設定を表示します。
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show コマンド

show running-config diff
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違いを確認するには、show 
running-config diff コマンドを使用します。

show running-config diff

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン ある VSM を別の VSM に切り替える場合、アクティブな VSM で使用可能だった未保存の実行コン

フィギュレーションは、新たにアクティブとなった VSM でもまだ未保存のままです。このコマンドを

使用して、この未保存の実行コンフィギュレーションを確認できます。次に、スタートアップでこのコ

ンフィギュレーションを保存します。必要に応じて実行します。

例 次に、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違いを確認する例を

示します。

n1000v# show running-config diff
*** Startup-config
--- Running-config
***************
*** 1,38 ****
version 4.0(4)SV1(1)
role feature-group name new
role name testrole
username admin password 5 $1$S7HvKc5G$aguYqHl0dPttBJAhEPwsy1 role network-admin
telnet server enable
ip domain-lookup

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。
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show コマンド

show running-config diff
コマンド 説明

system switchover アクティブな VSM で、スタンバイ VSM への手動スイッチオーバーを開

始します。

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。
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show コマンド

show running-config interface ethernet
show running-config interface ethernet
特定のイーサネット 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するには、show 
running-config interface ethernet コマンドを使用します。

show running-config interface ethernet slot/port

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、イーサネット インターフェイス 2/1 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 interface ethernet 2/1
version 4.0(4)SV1(3)

interface Ethernet3/2
  inherit port-profile uplink_all

関連コマンド

slot/port 既存のイーサネット 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 running-config 
interface port-channel

ポート チャネル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。

show running-config 
interface vethernet

vEthernet インターフェイス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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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v(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。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 チャネルのサマリー情報を表示します。
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show コマンド

show running-config interface vethernet
show running-config interface vethernet
特定の vEthernet 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するには、show 
running-config interface vethernet コマンドを使用します。

show running-config interface vethernet interface-number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、vEthernet インターフェイス 2/1 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 interface vethernet 1
version 4.0(4)SV1(2)

interface Vethernet1
  description isp_pvlan1
  pinning id 3
  switchport mode private-vlan host
  no shutdown

n1000v#

関連コマンド

interface-number 既存の vEthernet インターフェイスを識別する番号。

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。

コマンド 説明

show running-config 
interface port-channel

ポート チャネル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。

show running-config 
interface ethernet

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に関する情

報を表示します。
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show コマンド

show running-config network-segment policy
show running-config network-segment policy
ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示するには、show running-config 
network-segment policy コマンドを使用します。

show running-config network-segment policy [policy_name]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示する方法の例を次に示します。

n1000v# show running-config network-segment policy abc-policy-vxlan

!Command: show running-config network-segment policy abc-policy-vxlan
!Time: Fri Aug 26 18:34:50 2011

version 4.2(1)SV1(5.1)
feature network-segmentation-manager

network-segment policy abc-policy-vxlan
description network segmentation policy for ABC for VXLAN networks
id f5dcf127-cdb0-4bdd-8df5-9515d6dc8170
type segmentation
import port-profile port-profile ABC_profile_segmentation 

policy_name （任意）ネットワーク セグメンテーション ポリシーの名前。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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show コマンド

show running-config network-segment policy
関連コマンド コマンド 説明

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。
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show コマンド

show running-config port-profile
show running-config port-profile
ポート プロファイル設定を表示するには、show running-config port-profile コマンドを使用します。

show running-config port-profile [prof_name]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ポート プロファイル設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show running-config port-profile 
!Command: show running-config port-profile
!Time: Fri Oct 15 13:28:40 2010

version 4.2(1)SV1(4)
port-profile default max-ports 32
port-profile type ethernet allaccess2
  assign port-profile-role adminUser
port-profile type vethernet feature-veth-240
  capability feature-veth
  vmware port-group
  switchport mode access
  switchport access vlan 240
  no shutdown
  description Port-group created for Nexus1000V internal usage. Do not use/modify 
manually.
  state enabled
n1000v(config)# 

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

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

port-profile ポート プロファイルを作成します。
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show コマンド

show running-config vlan
show running-config vlan
指定された VLAN の実行コンフィギュレーションを表示するには、show running-config vlan コマン

ドを使用します。

show running-config vlan vlan-id

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、VLAN100 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(config)# show running-config vlan 100
version 4.2(1)SV1(4)
vlan 100
n1000v(config)#

関連コマンド

vlan-id VLAN ID 番号または VLAN の範囲。有効な VLAN ID は 1 ～ 4094 であり、範囲

は 1 ～ 5、10 または 2 ～ 5、7 ～ 19 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。

vlan VLAN を作成します。
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show コマンド

show snmp
show snmp
1 つ以上の宛先プロファイルに関する情報を表示するには、show snmp コマンドを使用します。

show snmp [community | context | engineID | group | host | sessions | trap | user]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、SNMP engineID に関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show snmp engineID
Local SNMP engineID: [Hex] 800000090302000C000000
                     [Dec] 128:000:000:009:003:002:000:012:000:000:000
n1000v#

関連コマンド

community （任意）SNMP コミュニティ ストリングを指定します。

context （任意）SNMP コンテキスト マッピングを指定します。

engineID （任意）SNMP engineID を指定します。

group （任意）SNMP グループを指定します。

host （任意）SNMP ホストを指定します。

sessions （任意）SNMP セッションを指定します。

trap （任意）SNMP トラップを指定します。

user （任意）SNMPv3 ユーザを指定します。

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

snmp-server contact SNMP コンタクト名として sysContact を設定します。

snmp-server location SNMP ロケーションとして sysLocation を設定します。
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show コマンド

show ssh key
show ssh key
Secure Shell（SSH; セキュア シェル）サーバ キーを表示するには、show ssh key コマンドを使用しま

す。

show ssh key [dsa | rsa]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、すべての SSH サーバ キーを表示する例を示します。

n1000v# show ssh key
n1000v#

関連コマンド

dsa （任意）DSA SSH キーの表示を指定します。

rsa （任意）RSA SSH キーの表示を指定します。

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

ssh key SSH サーバ キーを生成します。

show ssh server SSH サーバがイネーブルかどうかを表示します。
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show コマンド

show ssh server
show ssh server
Secure Shell（SSH; セキュア シェル）サーバの設定を表示するには、show ssh server コマンドを使用

します。

show ssh server

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、SSH サーバの設定を表示する例を示します。

n1000v# show ssh server
ssh is enabled
version 2 enabled
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

ssh IP を使用してリモート装置との SSH IP セッションを作成します。

ssh key SSH サーバ キーを生成します。

show ssh server SSH サーバがイネーブルかどうかを表示します。

show ssh key SSH サーバ キーを表示します。
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show コマンド

show startup-config aaa
show startup-config aaa
スタートアップ コンフィギュレーションの Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認
証、認可、アカウンティング）プロトコルの設定を表示するには、show startup-config aaa コマンド

を使用します。

show startup-config aaa

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションの AAA 設定を表示する例を示します。

n1000v# show startup-config aaa
version 4.0(4)SV1(2)

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 startup-config 
aclmanager

アクセス コントロール リスト（ACL）マネージャのスタートアップ コン

フィギュレーションを表示します。

show startup-config 
am

Arthur–Merlin（AM）プロトコルに関する情報を表示します。

show startup-config 
arp

ARP に関する情報を表示します。

show startup-config 
dhcp

DHCP に関する情報を表示します。

show startup-config 
icmpv6

ICMPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
igmp

IGMP に関する情報を表示します。
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show コマンド

show startup-config aaa
show startup-config 
interface

インターフェイスの設定を表示します。

show startup-config ip IP に関する情報を表示します。

show startup-config 
ipqos

IP QoS マネージャのスタートアップ コンフィギュレーションを表示しま

す。

show startup-config 
ipv6

IPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
l3vm

l3vm に関する情報を表示します。

show startup-config 
license

ライセンスに関する情報を表示します。

show startup-config 
log

前回使用された ASCII スタートアップ コンフィギュレーションの実行ロ

グを表示します。

show startup-config 
monitor

設定されているイーサネット SPAN セッションを表示します。

show startup-config 
netflow

NetFlow 設定を表示します。

show startup-config 
port-profile

ポート プロファイル設定を表示します。

show startup-config 
port-security

ポート セキュリティ設定を表示します。

show startup-config 
radius

RADIUS 設定を表示します。

show startup-config 
tacacs+ 

TACACS 設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show startup-config network-segment policy
show startup-config network-segment policy
ネットワーク セグメンテーション ポリシーのスタートアップ コンフィギュレーションを表示するに

は、show startup-config network-segment policy コマンドを使用します。

show startup-config network-segment policy [policy_name]

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード 任意のコマンド モード

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク セグメンテーション ポリシーのスタートアップ コンフィギュレーションを表示す

る例を示します。

n1000v(config)# show startup-config network-segment policy
!Command: show startup-config network-segment policy
!Time: Fri Dec  9 02:50:42 2011
!Startup config saved at: Thu Dec  8 05:02:19 2011

version 4.2(1)SV1(5.1)
feature network-segmentation-manager

network-segment policy default_vlan_template
  description Default template used for VLAN backed pools
  type vlan
  import port-profile NSM_template_vlan
network-segment policy default_segmentation_template
  description Default template used for isolation backed pools
  type segmentation
  import port-profile NSM_template_segmentation

関連コマンド

policy_name （任意）ネットワーク セグメンテーション ポリシーの名前。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
685
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show startup-config network-segment policy
コマンド 説明

feature 
network-segmentation
-manager

Network Segmentation Manager（NSM）機能をイネーブルにします。

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。
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show コマンド

show startup-config radius
show startup-config radius
スタートアップ コンフィギュレーションの RADIUS 設定を表示するには、show startup-config 
radius コマンドを使用します。

show startup-config radius

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションの RADIUS 設定を表示する例を示します。

n1000v# show startup-config radius
version 4.0(4)SV1(2)

