
 

はじめに

こ こでは、Cisco Nexus 6000 シ リーズ NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ド  リ フ ァ レンスの対象読者、
構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

この前書きは、次の項で構成されています。

• 対象読者、ページ i

• マニュアルの構成、ページ i

• 表記法、ページ ii

• 関連資料、ページ iii

• マニュアルに関するフ ィードバッ ク、ページ iii

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 、ページ iv

対象読者
このマニュアルは、Cisco NX-OS デバイスの設定と保守を行う、経験豊かなユーザを対象と して
います。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章タイ トル 説明

A コマン ド A で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

C コマン ド C で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

D コマン ド D で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

E コマン ド E で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

F コマン ド F で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

I コマン ド I で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

M コマン ド M で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

P コマン ド P で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

R コマン ド R で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
i
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表記法
表記法
コマン ドの説明では、次の表記法を使用しています。 

出力例では、次の表記法を使用しています。 

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

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

S コマン ド S で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

show コマン ド Cisco NX-OS セキュ リ テ ィの show コマン ドについて説明します。

T コマン ド T で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

U コマン ド U で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

V コマン ド V で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。

章タイ トル 説明

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イ タ リ ッ ク体 ユーザが値を指定する引数は、イ タ リ ッ ク体で示しています。

[   ] 角カッ コの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z} 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ コで
囲み、縦棒で区切って示しています。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ コで囲み、縦棒
で区切って示しています。

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。
ii
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

はじめに

関連資料
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。

関連資料
Cisco Nexus 6000 シ リーズ スイ ッチのドキュ メ ンテーシ ョ ンは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_series_home.html [英語]

マニュアル セッ トは次のカテゴ リに分けられます。

リ リース ノート

リ リース  ノー トは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/prod_release_notes_list.html [英語]

インス ト レーシ ョ ン  ガイ ドおよびアップグレード  ガイド

インス ト レーシ ョ ン  ガイ ドおよびアップグレード  ガイ ドは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/prod_installation_guides_list.html [英語]

コマンド  リファレンス

コマン ド  リ フ ァレンスは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/prod_command_reference_list.html [英語]

テクニカル リファレンス

テクニカル リ フ ァレンスは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/prod_technical_reference_list.html [英語]

コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ド

コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/products_installation_and_configuration_guides_list.html 

[英語]

エラー メ ッセージおよびシステム メ ッセージ

システム  メ ッセージ リ フ ァレンス  ガイ ドは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/products_system_message_guides_list.html [英語]

マニュアルに関するフ ィードバック
このマニュアルに関する技術的なフ ィードバッ ク、または誤りや記載もれなどお気づきの点が
ございましたら、HTML ドキュ メ ン ト内のフ ィードバッ クフォームよ り ご連絡ください。皆様の
フ ィードバッ クをお待ちしており ます。
iii
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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 の
『What's New in Cisco Product Documentation』を参照して ください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html [英語]

『What's New in Cisco Product Documentation』は、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一
覧も示し、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
ンツをデスク ト ップに配信するこ と もできます。RSS フ ィードは無料のサービスです。
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A コマンド

この章では、A で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
SEC-1
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A コマンド
aaa accounting default
aaa accounting default
アカウンテ ィ ングの認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）メ ソ ッ ド を設定するには、aaa 
accounting default コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形
式を使用します。

aaa accounting default {group {group-list} | local} 

no aaa accounting default {group {group-list} | local} 

構文の説明

コマンド  デフォルト ローカル データベース

コマン ド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン group group-list メ ソ ッ ドは、RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバの既定のセッ ト を参照しま
す。radius-server host コマン ドを使用してホス ト  サーバを設定します。aaa group server コマン
ドを使用して、サーバの名前付きグループを作成します。

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、アカウンテ ィ ング認証は
失敗する可能性があ り ます。

例 次に、AAA アカウンテ ィ ングの RADIUS サーバを設定する例を示します。

switch(config)# aaa accounting default group 

関連コマンド

group サーバ グループをアカウンテ ィ ングで使用するよ う指定します。

group-list 1 つまたは複数の RADIUS サーバ グループを指定する空白で区切られ
た リ ス ト です。

local ローカル データベースをアカウンティングで使用するよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa group server 
radius

AAA RADIUS 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 accounting AAA アカウンテ ィ ング  ステータス情報を表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
SEC-2
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A コマンド
aaa authentication login console
aaa authentication login console
コンソール ログインの認証、許可、アカウンテ ィ ング（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 の設定に戻すには、このコマン ド
の no 形式を使用します。

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

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

構文の説明

コマンド  デフォルト ローカル データベース

コマン ド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

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 メ ソ ッ ドでは、定義済みの RADIUS サーバ
または TACACS+ サーバのセッ ト が参照されます。radius-server host コマン ド または 
tacacs-server host コマン ドを使用してこれらのホス ト  サーバを設定します。aaa group server コ
マン ドを使用して、サーバの名前付きグループを作成します。

group メ ソ ッ ド または local メ ソ ッ ド を指定してそれが失敗した場合は、認証も失敗します。none 
メ ソ ッ ド を単体または group メ ソ ッ ドの後に指定する と、認証は常に成功します。

例 次に、AAA 認証コンソール ログイン  メ ソ ッ ド を設定する例を示します。

switch(config)# aaa authentication login console group radius 

次に、デフォル ト の AAA 認証コンソール ログイン  メ ソ ッ ドに戻す例を示します。

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

group 認証のサーバ グループを指定するのに使用します。

group-list RADIUS サーバ グループまたは TACACS+ サーバ グループのスペース
で区切られた リ ス ト を指定します。リ ス ト には次の内容が含まれます。

• 設定されたすべての RADIUS サーバの radius

• 設定されたすべての TACACS+ サーバの tacacs+

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

none （任意）認証でユーザ名を使用するよ う指定します。

local （任意）認証でローカル データベースを使用するよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
SEC-3
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A コマンド
aaa authentication login console
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。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
SEC-4
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A コマンド
aaa authentication login default
aaa authentication login default
デフォル ト の認証、許可、アカウンテ ィ ング（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 の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使
用します。

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

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

構文の説明

コマンド  デフォルト ローカル データベース

コマン ド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

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 メ ソ ッ ドでは、定義済みの RADIUS サーバ
または TACACS+ サーバのセッ ト が参照されます。radius-server host コマン ド または 
tacacs-server host コマン ドを使用してこれらのホス ト  サーバを設定します。aaa group server コ
マン ドを使用して、サーバの名前付きグループを作成します。

group メ ソ ッ ド または local メ ソ ッ ド を指定してそれが失敗した場合は、認証も失敗します。none 
メ ソ ッ ド を単体または group メ ソ ッ ドの後に指定する と、認証は常に成功します。

例 次に、AAA 認証コンソール ログイン  メ ソ ッ ド を設定する例を示します。

switch(config)# aaa authentication login default group radius 

次に、デフォル ト の AAA 認証コンソール ログイン  メ ソ ッ ドに戻す例を示します。

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

group サーバ グループを認証で使用するよ う指定します。

group-list RADIUS サーバ グループまたは TACACS+ 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。

• 設定されたすべての RADIUS サーバの radius

• 設定されたすべての TACACS+ サーバの tacacs+

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

none （任意）認証でユーザ名を使用するよ う指定します。

local （任意）認証でローカル データベースを使用するよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
SEC-5
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A コマンド
aaa authentication login default
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。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
SEC-6
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A コマンド
aaa authentication login error-enable
aaa authentication login error-enable
コンソールに認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）認証失敗メ ッセージが表示されるよ うに設定
するには、aaa authentication login error-enable コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻す
には、このコマン ドの no 形式を使用します。

aaa authentication login 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。

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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン ログイン時に リ モー ト  AAA サーバが応答しない場合、そのログインは、ローカル ユーザ データ
ベースにロール オーバーして処理されます。このよ う な状況では、ログイン失敗メ ッセージの表
示がイネーブルに設定されている場合、次のメ ッセージが表示されます。

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

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

switch(config)# aaa authentication login error-enable 

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

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

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show aaa 
authentication

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 enable
aaa authentication login mschap enable
ログイン時のマイ ク ロ ソフ ト  チャレンジ ハンドシェーク認証プロ ト コル（MS-CHAP）認証をイ
ネーブルにするには、aaa authentication login mschap enable コマン ドを使用します。デフォル ト
の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

aaa authentication login mschap enable 

no aaa authentication login mschap 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。

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  モード  

コマンド履歴

例 次に、MS-CHAP 認証をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# aaa authentication login mschap enable 

次に、MS-CHAP 認証をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no aaa authentication login mschap enable 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show aaa 
authentication

MS-CHAP 認証のステータスを表示します。
SEC-8
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A コマンド
aaa authorization commands default
aaa authorization commands default
すべての EXEC コマン ドでデフォル ト の認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）認可方式を設定す
るには、aaa authorization commands default コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻すに
は、このコマン ドの no 形式を使用します。

aaa authorization commands default [group group-list] [local | none] 

no aaa authorization commands default [group group-list] [local | none]

構文の説明

コマンド  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  モード

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 tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ 機能をイネーブル
にする必要があ り ます。

group tacacs+ 方式および group group-list 方式は、以前に定義された一連の TACACS+ サーバを
指します。ホス ト  サーバを設定するには、tacacs-server host コマン ドを使用します。aaa group 
server コマン ドを使用して、サーバの名前付きグループを作成します。デバイス上のサーバ 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 グループを指定した場合には、リ ス ト に指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフ
ト ウェアが各グループをチェ ッ ク します。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、
フォールバッ ク方式と して local または none を設定済みの場合、local 方式または none 方式だけ
が使用されます。

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、認可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、認可は常に成功します。

group （任意）認可にサーバ グループを使用するよ うに指定します。

group-list サーバ グループの リ ス ト です。

リ ス ト には次の内容が含まれます。

• 設定されたすべての TACACS+ サーバの tacacs+

• 設定済みの任意の TACACS+ サーバ グループ名 

この名前は、サーバ グループのスペースで区切られた リ ス ト で指定で
き、 大文字数は 127 です。

local （任意）認可にローカル ロールベース  データベースを使用するよ うに
指定します。

none （任意）認可にデータベースを使用しないよ うに指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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aaa authorization commands default
例 次に、EXEC コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設定する例を示します。

switch(config)# aaa authorization commands default group TacGroup local 
switch(config)# 

次に、EXEC コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式に戻す例を示します。

switch(config)# no aaa authorization commands default group TacGroup local 
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization 
config-commands 
default

コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設
定します。

aaa server group AAA サーバ グループを設定します。

feature tacacs+ TACACS+ 機能をイネーブルにします。

show aaa 
authorization

AAA 認可設定を表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
SEC-10
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aaa authorization config-commands default
すべてのコンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドでデフォル ト の認証、許可、アカウンテ ィ ング
（AAA）認可方式を設定するには、aaa authorization config-commands default コマン ドを使用し
ます。デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

aaa authorization config-commands default [group group-list] [local | none] 

no aaa authorization config-commands default [group group-list] [local | none] 

構文の説明

コマンド  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  モード

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 tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ 機能をイネーブル
にする必要があ り ます。

group tacacs+ 方式および group group-list 方式は、以前に定義された一連の TACACS+ サーバを
指します。ホス ト  サーバを設定するには、tacacs-server host コマン ドを使用します。aaa group 
server コマン ドを使用して、サーバの名前付きグループを作成します。デバイス上のサーバ 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 グループを指定した場合には、リ ス ト に指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフ
ト ウェアが各グループをチェ ッ ク します。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、
フォールバッ ク方式と して local または none を設定済みの場合、local 方式または none 方式だけ
が使用されます。

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、認可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、認可は常に成功します。

group （任意）認可にサーバ グループを使用するよ うに指定します。 

group-list サーバ グループの リ ス ト です。 

リ ス ト には次の内容が含まれます。

• 設定されたすべての TACACS+ サーバの tacacs+

• 設定済みの任意の TACACS+ サーバ グループ名 

この名前は、サーバ グループのスペースで区切られた リ ス ト で指定で
き、 大文字数は 127 です。

local （任意）認可にローカル ロールベース  データベースを使用するよ うに
指定します。 

none （任意）認可にデータベースを使用しないよ うに指定します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設定する例を示します。

switch(config)# aaa authorization config-commands default group TacGroup local 
switch(config)# 

次に、コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式に戻す例を示します。

switch(config)# no aaa authorization config-commands default group TacGroup local 
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization 
commands default

EXEC コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設定します。

aaa server group AAA サーバ グループを設定します。

feature tacacs+ TACACS+ 機能をイネーブルにします。

show aaa 
authorization

AAA 認可設定を表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。
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aaa authorization ssh-certificate
TACACS+ サーバまたは サーバのデフォル ト  AAA 認可方式を設定するには、aaa authorization 
ssh-certificate コマン ドを使用します。この設定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 authorization ssh-certificate default {group group-list | local}

no aaa authorization ssh-certificate default {group group-list | local}

構文の説明

コマンド  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  モード

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 tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ 機能を有効にする
必要があ り ます。

group tacacs+、および group group-list 方式は、以前に定義された一連の TACACS+ サーバおよび 
LDAP サーバを指します。ホス ト  サーバを設定するには、tacacs-server host コマン ドを使用しま
す。サーバの名前付き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
ス上のサーバ 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 グループを指定した場合には、リ ス ト に指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフ
ト ウェアが各グループをチェ ッ ク します。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、
フォールバッ ク方式と して local を設定済みの場合、local 方式だけが使用されます。

group 方式または local 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗する と、認可は失敗する可能
性があ り ます。TACACS+ または LDAP サーバ グループ方式の後に、フォールバッ ク方式を設定
していない場合、すべてのサーバ グループが応答に失敗する と、認可が失敗します。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

group 認可にサーバ グループを使用するよ うに指定します。

group-list サーバ グループのスペースで区切られた リ ス ト 。リ ス ト には次の内容が含
まれます。

• 設定されたすべての TACACS+ サーバの tacacs+

• 設定済みの任意の TACACS+ サーバまたは  サーバ グループ名。サーバ 
グループの名前は 大 127 文字です。

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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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aaa authorization ssh-certificate
例 次に、デフォル ト の AAA 認可方式と して、証明書認証を使用してローカル データベースを設定
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization ssh-certificate default local
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization 
ssh-publickey

デフォル ト  AAA 認可方式と して、SSH 公開キーを使用した  ローカ
ル認可を設定します。

feature tacacs+ TACACS+ 機能をイネーブルにします。

show aaa authorization AAA 認可設定を表示します。
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aaa authorization ssh-publickey
TACACS+ サーバのデフォル ト  AAA 認可方式と して、セキュア  シェル（SSH）公開キーを使用し
た ローカル認可を設定するには、aaa authorization ssh-publickey コマン ドを使用します。デフォ
ル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

aaa authorization ssh-publickey default {group group-list | local}

no aaa authorization ssh-publickey default {group group-list | local}

構文の説明

コマンド  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  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 複数のサーバ グループを指定した場合には、リ ス ト に指定した順番どおりに Cisco NX-OS ソフ
ト ウェアが各グループをチェ ッ ク します。設定済みのすべてのサーバ グループで応答に失敗し、
フォールバッ ク方式と して local を設定済みの場合、local 方式だけが使用されます。

group 方式または local 方式を指定した場合にそれらの方式が失敗する と、認可は失敗する可能
性があ り ます。 サーバ グループ方式の後に、フォールバッ ク方式を設定していない場合、すべて
のサーバ グループが応答に失敗する と、認可が失敗します。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、デフォル ト の AAA 認可方式と して、SSH 公開キーを使用したローカル認可を設定する例
を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# aaa authorization ssh-publickey default local
switch(config)#

group 認可にサーバ グループを使用するよ うに指定します。

group-list サーバ グループのスペースで区切られた リ ス ト 。サーバ グループ名は、
大で 127 文字です。

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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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aaa authorization ssh-publickey
関連コマンド コマンド 説明

aaa authorization 
ssh-certificate

デフォル ト  AAA 認可方式と して、証明書認証を使用したローカル
認可を設定します。

show aaa authorization AAA 認可設定を表示します。
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aaa group server radius
RADIUS サーバ グループを作成し、RADIUS サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを
開始するには、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