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 startup-config aaa スタートアップ コンフィギュレーションの認証、認可、アカウンティン

グ（AAA）プロトコルの設定を表示します。

show startup-config 
aclmanager

アクセス コントロール リスト（ACL）マネージャのスタートアップ コン

フィギュレーションを表示します。

show startup-config am Arthur-Merlin（AM）プロトコルに関する情報を表示します。

show startup-config arp ARP に関する情報を表示します。

show startup-config 
dhcp

DHCP に関する情報を表示します。

show startup-config 
icmpv6

ICMPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
igmp

IGMP に関する情報を表示します。

show startup-config 
interface

インターフェイスの設定を表示します。
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show コマンド

show startup-config radius
show startup-config ip IP に関する情報を表示します。

show startup-config 
ipqos

IP QoS マネージャのスタートアップ コンフィギュレーションを表示しま

す。

show startup-config ipv6 IPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
l3vm

l3vm に関する情報を表示します。

show startup-config 
license

ライセンスに関する情報を表示します。

show startup-config log 前回使用された ASCII スタートアップ コンフィギュレーションの実行ロ

グを表示します。

show startup-config 
monitor

設定されているイーサネット SPAN セッションを表示します。

show startup-config 
netflow

NetFlow 設定を表示します。

show startup-config 
port-profile

ポート プロファイル設定を表示します。

show startup-config 
port-security

ポート セキュリティ設定を表示します。

show startup-config 
radius

RADIUS 設定を表示します。

show startup-config 
tacacs+ 

TACACS 設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show startup-config security
show startup-config security
スタートアップ コンフィギュレーションのユーザ アカウント設定を表示するには、show 
startup-config security コマンドを使用します。

show startup-config security

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、スタートアップ コンフィギュレーションのユーザ アカウント設定を表示する例を示します。

n1000v# show startup-config security
version 4.0(4)SV1(2)
username admin password 5 $1$3/cH7rWm$W3QUjfQOyfySds5p3/PtX.  role network-admin

username kathleen password 5 $1$7vewiaFA$iLCfmalyKeSBySqrAgvNZ/  role network-op

erator
username kathleen role network-admin
telnet server enable

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 startup-config aaa Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、アカ

ウンティング）プロトコルの設定を表示します。

show startup-config 
aclmanager

アクセス コントロール リスト（ACL）マネージャのスタートアップ コン

フィギュレーションを表示します。

show startup-config am Arthur–Merlin（AM）プロトコルに関する情報を表示します。

show startup-config arp ARP に関する情報を表示します。

show startup-config 
dhcp

DHCP に関する情報を表示します。
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show コマンド

show startup-config security
show startup-config 
icmpv6

ICMPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
igmp

IGMP に関する情報を表示します。

show startup-config 
interface

インターフェイスの設定を表示します。

show startup-config ip IP に関する情報を表示します。

show startup-config 
ipqos

IP QoS マネージャのスタートアップ コンフィギュレーションを表示しま

す。

show startup-config ipv6 IPv6 に関する情報を表示します。

show startup-config 
l3vm

l3vm に関する情報を表示します。

show startup-config 
license

ライセンスに関する情報を表示します。

show startup-config log 前回使用された ASCII スタートアップ コンフィギュレーションの実行ロ

グを表示します。

show startup-config 
monitor

設定されているイーサネット SPAN セッションを表示します。

show startup-config 
netflow

NetFlow 設定を表示します。

show startup-config 
port-profile

ポート プロファイルの設定を表示します。

show startup-config 
port-security

ポート セキュリティ設定を表示します。

show startup-config 
radius

RADIUS 設定を表示します。

show startup-config 
tacacs+ 

TACACS 設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show svs connections
show svs connections
確認のために Cisco Nexus 1000V への現在の接続を表示するには、show svs connections コマンドを

使用します。

show svs connections [conn_name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、SVS 接続に関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show svs connections

connection vc:
    hostname: 172.23.232.139
    remote port: 80
    protocol: vmware-vim https
    certificate: default
    datacenter name: Documentation-DC
    DVS uuid: 9b dd 36 50 2e 27 27 8b-07 ed 81 89 ef 43 31 17
    config status: Enabled
    operational status: Disconnected
    sync status: -
    version: -
n1000v#

関連コマンド

conn_name （任意）既存の接続の名前。

リリース 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

svs connection Cisco Nexus 1000V と vCenter Server 間のこの接続を追加するために接続

コンフィギュレーション モードを開始します。

show svs domain ドメイン コンフィギュレーションを表示します。

show svs neighbors SVS ネイバーに関する情報を表示します。
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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 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 svs neighbors
show svs neighbors
すべての SVS ネイバーを表示するには、show svs neighbors コマンドを使用します。

show svs neighbors

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、すべての SVS ネイバーを表示する例を示します。

n1000v# show svs neighbors

Active Domain ID: 113

AIPC Interface MAC: 0050-56b6-2bd3
Inband Interface MAC: 0050-56b6-4f2d

Src MAC           Type   Domain-id    Node-id     Last learnt (Sec. ago)
------------------------------------------------------------------------

0002-3d40-7102     VEM       113         0302     71441.12
0002-3d40-7103     VEM       113         0402       390.77

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 svs domain Virtual Supervisor Module（VSM）ドメインの設定を表示します。

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 と仮想イーサネット モジュール

（VEM）および制御 /パケット VLAN が特定されます。
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show コマンド

show svs upgrade status
show svs upgrade status
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のアップグレードをモニタするには、show svs upgrade 
status コマンドを使用します。

show svs upgrade status

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、新しいソフトウェア バージョンへの VSM のアップグレードをモニタする例を示します。

n1000v# show svs upgrade status 
Upgrade State: Start
Upgrade mgmt0 ipv4 addr: 1.1.1.1
Upgrade mgmt0 ipv6 addr:  
Upgrade control0 ipv4 addr:  
n1000v# 

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

svs upgrade start VSM のアップグレードが開始されます。

svs upgrade complete VSM ソフトウェア アップグレードを実行し、アップグレードされたデー

タパスに切り替えるようにホストに通知します。
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show コマンド

show system error-id
show system error-id
システム エラー コードに関する詳細情報を表示するには、show system error-id コマンドを使用しま

す。

show system error-id {list | error-code}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、エラー コード 0x401e0008 の詳細情報を表示する例を示します。

n1000v# show system error-id 0x401e0008
Error Facility: sysmgr
Error Description: request was aborted, standby disk may be full
n1000v#

関連コマンド

list すべてのシステム エラー メッセージについて、簡単な情報を表示します。

error-code 特定のエラー コードの説明を表示します。

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

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。

show system 
redundancy status

システムの冗長性ステータスを表示します。

system vlan  システム VLAN を、このポート プロファイルに追加します。

show system resources システム リソースを表示します。
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show コマンド

show system redundancy status
show system redundancy status
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）の現在の冗長性ステータスを表示するには、show system 
redundancy status コマンドを使用します。

show system redundancy status

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次の例では、VSM の現在の冗長性ステータスを表示する方法を示します。

n1000v# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
      administrative:   standalone
         operational:   standalone

Redundancy mode
---------------
      administrative:   HA
         operational:   None

This supervisor (sup-1)
-----------------------
    Redundancy state:   Active
    Supervisor state:   Active
      Internal state:   Active with no standby

Other supervisor (sup-2)
------------------------
    Redundancy state:   Not present
n1000v#

リリース 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 system redundancy status
関連コマンド コマンド 説明

system redundancy 
role 

VSM の HA ロールを割り当てます。

show system resources システム リソースを表示します。
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show コマンド

show system resources
show system resources
システム関連の CPU およびメモリの統計情報を表示するには、show system resources コマンドを使

用します。

show system resources

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、システム関連の CPU およびメモリの統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show system resources
Load average:   1 minute: 0.00   5 minutes: 0.00   15 minutes: 0.00
Processes   :   261 total, 1 running
CPU states  :   0.0% user,   0.0% kernel,   100.0% idle
Memory usage:   2075012K total,    946780K used,   1128232K free
                  66764K buffers,  475404K cache

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 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。

show system 
redundancy

システムの冗長性ステータスを表示します。

system vlan  システム VLAN を、このポート プロファイルに追加します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、現在の VEM 機能レベルを表示する例を示します。

n1000v# 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 説明

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します。
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show コマンド

show table-map
show table-map
QoS テーブル マップを表示するには、show table-map コマンドを使用します。

show table-map [table-map-name | default-table-map-name] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、pir-markdown-map の表示方法の例を示します。

n1000v# show table-map pir-markdown-map

  Table-map pir-markdown-map
    default copy
    from 10,12 to 14
    from 18,20 to 22
    from 26,28 to 30
    from 34,36 to 38

n1000v# 

関連コマンド

table-map-name （任意）表示する特定のテーブル マップを指定します。

default-table-map
-name

（任意）システム定義のテーブル マップ名を指定します。

リリース 変更内容

4.0(4)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

table-map QoS テーブル マップを作成または変更します。
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show コマンド

show tacacs-server
show tacacs-server
TACACS+ サーバ情報を表示するには、show tacacs-server コマンドを使用します。

show tacacs-server 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン グローバル共有キーは実行コンフィギュレーションに暗号化形式で保存されます。キーを表示するに

は、show running-config コマンドを使用します。

例 次に、TACACS+ サーバの設定を表示する例を示します。

n1000v# show tacacs-server
Global TACACS+ shared secret:********
timeout value:5
deadtime value:0
total number of servers:1
following TACACS+ servers are configured:
10.10.2.2:
available on port:49

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

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。

tacacs-server key Cisco Nexus 1000V と TACACS+ サーバ ホストの間で共有されるグロー

バル キーを指定します。

show tacacs-server 
directed-request

誘導サーバ イネーブル設定を表示します。

show tacacs-server 
groups

TACACS+ サーバ グループ設定に関する情報を表示します。
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show コマンド

show tacacs-server
show tacacs-server 
sorted

サーバ名別に分類されている TACACS+ サーバを表示します。

show tacacs-server 
statistics

TACACS 統計情報を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show tcp client
show tcp client
TCP クライアントに関する情報を表示するには、show tcp client コマンドを使用します。

show tcp client [pid pid] [detail]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、TCP クライアントに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show tcp client
Total number of clients: 12
Total number of cancels: 255372
client: syslogd, pid: 2962, sockets: 2
client: ntp, pid: 3148, sockets: 2
client: dcos-xinetd, pid: 3156, sockets: 2
client: snmpd, pid: 3150, sockets: 4
client: ntpd, pid: 3243, sockets: 3
client: dcos-thttpd, pid: 3305, sockets: 2
client: radiusd, pid: 3143, sockets: 2
client: vms, pid: 3318, sockets: 0
client: dcos_sshd, pid: 3491, sockets: 3
client: vsh, pid: 3494, sockets: 0
client: in.dcos-telnetd, pid: 25028, sockets: 3
client: vsh, pid: 25029, sockets: 0

関連コマンド

pid （任意）クライアント プロセスに関する情報を指定します。

pid 指定したクライアント プロセスの ID を指定します。

detail （任意）ソケットの詳細を指定します。

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 tcp connection TCP 接続に関する情報を表示します。

show tcp statistics TCP プロトコル統計情報を表示します。
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show コマンド

show tcp connection
show tcp connection
接続に関する情報を表示するには、show tcp connection コマンドを使用します。

show tcp connection [pid pid | tcp | udp | raw] [local {srcIP | srcIP6}] [foreign {dstIP | 
dstIP6}] [detail] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、接続に関する詳細情報を表示する例を示します。

n1000v# show tcp connection detail
Total number of tcp sockets: 8
Active connections (including servers)
Local host: * (22), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp6, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 6
  Options: none, state:
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 25300, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 25300, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:

pid （任意）クライアント プロセスの接続ステータスを指定します。

pid クライアント プロセスの接続ステータスの ID を指定します。

tcp （任意）すべての TCP 接続を指定します。

udp （任意）すべての UDP 接続を指定します。

raw （任意）すべての RAW 接続を指定します。

local （任意）特定のローカル アドレスですべての TCP 接続を指定します。

srcIP A.B.C.D の形式でローカル IP アドレスを指定します。

srcIP6 A:B:C:.D の形式でローカル IP アドレスを指定します。

foreign （任意）特定の外部アドレスですべての TCP 接続を指定します。

dstIP A.B.C.D の形式で宛先 IP アドレスを指定します。

dstIP6 A:B:C:.D の形式で宛先 IP アドレスを指定します。

detail （任意）詳細な接続情報を指定します。

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 tcp connection
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 1012
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 1012, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: * (23), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp6, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 17
  Options: none, state:
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 17204, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 17204, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 1012
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 1012, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: * (80), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp6, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 13
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 1073725440
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 1024, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: * (80), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 14
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 16500, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 16500, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 500
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 500, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: * (161), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 3
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
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show コマンド

show tcp connection
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 512
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 512, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: * (161), Foreign host: * (0)
  Protocol: tcp6, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 5
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 16384, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 0, snduna: 0, sndnxt: 0, sndwnd: 0
    irs: 0, rcvnxt: 0, rcvwnd: 0, sndcwnd: 1073725440
  Timing parameters:
    srtt: 0 ms, rtt: 0 ms, rttv: 12000 ms, krtt: 3000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 1024, duration: 1390144100 ms
  State: LISTEN
  Flags: none
  Context: management

Local host: 10.10.233.74 (22), Foreign host: 10.10.185.189 (48131)
  Protocol: tcp, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 20
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 17500, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 17500, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 3575780911, snduna: 3576001996, sndnxt: 3576001996, sndwnd: 32767
    irs: 905490047, rcvnxt: 905574926, rcvwnd: 17500, sndcwnd: 1953
  Timing parameters:
    srtt: 700 ms, rtt: 0 ms, rttv: 0 ms, krtt: 1000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 500, duration: 1390101600 ms
  State: ESTABLISHED
  Flags: none
  Context: management

Local host: 10.10.233.74 (23), Foreign host: 10.10.22.107 (35030)
  Protocol: tcp, type: stream, ttl: 64, tos: 0, Id: 18
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 17500, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 17500, lowat: 2048, flags:
  Sequence number state:
    iss: 3273730667, snduna: 3273793065, sndnxt: 3273793065, sndwnd: 32767
    irs: 3760023047, rcvnxt: 3760024636, rcvwnd: 17500, sndcwnd: 25095
  Timing parameters:
    srtt: 700 ms, rtt: 0 ms, rttv: 0 ms, krtt: 1000 ms
    rttmin: 1000 ms, mss: 500, duration: 467168700 ms
  State: ESTABLISHED
  Flags: none
  Context: management
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show コマンド

show tcp connection
Total number of udp sockets: 11
Active connections (including servers)
Local host: * (123), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp6, type: dgram, ttl: 64, tos: 0, Id: 11
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 42240, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 9216, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: * (123), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp, type: dgram, ttl: 64, tos: 0x10, Id: 10
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 42240, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 9216, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: * (161), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp, type: dgram, ttl: 64, tos: 0, Id: 1
  Options: none, state:
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 131072, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 131072, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: * (161), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp6, type: dgram, ttl: 64, tos: 0, Id: 2
  Options: none, state:
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 131072, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 131072, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: 127.0.0.1 (123), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp, type: dgram, ttl: 64, tos: 0x10, Id: 12
  Options: none, state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 42240, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 9216, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: 127.0.0.1 (130), Foreign host: * (0)
  Protocol: udp, type: dgram, ttl: 64, tos: 0, Id: 9
  Options: none, state:
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 42240, lowat: 1, flags: none
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 9216, lowat: 2048, flags:
  Context: management

Local host: 127.0.0.1 (27613), Foreign host: 127.0.0.1 (123)
  Protocol: udp, type: dgram, ttl: 64, tos: 0, Id: 8
  Options: , state: none
  Receive buffer:
    cc: 0, hiwat: 42240, lowat: 1, flags:
  Send buffer:
    cc: 0, hiwat: 9216, lowat: 2048, flags:
  Context: management
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show コマンド

show tcp connection
Total number of raw sockets: 0

関連コマンド コマンド 説明

show telnet server Telnet サーバの設定を表示します。

show running-config 
security

実行コンフィギュレーションのユーザ アカウント設定を表示します。

show tcp client TCP クライアントに関する情報を表示します。

show tcp statistics TCP プロトコル統計情報を表示します。
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show コマンド

show tcp statistics
show tcp statistics
TCP プロトコル統計情報を表示するには、show tcp statistics コマンドを使用します。

show tcp statistics [all | tcp4 | tcp6 | tcpsum | udp4 | udp6 | udpsum | raw4 | raw6 | 
rawsum] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、TCP プロトコル統計情報を表示する例を示します。

n1000v# show tcp statistics
TCP Received:
        479908 packets total
        0 checksum error, 0 bad offset, 0 too short, 0 MD5 error
        232451 packets (72213943 bytes) in sequence
        195 duplicate packets (192 bytes)
        0 partially dup packets (0 bytes)
        8652 out-of-order packets (0 bytes)
        0 packets (0 bytes) with data after window
        2 packets after close
        0 window probe packets, 0 window update packets
        44339 duplicate ack packets, 0 ack packets with unsent data
        252581 ack packets (103465405 bytes)

all （任意）TCPv4、TCPv6、UDPv4、UDPv6、RAWv4、および RAWv6 のすべての

プロトコル統計情報を指定します。

tcp4 （任意）TCPv4 プロトコル統計情報を指定します。

tcp6 （任意）TCPv6 プロトコル統計情報を指定します。

tcpsum （任意）TCPv4 と TCPv6 プロトコル統計情報の合計を指定します。

udp4 （任意）UDPv4 プロトコル統計情報を指定します。

udp6 （任意）UDPv6 プロトコル統計情報を指定します。

udpsum （任意）UDPv4 と UDPv6 プロトコル統計情報の合計を指定します。

raw4 （任意）RAWv4 プロトコル統計情報を指定します。

raw6 （任意）RAWv6 プロトコル統計情報を指定します。

rawsum （任意）RAWv4 と RAWv6 プロトコル統計情報の合計を指定します。

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 tcp statistics
TCP Sent:
        533421 total, 0 urgent packets
        94694 control packets
        326430 data packets (105082025 bytes)
        90 data packets (22114 bytes) retransmitted
        105144 ack only packets
        34 window probe packets, 7029 window update packets
TCP:
44330 connections initiated, 6715 connections accepted, 50669 connections established
51045 connections closed (including 165 dropped, 376 embryonic dropped)
3067 total rxmt timeout, 0 connections dropped in rxmt timeout
463 keepalive timeout, 92 keepalive probe, 371 connections dropped in keepalive

関連コマンド コマンド 説明

show tcp connection TCP 接続に関する情報を表示します。

show tcp statistics TCP プロトコル統計情報を表示します。
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show コマンド

show tech-support
show tech-support
Cisco TAC のスイッチ情報を収集して問題の診断に役立てるには、show tech-support コマンドを使用

します。

show tech-support {aclmgr | dhcp | ipqos | ipv6 | netflow | svs | vsd}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、IPv6 に関する Cisco TAC のスイッチ情報を収集する例を示します。

n1000v# show tech-support ipv6
`show ipv6 interface vrf all`
`show ipv6 static-route`
IPv6 Configured Static Routes