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバ グループを作成し、RADIUS サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始する例を示します。

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

次に、RADIUS サーバ グループを削除する例を示します。

switch(config)# no aaa group server radius RadServer 

関連コマンド

group-name RADIUS サーバ グループ名です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show aaa groups サーバ グループ情報を表示します。
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aaa user default-role
リ モー ト認証の認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）サーバ管理者によ り割り当てられるデフォ
ル ト  ロールをイネーブルにするには、aaa user default-role コマン ドを使用します。デフォル 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。

aaa user default-role 

no aaa user default-role 

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 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  モード

コマンド履歴

例 次に、リ モー ト認証の AAA サーバ管理者によ り割り当てられるデフォル ト  ロールをイネーブル
にする例を示します。

switch(config)# aaa user default-role 
switch(config)# 

次に、リ モー ト認証の AAA サーバ管理者によ り割り当てられるデフォル ト  ロールをディセーブ
ルにする例を示します。

switch(config)# no aaa user default-role 
switch(config)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show aaa user 
default-role

デフォル ト  ユーザの リモー ト認証のステータスを表示します。 

show aaa 
authentication

AAA 認証情報を表示します。
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action
パケッ ト が VLAN アクセス  コン ト ロール リ ス ト （VACL）の permit コマン ドに一致する と きの
スイ ッチの動作を指定するには、action コマン ドを使用します。action コマン ドを削除するには、
このコマン ドの no 形式を使用します。

action {drop forward} 

no action {drop forward} 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマン ド  モード VLAN アクセスマップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン action コマン ドは、パケッ ト が match コマン ドで指定された  ACL の条件に一致する場合に、デ
バイスが実行するアクシ ョ ンを指定します。

例 次に、vlan-map-01 とい う名前で VLAN アクセス  マップを作成して、そのマップに ip-acl-01 とい
う名前の IPv4 ACL を割り当て、スイ ッチが ACL に一致するパケッ ト を転送するよ う指定し、
マップに一致する ト ラフ ィ ッ クの統計情報をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan access-map vlan-map-01 
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01 
switch(config-access-map)# action forward 
switch(config-access-map)# statistics 

関連コマンド

drop スイ ッチがパケッ ト を ド ロ ップするよ う指定します。

forward スイ ッチがパケッ ト を宛先ポー ト に転送するよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

match VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う  
ACL を指定します。

show vlan access-map すべての VLAN アクセス  マップまたは VLAN アクセス  マップを表
示します。

show vlan filter VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。
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statistics アクセス  コン ト ロール リ ス ト または VLAN アクセス  マップの統計
情報をイネーブルにします。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。

vlan filter VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用します。

コマンド 説明
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この章では、C で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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checkpoint
現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのスナップシ ョ ッ ト を作成し、ASCII 形式のファ イル シス
テムにスナップシ ョ ッ ト を保存するには、checkpoint コマン ドを使用します。

checkpoint [checkpoint-name [description descp-text [...description descp-text]] | description 
descp-text | file {bootflash: | volatile:}[//server][directory/][filename]]

no checkpoint [checkpoint-name | description descp-text | file {bootflash: | 
volatile:}[//server][directory/][filename]]

構文の説明

（注） filesystem://server/directory/filename ス ト リ ングにはスペースを含める こ とはできません。この文
字列の各要素は、コロン（:）と ス ラ ッシュ（/）で区切り ます。

コマンド  デフォルト 自動的にチェ ッ クポイン ト名（user-checkpoint-number）を生成します。

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

checkpoint-name （任意）チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

description descp-text （任意）指定されたチェ ッ クポイン ト の説明を指定します。テキス トは
大 80 文字で、スペースを含める こ とができます。

file （任意）コンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を保
存するファ イルが作成されるよ うに指定します。

bootflash: 書き込み可能なブート フラ ッシュ  ローカル ス ト レージ ファ イル シ
ステムを指定します。

volatile: 揮発性の書き込み可能なローカル ス ト レージ ファ イル システムを指
定します。

//server （任意）サーバの名前を指定します。有効な値は ///、//module-1/、
//sup-1/、//sup-active/、または //sup-local/ です。2 個のスラ ッシュ（//）を
含む必要があ り ます。

directory/ （任意）ディ レ ク ト リ の名前を指定します。ディ レ ク ト リ名では、大文
字と小文字が区別されます。

filename （任意）チェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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使用上のガイ ド ライン チェ ッ ク  ポイン トはスイ ッチに対してローカルです。チェ ッ クポイン ト を作成する と、現在の実
行コンフ ィギュレーシ ョ ンのスナップシ ョ ッ ト がチェ ッ クポイン ト  ファ イルに保存されます。
チェ ッ クポイン ト名を指定しなかった場合、Cisco NX-OS はチェ ッ クポイン ト名を  
user-checkpoint-number に設定します。こ こで number は 1 ～ 10 の値です。

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）がスイ ッチでイネーブルになっている場合、アクテ ィブ コン
フ ィギュレーシ ョ ンをチェ ッ クポイン ト状態に復元できません。FCoE がイネーブルのスイ ッチ
でチェ ッ クポイン ト を作成する と、次のエラー メ ッセージが表示されます。

switch# checkpoint chkpoint-1 
ERROR: ascii-cfg: FCOE is enabled.Disbaling rollback module (err_id 0x405F004C)
switch#

FCoE がディセーブルのスイ ッチでチェ ッ クポイン ト を作成する と、次のメ ッセージが表示され
ます。

switch# checkpoint chkpoint-1 
...Done
switch#

1 台のスイ ッチで作成できるコンフ ィギュレーシ ョ ンの 大チェ ッ クポイン ト数は 10 です。
チェ ッ クポイン ト数が上限に達する と、 も古いエン ト リが削除されます。

あるスイ ッチのチェ ッ クポイン ト  ファ イルを別のスイ ッチに適用する こ とはできません。
チェ ッ クポイン ト のファ イル名の先頭を  system にする こ とはできません。

チェ ッ クポイン ト  ファ イルは、直接アクセスまたは変更できないテキス ト  ファ イルと して保存
されます。チェ ッ クポイン ト がシステムから消去される と、関連するチェ ッ クポイン ト  コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン  ファ イルが削除されます。

例 次に、チェ ッ クポイン ト を作成する例を示します。

switch# checkpoint 
...
user-checkpoint-4 created Successfully

Done
switch#

次に chkpnt-1 とい う名前のチェ ッ クポイン ト を作成する例を示します。目的を定義します。

switch# checkpoint chkpnt-1 description Checkpoint to save current configuration, Sep 9 
10:02 A.M. 
switch# 

次に、ブート フラ ッシュ  ス ト レージ システムに chkpnt_configSep9-1.txt とい う名前のチェ ッ ク
ポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルを作成する例を示します。

switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
switch# 

次に chkpnt-1 とい う名前のチェ ッ クポイン ト を削除する例を示します。

switch# no checkpoint chkpnt-1 
switch# 
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checkpoint
関連コマンド コマンド 説明

clear checkpoint スイ ッチ上でチェ ッ クポイン ト をク リ アします。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト にスイ ッチをロールバッ ク し
ます。

show checkpoint all スイ ッチに設定されているすべてのチェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint 
summary

スイ ッチに設定されているすべてのチェ ッ クポイン ト の要約を表示
します。

show checkpoint 
summary user

ユーザによって作成されたすべてのチェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint 
system

システムで自動的に作成されたすべてのチェ ッ クポイン ト を表示し
ます。
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clear access-list counters
clear access-list counters
すべての IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）または単独の IPv4 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

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、すべての IPv4 ACL のカウンタを消去する例を示します。

switch# clear access-list counters 

次に、acl-ipv4-01 とい う名前の IPv4 ACL のカウンタをク リ アする例を示します。

switch# clear access-list counters acl-ipv4-01 

関連コマンド

access-list-name （任意）スイ ッチがカウンタを消去する  IPv4 ACL の名前です。この名前
には 大 64 文字までの英数字を指定できます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

access-list VTY 回線に IPv4 ACL を適用します。

ip access-group インターフェイスに IPv4 ACL を適用します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

show access-lists 1 つまたはすべての IPv4、インターネッ ト  プロ ト コル バージ ョ ン  6
（IPv6）、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 IPv4 に関する情報を表示します。
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clear accounting log
clear accounting log
アカウンテ ィ ング  ログを消去するには、clear accounting log コマン ドを使用します。

clear accounting log 

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 モード  

コマンド履歴

例 次に、アカウンテ ィ ング  ログを消去する例を示します。 

switch# clear accounting log 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show accounting log アカウンテ ィ ング  ログを表示します。
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clear checkpoint database
clear checkpoint database
スイ ッチで設定されたチェ ッ クポイン ト をク リ アするには、clear checkpoint database コマン ド
を使用します。

clear checkpoint database [system | user]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 次に、設定済みチェ ッ クポイン ト をク リ アする例を示します。

switch# clear checkpoint database 
.Done
switch#

関連コマンド

system システム  チェ ッ クポイン ト のコンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ ク  
チェ ッ クポイン ト  データベースをク リ アします。

user ユーザ チェ ッ クポイン ト のコンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ ク  
チェ ッ クポイン ト  データベースをク リ アします。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

show checkpoint すべての設定済みチェ ッ クポイン ト を表示します。
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clear ip arp
clear ip arp
アド レス解決プロ ト コル（ARP）テーブルおよび統計情報をク リ アするには、clear ip arp コマン
ドを使用します。

clear ip arp [vlan vlan-id [force-delete | vrf {vrf-name | all | default | management}]]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、ARP テーブル統計情報をク リ アする例を示します。

switch# clear ip arp 
switch# 

次に、VRF vlan-vrf を持つ VLAN 10 の ARP テーブル統計情報をク リ アする例を示します。

switch# clear ip arp vlan 10 vrf vlan-vrf 
switch# 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意）指定した VLAN の ARP 情報をク リ アします。内部使用に予約
されている  VLAN を除き、有効な範囲は 1 ～ 4094 秒です。

force-delete （任意）更新せずに ARP テーブルからエン ト リ をク リ アします。

vrf （任意）ARP テーブルから ク リ アする仮想ルーティ ングおよび転送
（VRF）を指定します。

vrf-name VRF 名。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字と小文字が区別され
ます。

all ARP テーブルからすべての VRF エン ト リ がク リ アされるよ う指定し
ます。

default ARP テーブルからデフォル ト の VRF エン ト リ がク リ アされるよ う指
定します。

management ARP テーブルから管理 VRF エン ト リがク リ アされるよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show ip arp ARP 設定ステータスを表示します。
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clear ip arp inspection log
clear ip arp inspection log
ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン（DAI）ログ  バッファをク リ アするには、clear ip arp 
inspection log コマン ドを使用します。

clear ip arp inspection log 

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 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DAI ロギング  バッファをク リ アする例を示します。

switch# clear ip arp inspection log 
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

ip arp inspection 
log-buffer entries

DAI のログ  バッファ  サイズを設定します。

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

show ip arp inspection 
log

DAI のログ設定を表示します。

show ip arp inspection 
statistics

DAI 統計情報を表示します。
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clear ip 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

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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。

switch# clear ip arp inspection statistics vlan 2
switch# 

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

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

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。

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

関連コマンド

vlan vlan-list このコマン ドによってその DAI 統計情報がク リ アされる  VLAN を指
定します。vlan-list 引数は 1 つの VLAN ID、VLAN ID の範囲、カンマ区
切りの ID と範囲を指定できます。有効な  VLAN ID は 1 ～ 4094 です。
内部スイ ッチ用に予約されている  VLAN は除きます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

clear ip arp inspection 
log 

DAI ロギング  バッファをク リ アします。

ip arp inspection 
log-buffer 

DAI のログ  バッファ  サイズを設定します。

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

show ip arp inspection 
vlan 

VLAN の指定された リ ス ト の DAI ステータスを表示します。
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clear ip dhcp snooping binding
clear ip dhcp snooping binding
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）スヌーピング  バインディ ン
グ  データベースをク 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-address ip ip-address] [interface 
{ethernet slot/port | port-channel channel-number}]]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング  バインディ ング  データベースをク リ アする例を示します。

switch# clear ip dhcp snooping binding
switch# 

次に、DHCP スヌーピング  バインディ ング  データベースの特定のエン ト リ をク リ アする例を示
します。

switch# clear ip dhcp snooping binding vlan 23 mac 0060.3aeb.54f0 ip 10.34.54.9 interface 
ethernet 2/11
switch# 

vlan vlan-id （任意）ク リ アする  DHCP スヌーピング  バインディ ング  データ
ベース  エン ト リ の VLAN ID を指定します。有効な VLAN ID は 
1 ～ 4094 です。内部スイ ッチ用に予約されている  VLAN は除き
ます。

mac-address mac-address （任意）ク リ アするバインディ ング  データベース  エン ト リ の MAC 
アド レスを指定します。ド ッ ト付き  16 進表記で mac-address 引数
を入力します。

ip ip-address （任意）ク リ アするバインディ ング  データベース  エン ト リ の IPv4 
アド レスを指定します。ド ッ ト付き  10 進表記で ip-address 引数を
入力します。

interface （任意）Ethernet または EtherChannel インターフェイスを指定し
ます。

ethernet slot/port （任意）ク リ アするバインディ ング  データベース  エン ト リ のイーサ
ネッ ト  インターフェイスを指定します。

port-channel 
channel-number

（任意）ク リ アするバインディ ング  データベース  エン ト リ のイーサ
ネッ ト  ポート  チャネルを指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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clear ip dhcp snooping binding
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 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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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clear ip dhcp snooping statistics
clear 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）スヌーピング統計情報をク リ
アするには、clear ip dhcp snooping statistics コマン ドを使用します。

clear 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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DHCP 統計情報をク リ アする例を示します。

switch# clear ip dhcp snooping statistics
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

copy running-config 
startup-config

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを、スター ト アップ コンフ ィギュレー
シ ョ ンにコピーします。

show 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

IP ソース  ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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clear ip dhcp snooping statistics
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この章では、D で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
SEC-35
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J
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deadtime
deadtime
RADIUS または TACACS+ サーバ グループのデッ ド  タ イムの時間間隔を設定するには、
deadtime コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用
します。

deadtime minutes 

no deadtime minutes 

構文の説明

コマンド  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
TACACS+ サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、RADIUS サーバ グループのデッ ド  タ イムを  2 分に設定する例を示します。

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

次に、TACACS+ サーバ グループのデッ ド  タ イムを  5 分に設定する例を示します。

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

次に、デッ ド  タ イムの時間間隔をデフォル ト に戻す例を示します。

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

関連コマンド

minutes 時間間隔の分です。有効な範囲は 0 ～ 1440 分です。デッ ド  タ イムの設
定をゼロにする と、タ イマーがディセーブルにな り ます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa group server AAA サーバ グループを設定します。

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

radius-server host RADIUS サーバを設定します。
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deadtime
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-server host TACACS+ サーバを設定します。

コマンド 説明
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deny（ARP）
deny（ARP）
条件に一致する  ARP ト ラフ ィ ッ クを拒否する  ARP ACL ルールを作成するには、deny コマン ド
を使用します。ルールを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

一般的な構文

[sequence-number] deny ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac any

no sequence-number

no deny ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac any

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ARP ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の
後に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシー
ケンス番号を割り当てます。