`show ipv6 statistic`
FTM related Statistics
ftm_stats_get : 0.00 0
ftm_stats_get_init : 0.00 0
ftm_stats_get_tx : 0.00 0
ftm_stats_get_rx : 0.00 0
ftm_stats_get_flush : 0.00 0
ftm_stats_get_radix : 0.00 0
ftm_stats_csm_fp : 0.00 0
`show ipv6 client`
IPv6 Registered Client Status

aclmgr アクセス コントロール リスト（ACL）コマンドに関連する情報を収集します。

dhcp DHCP に関連するスヌーピング統計情報や VLAN コンフィギュレーションなどの

情報を収集します。

ipqos イベントの詳細やポリシー設定などの IP QoS マネージャ情報を表示します。

ipv6 IPv6 スタティック ルートおよびトラフィック統計情報などの IPv6 情報を表示し

ます。

netflow イベントの詳細や統計情報などの NetFlow に関する情報を表示します。

svs インターフェイスおよびソフトウェアの設定などの SVS 情報を表示します。

vsd 仮想サービス ドメイン（VSD）イベントおよび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 tech-support
Client: icmpv6, status: up, pid: 3021, extended pid: 3021
  Protocol: 58, pib-index: 4, routing context id: 255
  Control mts SAP: 1280
  Data mts SAP: 1281
  IPC messages to control mq: 0
  IPC messages to data mq: 0

Client: tcpudp, status: up, pid: 3022, extended pid: 3022
  Protocol: 17, pib-index: 3, routing context id: 255
  Control mts SAP: 1219
  Data mts SAP: 1220
  IPC messages to control mq: 1
  IPC messages to data mq: 0
  Recv fn: tcp_process_ipv6_data_msg (0x81fd22a)

Client: tcpudp, status: up, pid: 3022, extended pid: 3022
  Protocol: 6, pib-index: 2, routing context id: 255
  Control mts SAP: 1219
  Data mts SAP: 1220
  IPC messages to control mq: 1
  IPC messages to data mq: 0
  Recv fn: tcp_process_ipv6_data_msg (0x81fd22a)
`show ipv6 traffic`
IPv6 Software Processed Traffic and Error Statistics, last reset: never

RP-Traffic Statistics:
  Counter                  Unicast  Multicast
  -------                  -------  ---------
  Packets forwarded:             0  0
  Bytes forwarded:               0  0
  Packets originated:            0  0
  Bytes originated:              0  0
  Packets consumed:              0  0
  Bytes consumed:                0  0
  Fragments originated:          0  0
  Fragments consumed:            0  0

Error Statistics:
  Bad version: 0, route lookup failed: 0, hop limit exceeded: 0
  Option header errors: 0, payload length too small: 0
  PM errors: 0, MBUF errors: 0, encapsulation errors: 0
Syntax error while parsing 'show ipv6 route'

`show ipv6 internal mem-stats all`

Mem stats for IPV6

Private Mem stats for UUID : Malloc track Library(103) Max types: 5
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 1591 Curr alloc bytes: 76678(74k)
  IPC messages to control mq: 0

Curr alloc: 1522 Curr alloc bytes: 164596(160k)

Private Mem stats for UUID : Routing IPC Library(528) Max types: 10
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Routing Library for managing mbufs(522) Max types:
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show コマンド

show tech-support
6
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 120 Curr alloc bytes: 485008(473k)

Private Mem stats for UUID : Patricia Trie Library(523) Max types: 3
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 29 Curr alloc bytes: 916(0k)

  IPC messages to control mq: 0

Curr alloc: 1522 Curr alloc bytes: 164596(160k)

Private Mem stats for UUID : Routing IPC Library(528) Max types: 10
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Routing Library for managing mbufs(522) Max types:

6
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 120 Curr alloc bytes: 485008(473k)

Private Mem stats for UUID : Patricia Trie Library(523) Max types: 3
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 29 Curr alloc bytes: 916(0k)

  IPC messages to control mq: 0

Curr alloc: 1522 Curr alloc bytes: 164596(160k)

Private Mem stats for UUID : Routing IPC Library(528) Max types: 10
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Routing Library for managing mbufs(522) Max types:

6
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 120 Curr alloc bytes: 485008(473k)

Private Mem stats for UUID : Patricia Trie Library(523) Max types: 3
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 29 Curr alloc bytes: 916(0k)

  IPC messages to control mq: 0

Curr alloc: 1522 Curr alloc bytes: 164596(160k)
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show コマンド

show tech-support
Private Mem stats for UUID : Routing IPC Library(528) Max types: 10
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Routing Library for managing mbufs(522) Max types:

6
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 120 Curr alloc bytes: 485008(473k)

Private Mem stats for UUID : Patricia Trie Library(523) Max types: 3
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 29 Curr alloc bytes: 916(0k)

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : libfsrv(404) Max types: 11
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 65 Curr alloc bytes: 1888(1k)

Private Mem stats for UUID : FSM Utils(53) Max types: 68
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 10 Curr alloc bytes: 376(0k)

Private Mem stats for UUID : IM LIB(319) Max types: 33
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Packet Manager(263) Max types: 16
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 22 Curr alloc bytes: 236504(230k)

Private Mem stats for UUID : Internet Protocol version 6 (IPv6)(269) Max types:

16
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 6 Curr alloc bytes: 1088(1k)

Private Mem stats for UUID : Transmission Control Protocol (TCP)(271) Max types:

 18
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 70 Curr alloc bytes: 272444(266k)

Private Mem stats for UUID : Lcache(544) Max types: 3
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show コマンド

show tech-support
Private Mem stats for UUID : Adjacency Manager(264) Max types: 16
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6

)(270) Max types: 27
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Private Mem stats for UUID : NF DDB Utils(515) Max types: 15
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Curr alloc: 3838 Curr alloc bytes: 15194210 (14838k)

Shared Mem stats for UUID : Non mtrack users(0) Max types: 155

Shared Mem stats for UUID : Patricia Trie Library(523) Max types: 2
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 2 Curr alloc bytes: 64(0k)

Shared Mem stats for UUID : Slab Library(529) Max types: 3
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 4 Curr alloc bytes: 288(0k)

Shared Mem stats for UUID : Bitlogic Library(517) Max types: 6
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Shared Mem stats for UUID : Cisco Regex Package(525) Max types: 2
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Shared Mem stats for UUID : Routing Queue Library(526) Max types: 2
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Shared Mem stats for UUID : Internet Protocol (IP)(267) Max types: 12
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 10 Curr alloc bytes: 65888(64k)

Shared Mem stats for UUID : SMM Library(561) Max types: 2
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show コマンド

show tech-support
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Shared Mem stats for UUID : Internet Protocol version 6 (IPv6)(269) Max types: 1

4
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 7 Curr alloc bytes: 536(0k)

Shared Mem stats for UUID : Adjacency Manager(264) Max types: 5
--------------------------------------------------------------------------------

Curr alloc: 0 Curr alloc bytes: 0(0k)

Curr alloc: 23 Curr alloc bytes: 66776 (65k)
n1000v#

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。

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 telnet server
show telnet server
Telnet サーバの情報を表示するには、show telnet server コマンドを使用します。

show telnet server

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、Telnet サーバの設定を表示する例を示します。

n1000v# show telnet server
telnet service enabled
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 tcp connection 接続に関する情報を表示します。

telnet Telnet を使用して別のシステムに接続します。

telnet6 Telnet6 を別のシステムに接続するために使用します。
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show コマンド

show terminal
show terminal
現在のセッションの端末設定を表示するには、show terminal コマンドを使用します。

show terminal 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、現在のセッションの端末設定を表示する例を示します。

n1000v# show terminal
TTY: /dev/pts/8 type: “vt100”
Length: 24 lines, Width: 88 columns
Session Timeout: None
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

terminal width 現在のコンソール セッションで各行に表示する文字数を設定します。

terminal terminal-type 端末タイプを設定します。

terminal length 画面上の行の数を設定します。

terminal width 表示端末の幅を設定します。

line console コンソール コンフィギュレーション モードに切り替えます。

line vty ライン コンフィギュレーション モードに切り替えます。
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show コマンド

show user-account
show user-account
ユーザ アカウント設定を表示するには、show user-account コマンドを使用します。

show user-account [username] 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、NewUser という名前のユーザのユーザ アカウント設定を表示する例を示します。

n1000v(config)# show user-account NewUser
user:NewUser
this user account has no expiry date
roles:network-operator network-admin
n1000v(config)#

関連コマンド

username （任意）既存のアカウントでユーザ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 role ユーザに割り当てることのできるロールを表示します。

role name ユーザ ロールに名前をつけて、そのロールのロール コンフィギュレー

ション モードに切り替えます。

username password ユーザ アカウントを作成します。

show users システムにログインしている現在のユーザを表示します。
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show コマンド

show users
show users
ユーザ セッションに関する情報を表示するには、show users コマンドを使用します。

show users

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、ユーザ セッションに関する情報を表示する例を示します。

n1000v# show users
NAME     LINE         TIME         IDLE          PID COMMENT
admin    pts/17       Dec 16 06:37   .         30406 (172.28.254.254) session=ss

h
admin    pts/18       Jan  3 19:01   .          3847 (sjc-vpn5-786.cisco.com) *
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 user-account 新しいユーザ アカウントの設定を表示します。

show role ユーザに割り当てることのできるロールを表示します。

username password ユーザ アカウントを作成します。

role name ユーザ ロールに名前をつけて、そのロールのロール コンフィギュレー

ション モードに切り替えます。
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show コマンド

show version
show version
現在スイッチで動作しているシステム ソフトウェアとハードウェアのバージョンを表示するには、

show version コマンドを使用します。

show version [module]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、現在スイッチで動作しているシステム ソフトウェアとハードウェアのバージョンを表示する例