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

ip ルールの IP アド レス部分を指定します。

any （任意）任意のホス ト がルールの any キーワードが含まれる部分に一
致するよ うに指定します。any を使用する と、送信元 IP アド レス、宛先 
IP アド レス、送信元 MAC アド レス、および宛先 MAC アド レスを指定
できます。

host sender-IP （任意）ARP パケッ ト の送信元 IP アド レスが sender-IP 引数の値に一
致する場合だけ、ルールが ARP パケッ ト に一致するよ うに指定しま
す。sender-IP 引数の有効値は、ド ッ ト付き  10 進表記の IPv4 アド レス
です。

sender-IP 
sender-IP-mask

（任意）パケッ ト の送信元 IP アド レスが一致する可能性のある  IPv4 ア
ド レスおよび IPv4 アド レス  セッ ト のマス ク。sender-IP 引数と  
sender-IP-mask 引数は、ド ッ ト付き  10 進表記で指定する必要があ り ま
す。sender-IP-mask 引数に 255.255.255.255 を指定する と、host キー
ワードを使用した場合と同じ結果にな り ます。

mac ルールの MAC アド レスの部分を指定します。
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deny（ARP）
コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン

（注） ARP アクセス  リ ス ト は、コン ト ロール プレーン  ポ リ シング（CoPP）でのみサポート されます。
deny コマン ドは CoPP ARP ACL では無視されます。

新し く作成した ARP 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
ンス番号がルールに割り当てられます。

パケッ ト に ARP 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。複数の条件が満たされる場合は、
デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

例 次に、copp-arp-acl とい う名前の ARP ACL の ARP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モー
ドを開始し、192.0.32.14/24 サブネッ ト内にある送信者の IP アド レスを含み、それを  copp-arp-acl 
ク ラスに関連づける  ARP 要求メ ッセージを拒否するルールを追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# arp access-list copp-arp-acl
switch(config-arp-acl)# deny ip 192.0.32.14 255.255.255.0 mac any
switch(config-arp-acl)#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を設定します。

permit（ARP） ARP ACL の許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show arp access-lists すべての ARP ACL または 1 つの ARP ACL を表示します。
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deny icmp（IPv4）
条件と一致する  ICMP IPv4 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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 icmp source destination [icmp-message | dscp dscp| log | precedence 
precedence | fragments] 

no deny icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | log | precedence precedence | 
fragments] 

no sequence-number 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。

icmp-message （任意）指定した ICMP メ ッセージ タ イプのパケッ ト のみに一致する
ルールです。この引数には、0 ～ 255 の整数、または「使用上のガイ ド ラ
イン」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。
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deny icmp（IPv4）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合） 
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# deny icmp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# deny icmp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

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

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

ICMP メ ッセージ タイプ

icmp-message 引数には、ICMP メ ッセージ番号を  0 ～ 255 の整数で指定できます。また、次のキー
ワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• administratively-prohibited：管理上禁止

• alternate-address：代替アド レス

• conversion-error：データグラム変換

• dod-host-prohibited：禁止ホス ト

• dod-net-prohibited：禁止ネッ ト

• echo：エコー（ping）

• echo-reply：エコー応答

• general-parameter-problem：パラ メータの問題

• host-isolated：分離ホス ト

• host-precedence-unreachable：プレシデンスが到達不可能なホス ト

• host-redirect：ホス ト  リ ダイレ ク ト

• host-tos-redirect：ToS ホス ト  リ ダイレ ク ト

• host-tos-unreachable：ToS が到達不可能なホス ト

• host-unknown：不明ホス ト

• host-unreachable：到達不可能なホス ト

• information-reply：情報応答

• information-request：情報要求

• mask-reply：マス ク応答
SEC-43
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

D コマンド

deny icmp（IPv4）
• mask-request：マス ク要求

• mobile-redirect：モバイル ホス ト  リ ダイレ ク ト

• net-redirect：ネッ ト ワーク  リ ダイレ ク ト

• net-tos-redirect：ToS ネッ ト  リ ダイレ ク ト

• net-tos-unreachable：ToS が到達不可能なネッ ト ワーク

• net-unreachable：到達不可能なネッ ト

• network-unknown：不明ネッ ト ワーク

• no-room-for-option：パラ メータが必要であるが空きスペースがない

• option-missing：パラ メータが必要であるが存在しない

• packet-too-big：フ ラグ メ ン ト化と  DF セッ ト が必要

• parameter-problem：すべてのパラ メータの問題

• port-unreachable：到達不可能なポート

• precedence-unreachable：プレシデンス  カッ ト オフ

• protocol-unreachable：到達不可能なプロ ト コル

• reassembly-timeout：再アセンブ リ  タ イムアウ ト

• redirect：すべての リ ダイレク ト

• router-advertisement：ルータ  ディ スカバ リ  アドバタ イズ メ ン ト

• router-solicitation：ルータ  ディ スカバ リ要求

• source-quench：送信元クエンチ

• source-route-failed：送信元ルート失敗

• time-exceeded：すべての time-exceeded メ ッセージ

• timestamp-reply：タ イムスタンプ応答

• timestamp-request：タ イムスタンプ要求

• traceroute：Traceroute

• ttl-exceeded：TTL 超過

• unreachable：すべての到達不能

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 
ICMP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールと、他のすべての IPv4 ト ラフ ィ ッ クを許可する 終ルー
ルを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# deny icmp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# deny icmp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit ip any any 
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関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL に リ マークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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deny igmp（IPv4）
条件と一致する  IGMP IPv4 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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 igmp source destination [igmp-message | dscp dscp | precedence 
precedence | fragments | log] 

no deny igmp source destination [igmp-message | dscp dscp | precedence precedence | fragments 
| log]

no sequence-number 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。

igmp-message （任意）指定した IGMP メ ッセージ タ イプのパケッ ト のみに一致する
ルールです。igmp-message 引数には、IGMP メ ッセージ番号を  0 ～ 15 
の整数で指定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ
と もできます。

• 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（DVMRP）

• 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
SEC-46
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

D コマンド

deny igmp（IPv4）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。
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D コマンド

deny igmp（IPv4）
コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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D コマンド

deny igmp（IPv4）
• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# deny igmp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# deny igmp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# deny igmp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

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 
IGMP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールと、他のすべての IPv4 ト ラフ ィ ッ クを許可する 終ルー
ルを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# deny igmp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# deny igmp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit ip any any 

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL に リ マークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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deny ip（IPv4）
deny ip（IPv4）
条件と一致する  IPv4 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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 ip source destination [dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence] 

no deny ip source destination [dscp dscp | fragments | log | precedence precedence] 

no sequence-number 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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deny ip（IPv4）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。
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deny ip（IPv4）
コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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deny ip（IPv4）
• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# deny ip 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# deny ip 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# deny ip host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

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 IPv4 
ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を
示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# deny ip 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# deny ip 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL に リ マークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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deny tcp（IPv4）
deny tcp（IPv4）
条件と一致する  TCP IPv4 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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。

一般的な構文

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

no deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | established | flags | fragments | log | precedence 
precedence]

no sequence-number 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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deny tcp（IPv4）
operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみに一致するルール
です。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「TCP ポート名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

• eq：パケッ ト内のポート が port 引数と等しい場合にだけ一致し
ます。

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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deny tcp（IPv4）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

established （任意）確立された TCP 接続に属するパケッ ト のみにルールが一致す
るよ う指定します。スイ ッチは、ACK ビッ ト または RST ビッ ト が設定
されている  TCP パケッ ト を、確立済みの接続に属している ものと見な
します。
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

flags （任意）特定の TCP コン ト ロール ビッ ト  フラグ  セッ ト を持つパケッ ト
のみに一致するルールです。flags 引数の値は、次の 1 つまたは複数の
キーワードにする必要があ り ます。

• ack 

• fin 

• psh 

• rst 

• syn 

• urg 

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）
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コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# deny tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# deny tcp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# deny tcp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

TCP ポート名

tcp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で TCP ポート番号を指定
できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• bgp：ボーダー ゲー ト ウェイ  プロ ト コル（179）

• chargen：文字ジェネレータ（19）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• cmd： リ モー ト  コマン ド（rcmd、514）