を示します。

n1000v# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software
  loader:    version 1.2(2) [last: image booted through mgmt0]
  kickstart: version 4.0(4)SV1(2)
  system:    version 4.0(4)SV1(2)
  kickstart image file is:
  kickstart compile time:  9/22/2009 2:00:00
  system image file is:    bootflash:/nexus-1000v-mz.4.0.4.SV1.2.bin
  system compile time:     9/22/2009 2:00:00 [10/07/2009 10:11:01]

Software
  loader:    version 1.2(2) [last: image booted through mgmt0]
  kickstart: version 4.0(4)SV1(2)
  system:    version 4.0(4)SV1(2)

module （任意）モジュールのソフトウェア バージョンを指定します。

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。
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show コマンド

show version
  kickstart image file is:
  kickstart compile time:  9/22/2009 2:00:00
  system image file is:    bootflash:/nexus-1000v-mz.4.0.4.SV1.2.bin
  system compile time:     9/22/2009 2:00:00 [10/07/2009 10:11:01]

Hardware
  Cisco Nexus 1000V Chassis ("Virtual Supervisor Module")
  Intel(R) Xeon(R) CPU         with 2075012 kB of memory.
  Processor Board ID T5056B645A8

  Device name: n1000v
  bootflash:    2332296 kB

Kernel uptime is 79 day(s), 0 hour(s), 24 minute(s), 55 second(s)

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

show version image 現在スイッチで動作しているシステム ソフトウェアとハードウェアのバー

ジョンを表示します。

show running-config システムの現在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。

show running-config 
diff

スイッチ上の現在のスタートアップ コンフィギュレーションと実行コン

フィギュレーションの差違を表示します。

show interface 指定したインターフェイス設定に関する詳細を表示します。
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show コマンド

show version image
show version image
特定のイメージのソフトウェア バージョンを表示するには、show version コマンドを使用します。

show version image {bootflash: URI | volatile: URI}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、現在スイッチで動作しているシステム ソフトウェアとハードウェアのバージョンを表示する例

を示します。

n1000v# show version image bootflash:isan.bin
   image name: nexus-1000v-mz.4.0.4.SV1.1.bin
   bios: version unavailable
   system: version 4.0(4)SV1(1)
   compiled: 4/2/2009 23:00:00 [04/23/2009 09:55:29]
n1000v#

関連コマンド

bootflash: bootflash をディレクトリ名として指定します。

URI イメージが存在するシステムの URI を指定します。

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

show version 特定のイメージのソフトウェア バージョンを表示します。

show running-config システムの現在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。

show running-config 
diff

スイッチ上の現在のスタートアップ コンフィギュレーションと実行コン

フィギュレーションの差違を表示します。

show interface 指定したインターフェイス設定に関する詳細を表示します。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VSM 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
Vethernet3       Member
Vethernet6       Member
Vethernet7       Inside
Vethernet8       Outside

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
 
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。
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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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# 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して分離するた

めの仮想サービス ドメインを作成します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、特定の VSD の設定を表示する例を示します。

n1000v# show virtual-service-domain name vsd1
Default Action: drop
___________________________
Interface        Type
___________________________
Vethernet1       Member
Vethernet2       Member
Vethernet3       Member
Vethernet6       Member
Vethernet7       Inside
Vethernet8       Outside
 
n1000v#

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して分離するための仮想

サービス ドメインを作成します。
727
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show vlan
show vlan
VLAN のステータスおよび情報を表示するには、 show vlan コマンドを使用します。

show vlan

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VLAN のステータスおよび情報を表示する例を示します。

n1000v# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Po1, Po12, Veth1, Veth2, Veth3
                                                Veth10, Veth100
2    VLAN0002                         active
100  VLAN0100                         active
101  VLAN0101                         active
102  VLAN0102                         active
103  VLAN0103                         active
104  VLAN0104                         active
105  VLAN0105                         active
106  VLAN0106                         active
107  VLAN0107                         active
108  VLAN0108                         active
109  VLAN0109                         active
115  VLAN0115                         active
260  cp_control                       active
261  cp_packet                        active

VLAN Type
---- -----
1    enet
2    enet
100  enet
101  enet
102  enet
103  enet

リリース 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 vlan
104  enet
105  enet
106  enet
107  enet
108  enet
109  enet
115  enet
260  enet
261  enet

Remote SPAN VLANs
-------------------------------------------------------------------------------

Primary  Secondary  Type             Ports
-------  ---------  ---------------  -------------------------------------------

n1000v#

関連コマンド コマンド 説明

interface 設定しているインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。

switchport trunk 
native vlan

実行コンフィギュレーションで、802.1Q トランクにネイティブ VLAN を
設定します。

switchport trunk 
allowed vlan

実行コンフィギュレーションで、トランク インターフェイスに許容 
VLAN を設定します。

vlan dot1q tag native 実行コンフィギュレーション内の 802.1Q トランクのネイティブ VLAN ID 
インターフェイスの動作を変更します。
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show コマンド

show vlan all-ports
show vlan all-ports
すべての VLAN およびそれらに設定されているポートのステータスを表示するには、show vlan 
all-ports コマンドを使用します。

show vlan all-ports

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、すべての VLAN およびそれらに設定されたポートのステータスを表示する例を示します。

n1000v# show vlan all-ports

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Po1, Po2, Po12, Veth1, Veth2
                                                Veth3, Veth10, Veth100
2    VLAN0002                         active
100  VLAN0100                         active
101  VLAN0101                         active
102  VLAN0102                         active
103  VLAN0103                         active
104  VLAN0104                         active
105  VLAN0105                         active
106  VLAN0106                         active
107  VLAN0107                         active
108  VLAN0108                         active
109  VLAN0109                         active
115  VLAN0115                         active
260  cp_control                       active
261  cp_packet                        active
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 vlan id VLAN 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 vlan all-ports
show vlan summary VLAN 情報の要約を表示します。

show vlan private-vlan プライベート VLAN（PVLAN）の設定を表示します。

コマンド 説明
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show コマンド

show vlan brief
show vlan brief
すべての VLAN のステータスの簡潔な要約だけを表示するには、show vlan brief コマンドを使用しま

す。

show vlan brief

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、MAC アドレス テーブルのエージング タイムを表示する例を示します。

n1000v# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Po1, Po2, Po12, Veth1, Veth2
                                                Veth3, Veth10, Veth100
2    VLAN0002                         active
100  VLAN0100                         active
101  VLAN0101                         active
102  VLAN0102                         active
103  VLAN0103                         active
104  VLAN0104                         active
105  VLAN0105                         active
106  VLAN0106                         active
107  VLAN0107                         active
108  VLAN0108                         active
109  VLAN0109                         active
115  VLAN0115                         active
260  cp_control                       active
261  cp_packet                        active
n1000v#

リリース 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 vlan brief
関連コマンド コマンド 説明

show vlan id VLAN コンフィギュレーションを表示します

show vlan summary VLAN 情報の要約を表示します。

show vlan private-vlan PVLAN 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 vlan id
show vlan id
指定した VLAN の設定を表示するには、show vlan id コマンドを使用します。

show vlan id vlan-id 

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VLAN 462 の設定を表示する例を示します。

nexus1000v# show vlan id 462
 
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
462  VLAN0462                         active    Veth3, Veth5
 
VLAN Type
---- -----
462  enet
 
Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled
 
Primary  Secondary  Type             Ports
-------  ---------  ---------------  -------------------------------------------

関連コマンド

vlan-id 1 ～ 3967 および 4048 ～ 4093 の既存の VLAN、または VLAN の範囲を識別する

番号。VLAN のグループまたは個々の VLAN を指定できます。たとえば、1 ～ 5、
10 または 2 ～ 5、7 ～ 19。

リリース 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

vlan VLAN を作成し、VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。
734
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show vlan id
show vlan private-vlan プライベート VLAN 情報を表示します。

show vlan summary VLAN サマリー情報を表示します。

コマンド 説明
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show vlan private-vlan
show vlan private-vlan
PVLAN コンフィギュレーションを表示するには、show vlan private-vlan コマンドを使用します。

show vlan private-vlan [type]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、PVLAN コンフィギュレーションを表示する例を示します。

1000v(config)# show vlan private-vlan
Primary  Secondary  Type             Ports
-------  ---------  ---------------  -------------------------------------------
202      303        community        Eth3/2, Veth1

n1000v(config)#

関連コマンド

type （任意）PVLAN タイプ情報のみの表示を指定します。

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 id VLAN コンフィギュレーションを表示します。

show vlan brief すべての VLAN のステータスの簡潔な要約だけを表示します。

show vlan summary VLAN 情報の要約を表示します。
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show コマンド

show vlan summary
show vlan summary
VLAN 情報の要約を表示するには、show vlan summary コマンドを使用します。

show vlan summary

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、MAC アドレス テーブルのエージング タイムを表示する例を示します。

n1000v# show vlan summary

Number of existing VLANs           : 15
 Number of existing user VLANs     : 15
 Number of existing extended VLANs : 0

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 vlan id VLAN コンフィギュレーションを表示します

show vlan brief すべての VLAN のステータスの簡潔な要約だけを表示します。

show vlan private-vlan PVLAN コンフィギュレーションを表示します。
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show vmware vc extension-key
show vmware vc extension-key
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）の拡張キーを表示するには、show vmware vc extension-key 
コマンドを使用します。

show vmware vc extension-key

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン VSM では、vCenter Server と通信する際に拡張キーが使用されます。各 VSM が独自の一意の拡張

キーを持ちます（Cisco_Nexus_1000V_32943215 など）。

.xml ファイルでも拡張キーを見つけられます。vCenter Server 上で登録されている拡張キーは、管理対

象オブジェクト ブラウザ（MOB）を通じて見つかります。

例 次に、VSM の拡張キーを表示する例を示します。

n1000v# show vmware vc extension-key
Extension ID: Cisco_Nexus_1000V_1193126422
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 vmware vem 
upgrade status

新しいソフトウェア バージョンへの仮想イーサネット モジュール（VEM）

のアップグレードをモニタします。

vmware vem upgrade 
notify

VSM のソフトウェアがアップグレードされたことを vCenter Server に通

知します。

vmware vem upgrade 
proceed

仮想マシン（VM）のアップグレードが開始されます。

vmware vem upgrade 
complete

アップグレード ステータスをクリアします。
738
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

show コマンド

show vmware vem upgrade status
show vmware vem upgrade status
仮想イーサネット モジュール（VEM）の新しいソフトウェア バージョンへのアップグレードをモニタ

するには、show vmware vem upgrade status コマンドを使用します。

show vmware vem upgrade status 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、新しいソフトウェア バージョンへの VEM のアップグレードをモニタする例を示します。

n1000v# show vmware vem upgrade status

Upgrade Status: Upgrade Complete in vCenter
Upgrade Notification Sent Time: Tue Sep  8 17:37:23 2009
Upgrade Status Time(vCenter): Tue Sep  8 17:45:05 2009
Upgrade Start Time: Tue Sep  8 17:42:02 2009
Upgrade End Time(vCenter): Tue Sep  8 17:45:02 2009
Upgrade Error:
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

vmware vem upgrade 
notify

仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のソフトウェアがアップグレー

ドされたことを vCenter Server に通知します。

vmware vem upgrade 
proceed

仮想マシン（VM）のアップグレードが開始されます。

vmware vem upgrade 
complete 

アップグレード ステータスをクリアします。
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show xml server status
show xml server status
XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに関する情報を表示するには、

show xml server status コマンドを使用します。

show xml server status

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに関する情報を表示する

例を示します。

n1000v# show xml server status
operational status is enabled
maximum session configured is 8
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

xml server 
max-session

許容される XML サーバのセッション数を設定します。

xml server terminate 
session

指定した XML サーバ セッションを終了します。
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T コマンド

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

table-map
QoS テーブル マップを作成または変更するには、table-map コマンドを使用します。テーブル 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。

table-map table-map-name

no table-map table-map-name

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、設定する my_table1 テーブル マップの作成またはアクセスの例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# table-map my_table1

table-map-name テーブル マップ名を指定します。

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。
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T コマンド

table-map
n1000v(config-tmap)#

次に、my_table1 テーブル マップを削除する例を示します。

n1000v(config)# no table-map my_table1
n1000v(config)#

関連コマンド コマンド 説明

from src to dest QoS テーブル マップの入力フィールド値を出力フィールド値にマッピング

します。

show table-map テーブル マップを表示します。

policy-map QoS ポリシー マップを作成および設定します。

class-map トラフィックのクラスを定義する QoS クラス マップを作成または変更し

ます。
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T コマンド

tacacs+ enable
tacacs+ enable
TACACS+ をイネーブルにするには、tacacs+ enable コマンドを使用します。TACACS+ 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+ enable

no tacacs+ enable

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、TACACS+ をイネーブルにする例を示します。

n1000v(config)# tacacs+ enable
n1000v(config)#

次に、TACACS+ をディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# no tacacs+ enable
n1000v(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

tacacs-server key Cisco Nexus 1000V と TACACS+ サーバ ホストの間で共有されるグロー

バル キーを指定します。

tacacs-server host Cisco Nexus 1000V とこの特定の TACACS+ サーバ ホストの間で共有さ

れるキーを指定します。

show tacacs-server TACACS+ サーバの設定を表示します。
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tacacs-server deadtime
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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

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て、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。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# tacacs-server deadtime 10

次に、デッド タイム間隔をデフォルトに戻して、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。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# no tacacs-server deadtime 10

time 時間間隔を分で指定します。有効な範囲は 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
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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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、

tacacs-server directed-request 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。

tacacs-server directed-request

no tacacs-server directed-request

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

ユーザは、ログイン中に username@vrfname:hostname を指定することができます。vrfname は使用す

る Virtual Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）名で、hostname は設定した 
TACACS+ サーバ名です。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。

n1000v# config t
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(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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tacacs-server directed-request
関連コマンド コマンド 説明

show tacacs-server 
directed request

指定要求 TACACS+ サーバ コンフィギュレーションを表示します。

tacacs+ enable TACACS+ をイネーブルにします。
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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]

構文の説明 hostname TACACS+ サーバの Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）

名。名前は、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字

数は 256 です。

ipv4-address A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバの IPv4 アドレス。

ipv6-address X:X:X:X 形式の TACACS+ サーバの IPv6 アドレス。

key （任意）TACACS+ サーバの共有秘密キーを設定します。

0 （任意）TACACS+ クライアントとサーバ間の通信を認証する、クリア テキ

ストで指定された事前共有キー（0 で表示）を設定します。これはデフォル

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

定された事前共有キー（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キー。事前

共有キーは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字

数は 63 です。

port port-number （任意）認証用の TACACS+ サーバのポートを設定します。有効な範囲は 1 
～ 65535 です。

test （任意）テスト パケットを TACACS+ サーバに送信するようにパラメータ

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数で指定します。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、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字数は 32 で
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、英数字で

指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字数は 32 です。

timeout seconds （任意）TACACS+ サーバへの再送信 TACACS+ サーバ タイムアウト期間

（秒単位）を設定します。有効な範囲は 1 ～ 60 秒です。
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tacacs-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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 key HostKey 
n1000v(config)# tacacs-server host tacacs2 key 0 abcd 
n1000v(config)# tacacs-server host tacacs3 key 7 1234 
n1000v(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test idle-time 10
n1000v(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test username tester
n1000v(config)# tacacs-server host 10.10.2.3 test password 2B9ka5

関連コマンド

パラメータ デフォルト

Idle-time ディセーブル

Server monitoring ディセーブル

Timeout 1 秒
Test username test

Test password 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。
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tacacs-server key
tacacs-server key
グローバル TACACS+ 共有秘密キーを設定するには、tacacs-server key コマンドを使用します。設定

した共有秘密キーを削除するには、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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン TACACS+ 事前共有キーを設定して TACACS+ サーバに対してデバイスを認証する必要があります。

キーの長さは 63 文字で、出力可能な任意の ASCII 文字を含めることができます（スペースは使用でき

ません）。グローバル キーを設定して、デバイスにあるすべての 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 キー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+ サーバ共有キーを設定する例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# tacacs-server key AnyWord
n1000v(config)# tacacs-server key 0 AnyWord 
n1000v(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、クリア テキ

ストで指定された事前共有キーを設定します。これはデフォルトです。

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

定された事前共有キーを設定します。

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キー。事前

共有キーは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別され、 大文字

数は 63 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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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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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+ サーバのタイムアウト値を設定する例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(config)# tacacs-server timeout 3

次に、デフォルトの TACACS+ サーバのタイムアウト値に戻す例を示します。

n1000v# config terminal
n1000v(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設定します。有効な範囲は 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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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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、ファイルの末尾の 10 行を表示する例を示します。

n1000v# 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。

n1000v# tail bootflash:startup.cfg 20
area 99 virtual-link 1.2.3.4
router rip Enterprise
router rip foo
  address-family ipv4 unicast
router bgp 33.33
event manager applet sdtest

filesystem: （任意）ファイル システムの名前。名前では、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。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。名前では、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。名前では、大文字と小文字が区別されます。

lines （任意）表示する行数。有効な範囲は 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
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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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]

構文の説明

デフォルト ポート 23

デフォルト VRF

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、feature telnet 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 アドレスで Telnet セッションを開始する例を示します。

n1000v# 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。

hostname リモート デバイスのホスト名。名前は、英数字で指定します。大

文字と小文字が区別され、 大文字数は 64 です。

port-number （任意）Telnet セッションのポート番号。有効な範囲は 1 ～ 65535 
です。

vrf vrf-name （任意）Telnet 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転送）名を指定しま

す。名前では、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

clear line Telnet セッションを消去します。

feature telnet Telnet サーバをイネーブルにします。
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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。タイムアウト時間を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

template data timeout time 

no template data timeout

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(config-flow-exporter-version-9)# no template data timeout
n1000v(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 のフロー レコード情報を表示します。

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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# terminal event-manager bypass
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 terminal 端末の設定を表示します。
758
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

T コマンド

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# terminal length 60
n1000v# 

関連コマンド

number 行数。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 monitor
terminal monitor
Telnet または Secure Shell（SSH; セキュア シェル）へのロギングをイネーブルにするには、terminal 
monitor コマンドを使用します。

terminal monitor

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、Telnet または SSH へのロギングをイネーブルにする例を示します。

n1000v# terminal monitor
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 terminal 端末の設定を表示します。

terminal length 画面に表示される行数を設定します。

terminal width 端末の幅を設定します。

terminal type 端末タイプを指定します。

terminal 
session-timeout

セッション タイムアウトを設定します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

n1000v# terminal session-timeout 100
n1000v# 

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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、端末タイプを指定する例を示します。

n1000v# terminal terminal-type vt100
n1000v# 

関連コマンド

type 端末タイプ。

リリース 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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、メインのパース ツリーを更新する例を示します。

n1000v# terminal tree-update
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 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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、端末の幅を設定する例を示します。

n1000v# terminal width 60
n1000v# 

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]}}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバで AAA をテストする例を示します。

n1000v# test aaa server radius ts1 vrf route1 user1 9w8e7r
n1000v# 

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。指定できる値の範囲は 1 ～ 32 です。

user-name ユーザ名。指定できる値の範囲は 1 ～ 32 です。

password ユーザ パスワード。指定できる値の範囲は 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。

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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track network-state enable
track network-state enable
vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネットワーク ステート トラッキン

グをイネーブルにするには、track network-state enable コマンドを使用します。ネットワーク ステー

ト 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。

track network-state enable

no track network-state 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト ディセーブル

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネットワーク ステート ト
ラッキングをイネーブルにする例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# track network-state enable
n1000v(config)#