• daytime：Daytime（13）

• discard：廃棄（9）

• domain：ド メ イン  ネーム  サービス（53）

• drip：ダイナ ミ ッ ク  ルーティ ング情報プロ ト コル（3949）

• echo：エコー（7）

• exec：EXEC（rsh、512）

• finger：フ ィ ンガー（79）

• ftp：FTP（21）

• ftp-data：FTP データ接続（2）

• gopher：Gopher（7）

• hostname：NIC ホス ト名サーバ（11）

• ident：Ident プロ ト コル（113）

• irc：インターネッ ト  リ レー チャ ッ ト （194）

• klogin：Kerberos ログイン（543）

• kshell：Kerberos シェル（544）

• login：ログイン（rlogin、513）

• lpd：プ リ ンタ  サービス（515）

• nntp：Network News Transport Protocol（119）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• pop2：Post Office Protocol v2（19）

• pop3：Post Office Protocol v3（11）

• smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

• sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• telnet：Telnet（23）

• time：Time（37）

• uucp：Unix-to-Unix Copy Program（54）

• whois：WHOIS/NICNAME（43）

• www：World Wide Web（HTTP、8）

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 
ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールと、他のすべての IPv4 ト ラフ ィ ッ クを許可する 終ルールを使
用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# deny tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# deny tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit ip any any 
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関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL に リ マークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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deny udp（IPv4）
条件と一致する  UDP IPv4 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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。

一般的な構文

[sequence-number] deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence] 

no deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence precedence 

no sequence-number 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみに一致するルール
です。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート か UDP ポート の番号です。有効な
番号の範囲は、0 から  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「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を
参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

• eq：パケッ ト内のポート が port 引数と等しい場合にだけ一致し
ます。

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。
SEC-63
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

D コマンド

deny udp（IPv4）
コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# deny udp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

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

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# deny udp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

UDP ポート名

udp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で UDP ポート番号を指
定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• biff：Biff（ メール通知、comsat、512）

• bootpc：ブー ト ス ト ラ ップ プロ ト コル（BOOTP）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 および Key Management Protocol（5）

• mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

• nameserver：IEN116 ネーム  サービス（廃止、42）

• netbios-dgm：NetBIOS データグラム  サービス（138）

• netbios-ns：NetBIOS ネーム  サービス（137）
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• netbios-ss：NetBIOS セッシ ョ ン  サービス（139）

• non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

• ntp：ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（123）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• rip：ルーテ ィ ング情報プロ ト コル（ルータ、in.routed、52）

• 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（111）

• syslog：システム  ロガー（514）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

• time：Time（37）

• who：Who サービス（rwho、513）

• xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）

例 次に、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 UDP 
ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールと、他のすべての IPv4 ト ラフ ィ ッ クを許可する 終ルールを使
用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# deny udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# deny udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit ip any any 

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

remark IPv4 ACL に リ マークを設定します。

show ip access-list すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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deny icmp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを拒否する  ICMP IPv6 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 icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | 
flow-label flow-label-value | fragments]

no deny icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。

icmp-message （任意）ルールに一致する  ICMPv6 メ ッセージ 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「ICMPv6 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。
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コマンド  デフォルト なし

dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# deny icmp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny icmp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

ICMPv6 メ ッセージ タイプ

icmp-message 引数には、ICMPv6 メ ッセージ番号を  0 ～ 255 の整数で指定できます。また、次の
キーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• beyond-scope：スコープ外の宛先

• destination-unreachable：宛先アド レスが到達不能

• echo-reply：エコー応答

• echo-request：エコー要求（ping）

• header：パラ メータ  ヘッダーの問題

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• hop-limit：配送中のホップ数の限界の超過

• mld-query：Multicast Listener Discovery クエ リー

• mld-reduction：Multicast Listener Discovery リ ダクシ ョ ン

• mld-report：Multicast Listener Discovery レポート

• nd-na：ネイバー ディ スカバ リのネイバー アドバタ イズ メ ン ト

• nd-ns：ネイバー ディ スカバリのネイバー要求

• next-header：パラ メータ  ネクス ト  ヘッダーの問題

• no-admin：管理上禁止された宛先

• no-route：宛先へのルート がない

• packet-too-big：パケッ ト  サイズ超過

• parameter-option：パラ メータ  オプシ ョ ンの問題

• parameter-problem：すべてのパラ メータの問題

• port-unreachable：到達不可能なポート

• reassembly-timeout：再アセンブ リ  タ イムアウ ト

• redirect：ネイバー リ ダイレ ク ト

• renum-command：ルータの再番号付けコマン ド

• renum-result：ルータの再番号付けの結果

• renum-seq-number：ルータの再番号付けのシーケンス番号リ セッ ト

• router-advertisement：ネイバー ディ スカバ リのルータ  アドバタ イズ メ ン ト

• router-renumbering：すべてのルータの再番号付け

• router-solicitation：ネイバー ディ スカバ リのルータ要求

• time-exceeded：すべての時間超過メ ッセージ

• unreachable：すべて到達不能

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての ICMP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う
名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# deny icmp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny icmp2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

time-range 時間の範囲を設定します。
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deny ipv6（IPv6）
条件と一致する  IPv6 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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 ipv6 source destination [dscp dscp | fragments]

no deny ipv6 source destination [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# deny ipv6 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny ipv6 host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての IPv6 ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# deny ipv6 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny ipv6 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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D コマンド

deny ipv6（IPv6）
関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

time-range 時間の範囲を設定します。
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deny sctp（IPv6）
deny sctp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを拒否する  SCTP IPv6 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 sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments]

no deny sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments | log ]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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deny sctp（IPv6）
operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート か UDP ポート の番号です。有効な
番号の範囲は、0 から  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「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を
参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

• eq：パケッ ト内のポート が port 引数と等しい場合にだけ一致し
ます。

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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deny sctp（IPv6）
コマンド  デフォルト なし

dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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deny sctp（IPv6）
コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# deny sctp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny sctp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての SCTP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う
名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# deny sctp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny sctp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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deny sctp（IPv6）
関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

time-range 時間の範囲を設定します。
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deny tcp（IPv6）
deny tcp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを拒否する  TCP IPv6 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。

一般的な構文

[sequence-number] deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments | flags | established]

no deny tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments | flags | 
established]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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deny tcp（IPv6）
operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「TCP ポート名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

• eq：パケッ ト内のポート が port 引数と等しい場合にだけ一致し
ます。

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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deny tcp（IPv6）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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deny tcp（IPv6）
コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# deny tcp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

flags （任意）特定の TCP コン ト ロール ビッ ト  フラグ  セッ ト を持つパケッ ト
のみにルールは一致します。flags 引数の値は、次の 1 つまたは複数の
キーワードにする必要があ り ます。

• ack

• fin

• psh

• rst

• syn

• urg

established （任意）確立された TCP 接続に属するパケッ ト のみにルールが一致す
るよ う指定します。デバイスは、ACK ビッ ト または RST ビッ ト が設定
されている  TCP パケッ ト を、確立済みの接続に属している ものと見な
します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny tcp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

TCP ポート名

tcp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で TCP ポート番号を指定
できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• bgp：ボーダー ゲー ト ウェイ  プロ ト コル（179）

• chargen：文字ジェネレータ（19）

• cmd： リ モー ト  コマン ド（rcmd、514）

• daytime：Daytime（13）

• discard：廃棄（9）

• domain：ド メ イン  ネーム  サービス（53）

• drip：ダイナ ミ ッ ク  ルーティ ング情報プロ ト コル（3949）

• echo：エコー（7）

• exec：EXEC（rsh、512）

• finger：フ ィ ンガー（79）

• ftp：FTP（21）

• ftp-data：FTP データ接続（2）

• gopher：Gopher（7）

• hostname：NIC ホス ト名サーバ（11）

• ident：Ident プロ ト コル（113）

• irc：インターネッ ト  リ レー チャ ッ ト （194）

• klogin：Kerberos ログイン（543）

• kshell：Kerberos シェル（544）

• login：ログイン（rlogin、513）

• lpd：プ リ ンタ  サービス（515）

• nntp：Network News Transport Protocol（119）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• pop2：Post Office Protocol v2（19）

• pop3：Post Office Protocol v3（11）

• smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

• sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

• tacacs：TAC Access Control System（49）
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• talk：Talk（517）