次に、ネットワーク ステート トラッキングをディセーブルにする例を示します。

n1000v(config)# no track network-state
n1000v(config)#

関連コマンド

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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T コマンド

track network-state enable
コマンド 説明

show network-state 
tracking config

確認のためにネットワーク ステート トラッキング設定を表示します。

show network-state 
tracking {module 
modID | interface 
channelID} 

モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキン

グのステータスを表示します。
767
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

T コマンド

track network-state interval
track network-state interval
vPC-HM に設定されたポート チャネルのリンク障害を正確に特定するために送信されるネットワーク 
ステート トラッキング ブロードキャスト間の時間間隔を 1 ～ 10 秒で指定するには、track 
network-state interval コマンドを使用します。設定した間隔を削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

track network-state interval intv 

no track network-state interval

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ブロードキャストを送信する間隔を指定する例を示します。

n1000v(config)# track network-state interval 8
n1000v(config)#

次に、ブロードキャスト間隔の設定を削除する例を示します。

n1000v(config)# no track network-state interval
n1000v(config)#

関連コマンド

intv ブロードキャスト間隔（1 ～ 10 秒）。デフォルトは 5 秒です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show network-state 
tracking 

モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキン

グのステータスを表示します。
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track network-state interval
show network-state 
tracking config

確認のためにネットワーク ステート トラッキング設定を表示します。

tracking enable vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネット

ワーク ステート トラッキングをイネーブルにします。

コマンド 説明
769
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

T コマンド

track network-state threshold miss-count
track network-state threshold miss-count
スプリット ネットワークが宣言されるまでに連続して損失を許可されるネットワーク ステート トラッ

キング ブロードキャストの 大数を指定するには、track network-state threshold miss-count 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。

track network-state threshold miss-count count 

no track network-state threshold miss-count

構文の説明

デフォルト 5 つのブロードキャスト損失

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、連続して損失できるネットワーク ステート トラッキング ブロードキャストの 大数を設定する

例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# network-state tracking threshold miss-count 7
n1000v(config)#

次に、設定を削除する例を示します。

n1000v(config)# no network-state tracking threshold miss-count 
n1000v(config)#

関連コマンド

count 連続して損失を許可されるネットワーク ステート トラッキング ブロードキャスト

の数を 3 ～ 7 で指定します。デフォルトは 5 です。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show network-state 
tracking 

モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキン

グのステータスを表示します。
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track network-state threshold miss-count
show network-state 
tracking config

確認のためにネットワーク ステート トラッキング設定を表示します。

tracking enable vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネット

ワーク ステート トラッキングをイネーブルにします。

コマンド 説明
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track network-state split action
track network-state split action
ネットワーク ステート トラッキングによってスプリット ネットワークが検出された場合に実行するア

クションを指定するには、track network-state split action  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。

track network-state split action 

no track network-state split action

構文の説明

デフォルト repin

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、ネットワーク ステート トラッキングによってスプリット ネットワークが検出された場合に実行

するアクションを指定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# track network-state split action repin
n1000v(config)#

次に、設定を削除する例を示します。

n1000v(config)# no track network-state split action repin 
n1000v(config)#

repin ネットワーク ステート トラッキングによってスプリット ネットワークが検出され

た場合、トラフィックは別のアップリンクにピニングされます。（デフォルト）

log-only ネットワーク ステート トラッキングによってスプリット ネットワークが検出され

た場合、トラフィックは再ピニングされず、システム メッセージがロギングされる

だけです。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。
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track network-state split action
関連コマンド コマンド 説明

show network-state 
tracking 

モジュールまたはインターフェイスのネットワーク ステート トラッキン

グのステータスを表示します。

show network-state 
tracking config

確認のためにネットワーク ステート トラッキング設定を表示します。

tracking enable vPC-HM ポート プロファイルで設定されたすべての VEM に対するネット

ワーク ステート トラッキングをイネーブルにします。
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traceroute
traceroute
パケットが IPv4 アドレスへの移動時に通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]

構文の説明

デフォルト デフォルトの VRF を使用します。

MPLS ホップを表示しません。

送信元アドレスに管理 IPv4 アドレスを使用します。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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調べる例を示します。

n1000v# 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。形式は、A.B.C.D です。

hostname 宛先デバイスの名前。名前では、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

および転送）を指定します。名前では、大文字と小文字が区別されます。

show-mpls-hops （任意）MPLS ホップ カウントが表示されます。

source src-ipv4-addr （任意）送信元 IPv4 アドレスが指定されます。形式は、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 アドレスを使用してデバイスへのルートを調べます。
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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

コマンド履歴

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 のフロー レコード情報を表示します。

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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type
type
ネットワーク セグメンテーション ポリシー タイプを定義するには、type コマンドを使用します。ネッ

トワーク セグメンテーション ポリシー 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。

type {nw_type} 

no type [{nw_type}]

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード ネットワーク セグメント ポリシー コンフィギュレーション（config-network-segment-policy）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン ポリシー タイプはセグメンテーションまたは VLAN にすることができます。セグメンテーション ポリ

シーの場合、VXLAN が使用されます。詳細については、『Cisco Nexus 1000V VXLAN Configuration 
Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』を参照してください。

ポリシー タイプは vCloud Director のネットワーク プールに対応します。セグメンテーションのポリ

シー タイプは、vCloud Director の Network Isolation-backed ネットワーク プールに対応します。

VLAN のポリシー タイプは、vCloud Director の VLAN-backed ネットワーク プールに対応します。

設定が完了すると、タイプは変更できません。

例 次に、ネットワーク セグメンテーションのポリシー タイプを定義する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# network-segment policy abc-policy-vxlan
n1000v(config-network-segment-policy)# type segmentation
n1000v(config-network-segment-policy)

nw_type ネットワーク セグメンテーション ポリシーのタイプ。

リリース 変更内容

4.2(1)SV1(5.1) このコマンドが追加されました。
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type
関連コマンド コマンド 説明

network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシーを作成します。

show run 
network-segment 
policy

ネットワーク セグメンテーション ポリシー設定を表示します。
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type
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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。

use-vrf
仮想ルーティング /転送（VRF）インスタンスをこのサーバ グループとの接続に使用するように指定す

るには、use-vrf コマンドを使用します。

use-vrf vrf-name

構文の説明

デフォルト なし

コマンド モード 指定したグループの RADIUS サーバ グループ コンフィギュレーション サブモード（config-radius）

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、management というサーバ グループとの接続に使用するように VRF を指定する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# aaa group server radius fred
n1000v(config-radius)# use-vrf management
n1000v(config-radius)#

vrf-name このサーバ グループとの接続に使用する VRF 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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use-vrf
関連コマンド コマンド 説明

aaa group server 
tacacs+

指定した名前で TACACS+ サーバ グループを作成し、そのグループの 
TACACS+ コンフィギュレーション モードを開始します。

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成し、そのグループの RADIUS サーバ グ
ループ コンフィギュレーション サブモードを開始します。

server RADIUS サーバを、RADIUS サーバ グループのメンバーとして設定しま

す。

deadtime モニタリング デッド タイムを設定します。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ グループの設定を表示します。
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user（ポート プロファイルのロール）
user（ポート プロファイルのロール）
ポート プロファイルのロールにユーザを割り当てるには、user コマンドを使用します。ユーザを削除

するには、このコマンドの no 形式を使用します。

user user_name

no user user_name

構文の説明

デフォルト なし

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

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン

例 次に、adminRole にユーザを割り当てる例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role adminRole
n1000v(config-port-profile-role)# user hdbaar

次に、adminRole からユーザの割り当てを削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile-role adminRole
n1000v(config-role)# no user hdbaar 

関連コマンド

user user_name ポート プロファイルのロールに追加するユーザを指定し、そのユーザ名（ 大 32 
文字）を指定します。

リリース 変更内容

 4.2(1)SV1(4) このコマンドが追加されました。

コマンド 説明

show port-profile-role ロール名、説明、割り当てられたユーザ、および割り当てられたグ

ループなど、ポート プロファイルのロール設定を表示します。

show port-profile-role users 使用可能なユーザおよびグループを表示します。

show port-profile ポート プロファイルに割り当てられたロールを含むポート プロファ

イル設定を表示します。
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user（ポート プロファイルのロール）
port-profile-role ポート プロファイルのロールを作成します。

group ポート プロファイルのロールにグループを割り当てます。

assign port-profile-role 特定のポート プロファイルにポート プロファイルのロールを割り当

てます。

feature port-profile-role ポート プロファイルのロールの制限のサポートをイネーブルにしま

す。

port-profile ポート プロファイルを作成します。

コマンド 説明
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username
username
ユーザ アカウントを作成および設定するには、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] 

構文の説明

デフォルト 有効期限、パスワード、SSH キーはありません。

デフォルト ロールはネットワーク オペレータ ユーザ ロールです。

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使用できません。これらの文字を含むユー

ザ名はログインで拒否されます。

#
@

expire date （任意）次の形式のユーザ アカウントの有効期限です。

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指定します。暗号化パスワー

ドは、実行コンフィギュレーションに保存されるまで変更されません。

password パスワードのストリング。パスワードは、英数字で指定します。大文字と

小文字が区別され、 大文字数は 64 です。

（注） クリア テキスト パスワードには、パスワードのいずれの部分にも、

ドル記号（$）またはスペースを含めることはできません。また、

これらのパスワードの先頭に次の特殊文字は含めることはできま

せん。引用符 
（" または '）、縦棒（|）、または右山カッコ（>）。

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。

sshkey （任意）ユーザ アカウントの SSH キーを指定します。

key SSH 公開キーのストリングです。

file filename SSH 公開キー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キーを含むファイル

volatile: ユーザのホスト公開キーを含むファイル
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username
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 ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