• telnet：Telnet（23）

• time：Time（37）

• uucp：Unix-to-Unix Copy Program（54）

• whois：WHOIS/NICNAME（43）

• www：World Wide Web（HTTP、8）

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての TCP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# deny tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

time-range 時間の範囲を設定します。
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deny udp（IPv6）
条件と一致する  UDP IPv6 ト ラフ ィ ッ クを拒否するアクセス  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。条件に一致する ト ラフ ィ ッ クを拒否する  IPv6 ACL ルールを作成するには、deny コ
マン ドを使用します。ルールを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

一般的な構文

[sequence-number] deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments]

no deny udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または UDP ポー ト の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「UDP ポー ト名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

• eq：パケッ ト内のポート が port 引数と等しい場合にだけ一致し
ます。

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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コマンド  デフォルト なし

dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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deny udp（IPv6）
コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# deny udp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# deny udp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

UDP ポート名

udp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で UDP ポート番号を指
定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• biff：Biff（ メール通知、comsat、512）

• bootpc：ブー ト ス ト ラ ップ プロ ト コル（BOOTP）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）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• domain：ド メ イン  ネーム  サービス（DNS、53）

• echo：エコー（7）

• isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（5）

• mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

• nameserver：IEN116 ネーム  サービス（廃止、42）

• netbios-dgm：NetBIOS データグラム  サービス（138）

• netbios-ns：NetBIOS ネーム  サービス（137）

• netbios-ss：NetBIOS セッシ ョ ン  サービス（139）

• non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

• ntp：ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（123）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• rip：ルーテ ィ ング情報プロ ト コル（ルータ、in.routed、52）

• 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（111）

• syslog：システム  ロガー（514）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

• time：Time（37）

• who：Who サービス（rwho、513）

• xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての UDP ト ラフ ィ ッ クを拒否するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# deny udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64
switch(config-ipv6-acl)# deny udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

time-range 時間の範囲を設定します。
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deny（MAC）
条件に一致する ト ラフ ィ ッ クを拒否する メディア  アクセス制御（MAC）アクセス  コン ト ロール 
リ ス ト （ACL）を作成するには、deny コマン ドを使用します。ルールを削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

[sequence-number] deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan vlan-id] 

no deny source destination [protocol] [cos cos-value] [vlan vlan-id] 

no sequence-number 

構文の説明

コマンド  デフォルト 新し く作成された MAC ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード MAC ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  deny コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 MAC アド レスです。この引数の指定方法の
詳細については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を
参照して ください。

destination ルールに一致する宛先 MAC アド レスです。この引数の指定方法の詳
細については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

protocol （任意）ルールに一致するプロ ト コル番号です。有効なプロ ト コル番号
の範囲は 0x0 から  0xffff です。有効なプロ ト コル名の リ ス トは、「使用
上のガイ ド ラ イン」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 だけにルールが一致するよ うに
指定します。cos-value 引数は、0 から  7 までの整数とな り ます。

vlan vlan-id （任意）指定された VLAN ID が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパ
ケッ ト だけに一致するよ うに、ルールを指定します。vlan-id 引数は、1 
から  4094 までの整数とな り ます。
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deny（MAC）
コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン スイ ッチが MAC ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を
評価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が
満たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数は 2 つの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数
の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設
定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レス とマス ク：MAC アド レスの後にマスクを使用して、1 つのアド レスまたはアド レス
のグループを指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

MAC-address MAC-mask 

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

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

次に、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。

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

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の MAC アド レスであ
る こ と を指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参
照して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する
方法が示されています。

MAC プロ ト コル

protocol 引数は、MAC プロ ト コル番号またはキーワードを指定します。プロ ト コル番号は、先頭
に 0x が付く  4 バイ ト の 16 進数です。有効なプロ ト コル番号の範囲は 0x0 から  0xffff です。有効
なキーワードは、次のとおりです。

• aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

• appletalk：Appletalk（0x809b）

• decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

• diagnostic：DEC Diagnostic Protocol（0x6005）

• etype-6000：EtherType 0x6000（0x6000）

• etype-8042：EtherType 0x8042（0x8042）

• ip：Internet Protocol v4（0x0800）

• lat：DEC LAT（0x6004）

• lavc-sca：DEC LAVC、SCA（0x6007）

• mop-console：DEC MOP リ モー ト  コンソール（0x6002）

• mop-dump：DEC MOP ダンプ（0x6001）

• vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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deny（MAC）
例 次に、mac-ip-filter とい う名前で、2 つの MAC アド レスのグループ間ですべての非 IPv4 ト ラ
フ ィ ッ クを許可する  MAC ACL を設定する例を示します。

switch(config)# mac access-list mac-ip-filter 
switch(config-mac-acl)# deny 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff 
ip 
switch(config-mac-acl)# permit any any 

関連コマンド コマンド 説明

mac access-list MAC ACL を設定します。

permit（MAC） MAC ACL に拒否ルールを設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show mac access-list すべての MAC ACL または 1 つの MAC ACL を表示します。
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description（ユーザ ロール）
description（ユーザ ロール）
ユーザ ロールの説明を設定するには、description コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻
すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

description text 

no description 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン ユーザ ロールを説明するテキス ト に、ブランクのスペースを含める こ とができます。

例 次に、ユーザ ロールの説明を設定する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# description User role for my user account. 

次に、ユーザ ロールから説明を削除する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# no description 

関連コマンド

text ユーザ ロールを説明するテキス ト  ス ト リ ング。 大 128 の英数字まで
指定可能です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show role ユーザ ロール設定に関する情報を表示します。
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この章では、E で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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enable
enable
ユーザがシークレ ッ ト  パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できるよ う
にするには、enable コマン ドを使用します。

enable level

構文の説明

コマンド  デフォルト 権限レベル 15

コマンド  モード EXEC コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

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 privilege コマン ドを使用して、TACACS+ サーバでのコマ
ン ド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があ り ます。

例 次に、ユーザがシークレ ッ ト  パスワードの入力を求められた後に、高い権限レベルに移行できる
よ うにする例を示します。

switch# enable 15
switch# 

関連コマンド

level ユーザがログインする必要がある特権レベル。選択可能な唯一のレベ
ルは 15 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

enable secret 特定の権限レベルのシークレ ッ ト  パスワードをイネーブルにします。

feature privilege TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロールの累積権限をイ
ネーブルにします。

show privilege 現在の特権レベル、ユーザ名、および累積権限サポー ト のステータスを
表示します。

username ユーザが認可に権限レベルを使用できるよ うにします。
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enable secret
enable secret
特定の権限レベルのシークレ ッ ト  パスワードをイネーブルにするには、enable secret コマン ド
を使用します。パスワ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。

enable secret [0 | 5] password [all | priv-lvl priv-lvl]

no enable secret [0 | 5] password [all | priv-lvl priv-lvl]

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  モード

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 privilege コマン ドを使用して、TACACS+ サーバでのコマ
ン ド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があ り ます。

例 次に、特定の権限レベルのシークレ ッ ト  パスワードをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature privilege
switch(config)# enable secret 5 def456 priv-lvl 15
switch(config)# username user2 priv-lvl 15
switch(config)#

関連コマンド

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。

5 （任意）パスワードが暗号化形式である こ と指定します。

password ユーザ権限エスカレーシ ョ ン用のパスワード。 大で 64 文字の英数字を使
用でき、大文字と小文字が区別されます。

all （任意）すべての権限レベルのシークレ ッ ト を追加または削除します。

priv-lvl priv-lvl （任意）シークレ ッ ト が属する権限レベル。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

enable ユーザがシークレ ッ ト  パスワードの入力を求められた後に、高い権限
レベルに移行できるよ うにします。

feature privilege TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロールの累積権限をイ
ネーブルにします。
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enable secret
show privilege 現在の特権レベル、ユーザ名、および累積権限サポー ト のステータスを
表示します。

username ユーザが認可に権限レベルを使用できるよ うにします。

コマンド 説明
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この章では、F で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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feature（ユーザ ロール機能グループ）
feature（ユーザ ロール機能グループ）
ユーザ ロール機能グループの機能を設定するには、feature コマン ドを使用します。ユーザ ロー
ル機能グループの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。

feature feature-name 

no feature feature-name 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール機能グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン このコマン ドで使用する有効な機能名の一覧を表示するには、show role feature コマン ドを使用
します。