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。

次の文字を含むユーザ名のログインは拒否されます。

#
@

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。

• 長さが 8 文字以上である

• 複数の連続する文字（「abcd」など）を含んでいない

• 複数の同じ文字の繰返し（「aaabbb」など）を含んでいない

• 辞書に載っている単語を含んでいない

• 固有名詞を含んでいない

• 大文字および小文字の両方が含まれている

• 数字が含まれている

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、パスワードおよびユーザ ロールを持つユーザ アカウントを作成する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# username user1 password Ci5co321 role network-admin

次に、ユーザ アカウントの SSH キーを設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# username user1 sshkey file bootflash:key_file

リリース 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
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強度を確認します。

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 admin password
username admin password
実行コンフィギュレーションで、ネットワーク管理者パスワードを変更するには、username admin 
password コマンドを使用します。

username admin password [new-password]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、実行コンフィギュレーションで、ネットワーク管理者パスワードを変更する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# username admin password <new-password>
n1000v(config)# 

関連コマンド

new-password （任意）パスワードのストリングは、英数字で指定します。大文字と小文字が区別

され、 大文字数は 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。

コマンド 説明

username ユーザ アカウントを作成および設定します。

show user-account ユーザ名とそのロールを表示します。
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この章では、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]

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(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
n1000v(config-vem-slot)# 

次に、VEM を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no vem 10
n1000v(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

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# flow exporter ExportTest
n1000v(config-flow-exporter)# version 9
n1000v(config-flow-exporter-version-9)# no version 9
n1000v(config-flow-exporter)#

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

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。
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version 9
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 のフロー レコード情報を表示します。

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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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile vsd1_member
n1000v(config-port-prof)# vmware port-group
n1000v(config-port-prof)# switchport access vlan 315
n1000v(config-port-prof)# virtual-service-domain vsd1
n1000v(config-port-prof)# no shutdown
n1000v(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。

n1000v# config t
n1000v(config)# port-profile vsd1_member
n1000v(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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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}

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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 または 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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 10
n1000v(config-vlan)# 

次に、VLAN を削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# no vlan 10
n1000v(config)# 

関連コマンド

id VLAN ID 番号。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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vlan policy deny
vlan policy deny
VLAN コンフィギュレーション モードを開始して、ロールのすべての VLAN アクセスを拒否するに

は、vlan policy deny コマンドを使用します。

ポリシーの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。

vlan policy deny

no vlan policy deny

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマンドの実行後、このロールの任意の VLAN へのアクセスは、permit vlan コマンドを使用し

て、明示的に定義する必要があります。

例 次に、VLAN コンフィギュレーション モードを開始してロールのすべての VLAN アクセスを拒否する

例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name network-observer
n1000v(config-role)# vlan policy deny
n1000v(config-role-vlan)#

次に、ポリシーの制限を削除する例を示します。

n1000v# config t
n1000v(config)# role name network-observer
n1000v(config-role)# no vlan policy deny
n1000v(config-role-vlan)#

リリース 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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vlan policy deny
関連コマンド コマンド 説明

role name ユーザ ロールを指定し、ロール コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

permit vlan このロールに割り当てられたユーザにアクセスを許可する VLAN を指定

します。

show role ロール設定を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connect s1
n1000v(config-svs-conn)# vmware dvs datacenter-name dc1
n1000v(config-svs-conn)# 

次に、VMware 仮想スイッチを削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# svs connect s1v
n1000v(config-svs-conn)# no vmware dvs datacenter-name dc1
n1000v(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 情報を表示します。

show vmware VMware の情報を表示します。
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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

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# vmware port-group testgroup
n1000v(config-port-prof)# 

次に、VMware ポート グループを削除する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# port-profile testprofile
n1000v(config-port-prof)# no vmware port-group testgoup
n1000v(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 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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vmware vc extension-key
vmware vc extension-key 
拡張キーを作成するには、vmware vc extension-key コマンドを使用します。

vmware vc extension-key key

構文の説明

デフォルト キー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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイドライン 拡張キーは Virtual Center のインスタンスへの接続に使用されます。

例 次に、拡張キーを作成する例を示します。

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vmware vc extension-key 10
n1000v(config)# 

関連コマンド

key 拡張キーの番号です。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

拡張キーの情報を表示します。
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vmware vem upgrade complete
vmware vem upgrade complete
アップグレード ステータスをクリアするには、vmware vem upgrade complete コマンドを使用しま

す。

vmware vem upgrade complete 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイドライン アップグレード ステータスをクリアすると、この手順を繰り返すことはできなくなります。

例 次に、アップグレード ステータスをクリアする例を示します。

n1000v# vmware vem upgrade complete
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 vmware vem 
upgrade status

新しいソフトウェア バージョンへの仮想イーサネット モジュール（VEM）

のアップグレードをモニタします。

vmware vem upgrade 
notify

仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のソフトウェアがアップグレー

ドされたことを vCenter Server に通知します。

vmware vem upgrade 
proceed

仮想マシン（VM）のアップグレードが開始されます。
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vmware vem upgrade notify
vmware vem upgrade notify
仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のソフトウェアがアップグレードされたこと、および仮想

イーサネット モジュール（VEM）のアップグレードが利用可能であることを vCenter Server に通知す

るには、vmware vem upgrade notify コマンドを使用します。

vmware vem upgrade notify 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のソフトウェアがアップグレードされたことと、VEM 
のアップグレードが利用可能であることを vCenter Server に通知する例を示します。

n1000v# vmware vem upgrade notify
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 vmware vem 
upgrade status

新しいソフトウェア バージョンへの VEM のアップグレードをモニタしま

す。

vmware vem upgrade 
proceed

仮想マシン（VM）のアップグレードが開始されます。

vmware vem upgrade 
complete 

アップグレード ステータスをクリアします。
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vmware vem upgrade proceed
vmware vem upgrade proceed
仮想マシン（VM）のアップグレードを開始するには、vmware vem upgrade proceed コマンドを使用

します。

vmware vem upgrade proceed 

構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト なし

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

ネットワーク オペレータ

コマンド履歴

例 次に、VM のアップグレードを開始する例を示します。

n1000v# vmware vem upgrade proceed
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 vmware vem 
upgrade status

新しいソフトウェア バージョンへの仮想イーサネット モジュール（VEM）

のアップグレードをモニタします。

vmware vem upgrade 
notify

仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のソフトウェアがアップグレー

ドされたことを vCenter Server に通知します。

vmware vem upgrade 
complete 

アップグレード ステータスをクリアします。
800
Cisco Nexus 1000V コマンド リファレンス リリース 4.2(1)SV1(5.1)

OL-25386-01-J



 

W コマンド

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

where
コマンドライン インターフェイス（CLI）内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] 

構文の説明

デフォルト コンテキスト情報の概要が表示されます。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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概要を表示する例を示します。

n1000v(config-if)# where
  ?conf; interface Ethernet2/3      admin@switch%default

detail （任意）詳細なコンテキスト情報が表示されます。

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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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。

n1000v(config-if)# where detail
  ?conf; interface Ethernet2/3      admin@switch%default
  mode:                conf
                         interface Ethernet2/3
  username:            admin
  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] 

構文の説明

デフォルト ブート変数、mgmt0 インターフェイス、およびデバッグ設定以外のすべての設定が永続メモリから消

去されます。

コマンド モード 任意

サポートされるユーザ ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

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、デバイスはブート変数、mgmt0 インターフェイス、およびデバッグ設定を除き初期状態に

戻ります。これらの設定は、boot オプションと 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。

n1000v(config)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y

次に、永続メモリからブート変数と mgmt0 インターフェイス設定を消去する例を示します。

n1000v(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。

n1000v(config)# write erase debug

boot （任意）ブート変数と mgmt0 インターフェイス設定だけが消去されます。

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。
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W コマンド

write erase
関連コマンド 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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X コマンド

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

xml server max-session
許容される XML サーバのセッション数を設定するには、xml server max-session コマンドを使用しま

す。

xml server max-session sessions

構文の説明

デフォルト セッションのデフォルト 大数は 8 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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、許容される XML サーバのセッション数を 6 に設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v# xml server max-session 6
n1000v# 

sessions 同時に許容される XML セッションの 大数を指定します。範囲は、1 ～ 8 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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X コマンド

xml server max-session
関連コマンド コマンド 説明

show xml server status XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに

関する情報を表示します。

xml server terminate 
session

XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに

関する情報を表示します。

xml server timeout 非アクティブな XML サーバ セッションを終了するまでに待機する秒数を

設定します。
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xml server terminate session
xml server terminate session
指定した XML サーバ セッションを終了するには、xml server terminate session コマンドを使用しま

す。

xml server terminate session session-number

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、XML サーバ セッション 8665 を終了する例を示します。

n1000v# xml server terminate 8665
n1000v# 

関連コマンド

session-number 既存の XML サーバ セッションの ID を指定します。範囲は、0 ～ 214748364 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 xml server status XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに

関する情報を表示します。

xml server 
max-session

許容される XML サーバのセッション数を設定します。

xml server timeout 非アクティブな XML サーバ セッションを終了するまでに待機する秒数を

設定します。
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xml server timeout
xml server timeout
非アクティブな XML サーバ セッションを終了するまでに待機する秒数を設定するには、xml server 
timeout コマンドを使用します。

xml server timeout seconds

構文の説明

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 ロール ネットワーク管理者

コマンド履歴

例 次に、XML サーバのタイムアウトを 600 秒に設定する例を示します。

n1000v# config t
n1000v# xml server timeout 600
n1000v# 

関連コマンド

seconds セッション終了になるまでに XML サーバが非アクティブを維持できる 大時間

を指定します。範囲は 0 ～ 1200 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 xml server status XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに

関する情報を表示します。

xml server 
max-session

許容される XML サーバのセッション数を設定します。

xml server terminate 
session

XML サーバ設定およびアクティブなすべての XML サーバ セッションに

関する情報を表示します。
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