例 次に、ユーザ ロール機能グループに機能を追加する例を示します。 

switch(config)# role feature-group name SecGroup 
switch(config-role-featuregrp)# feature aaa 
switch(config-role-featuregrp)# feature radius 
switch(config-role-featuregrp)# feature tacacs 

次に、ユーザ ロール機能グループから機能を削除する例を示します。 

switch(config)# role feature-group name MyGroup 
switch(config-role-featuregrp)# no feature callhome 

関連コマンド

feature-name show role feature コマン ドの出力に表示されるスイ ッチ機能名。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

role feature-group 
name

ユーザ ロール機能グループを作成または設定します。

show role 
feature-group

ユーザ ロール機能グループを表示します。
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feature dhcp
feature dhcp
デバイスのダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル（DHCP）スヌーピング機能
をイネーブルにするには、feature dhcp コマン ドを使用します。DHCP スヌーピング機能を無効
にし、DHCP スヌーピングに関連するすべて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。

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。

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  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン DHCP スヌーピング機能は、デフォル ト ではディセーブルです。DHCP スヌーピングは、VLAN で
イネーブルまたはディセーブルにできます。

DHCP スヌーピング機能をイネーブルにしないと、DHCP スヌーピングの関連コマン ドを使用で
きません。

ダイナ ミ ッ ク  APR インスペクシ ョ ンおよび IP ソース  ガードは、DHCP スヌーピング機能に依存
します。

DHCP スヌーピング機能をディセーブルにする と、次の機能を含む、DHCP スヌーピング設定に
関連するデバイス上のすべての設定が廃棄されます。

• DHCP スヌーピング

• DHCP リ レー

• ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン（DAI）

• IP ソース  ガード

DHCP スヌーピング設定を保持したまま、DHCP スヌーピング機能をオフにしたい場合には、
no ip dhcp snooping コマン ドを使用して、DHCP スヌーピングをグローバルにディセーブルに
します。

DHCP スヌーピング機能がイネーブルのと きには、アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）の統計
情報はサポート されません。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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feature dhcp
例 次の例では、DHCP スヌーピングをイネーブルにする方法を示します。

switch(config)# feature dhcp 
switch(config)# 

次の例では、DHCP スヌーピングをディセーブルにする方法を示します。

switch(config)# no feature dhcp 
switch(config)# 

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。

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 running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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feature http-server
feature http-server
スイ ッチで HTTP または Hypertext Transfer Protocol Secure（HTTPS）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 または HTTPS 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。

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  モード

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチ上で HTTP サーバをイネーブルにし、HTTP サーバのステータスを確認する例を
示します。

switch(config)# feature http-server 
switch(config)# exit 
switch# show feature 
Feature Name          Instance  State
--------------------  --------  --------
assoc_mgr             1         enabled
cimserver             1         disabled
dhcp-snooping         1         disabled
fabric-binding        1         disabled
fc-port-security      1         disabled
fcoe                  1         enabled
fcsp                  1         disabled
fex                   1         enabled
fport-channel-trunk   1         disabled
http-server           1         enabled
interface-vlan        1         enabled
lacp                  1         enabled
ldap                  1         disabled
lldp                  1         enabled
niv                   1         disabled
npiv                  1         disabled
npv                   1         disabled
otv                   1         disabled
port_track            1         disabled
private-vlan          1         enabled
privilege             1         enabled
sshServer             1         enabled
tacacs                1         enabled

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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feature http-server
telnetServer          1         enabled
udld                  1         enabled
vpc                   1         enabled
vtp                   1         enabled
switch# show http-server 
http-server enabled
switch# 

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 feature スイ ッチでイネーブルまたはディセーブルである機能を表示します。

show http-server HTTP または HTTPS サーバの設定を表示します。
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feature port-security
feature port-security
レイヤ 2 インターフェイスでポート  セキュ リ テ ィ をイネーブルにするには、feature port-security 
コマン ドを使用します。ポー ト  セキュ リ テ ィ 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-security

no feature 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。

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  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン ポート にアクセスできるスイ ッチの MAC アド レスを制限および識別する こ とによってポート
を保護するには、ポー ト  セキュ リ テ ィ機能を使用します。

次の状態が発生した時にだけ、仮想ポート  チャネル（vPC）ポー ト でポート  セキュ リ テ ィ をイ
ネーブルにする こ とができます。

• ポート  セキュ リ テ ィが両方の vPC ピアでイネーブルになっている。

• ポート  セキュ リ テ ィが、両方の vPC ピアの vPC ポート でイネーブルになっている。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、スイ ッチ上でポート  セキュ リ テ ィ をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature port-security
switch(config)#

次に、スイ ッチ上でポート  セキュ リ テ ィ をディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no feature port-security
switch(config)#

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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feature port-security
関連コマンド コマンド 説明

show feature スイ ッチ上でイネーブルまたはディセーブルになっている機能を表
示します。

show port-security ポート  セキュ リ テ ィのコンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。

switchport 
port-security

ポート  セキュ リ テ ィ を確立するよ うにスイ ッチポー ト  パラ メータを
設定します。
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feature privilege
RADIUS サーバと  TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロールの累積権限をイネーブル
にするには、feature privilege コマン ドを使用します。ロールの累積権限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 privilege

no feature privilege

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン feature privilege コマン ドをイネーブルにする と、権限ロールは低いレベルの権限ロールの権限
を継承します。

例 次に、ロールの累積権限をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# feature privilege 
switch(config)# 

次に、ロールの累積権限をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no feature privilege 
switch(config)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

enable 上位の特権レベルへのユーザの昇格をイネーブルにします。

enable secret priv-lvl 特定の権限レベルのシークレ ッ ト  パスワードをイネーブルにします。

show feature スイ ッチでイネーブルまたはディセーブルである機能を表示します。

show privilege 現在の特権レベル、ユーザ名、および累積権限サポー ト のステータスを
表示します。

username ユーザが認可に権限レベルを使用できるよ うにします。
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feature tacacs+
TACACS+ をイネーブルにするには、feature tacacs+ 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。

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。

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  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

（注） TACACS+ をディセーブルにする と、Cisco NX-OS ソフ ト ウェアが TACACS+ コンフ ィギュレー
シ ョ ンを削除します。

例 次に、TACACS+ をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# feature tacacs+

次に、TACACS+ をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no feature tacacs+

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show feature TACACS+ がスイ ッチでイネーブルになっているかど うかを表示し
ます。

show tacacs+ TACACS+ 情報を表示します。
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この章では、H で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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hardware access-list lou resource threshold
論理演算ユニッ ト （LOU）のし きい値を設定するには、hardware access-list lou resource threshold 
コマン ドを使用します。しきい値を削除し、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。

hardware access-list lou resource threshold value

no hardware access-list lou resource threshold value

構文の説明

コマンド  デフォルト 5 のしきい値。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイ ド ライン なし。

例 次に、LOU の 大しきい値と して 15 を設定する例を示します。

switch# configuration terminal
switch(config)# hardware access-list lou resource threshold 15

value し きい値。有効な値は、1 ～ 32 です。デフォル トは 5 分です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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この章では、I で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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interface policy deny
ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始するには、
interface policy deny コマン ドを使用します。ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シーをデ
フォル ト に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

interface policy deny

no interface 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。

コマンド  デフォルト すべてのインターフェイス

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始する例
を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# interface policy deny 
switch(config-role-interface)# 

次に、ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シーをデフォル ト に戻す例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# no interface policy deny 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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ip access-class
仮想端末回線（VTY）の着信または発信ト ラフ ィ ッ クを制限するために IPv4 アクセス  ク ラスを
作成または設定するには、ip access-class コマン ドを使用します。アクセス  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。

ip access-class access-list-name {in | out}

no ip access-class access-list-name {in | out}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ラ イン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次の例では、着信パケッ ト を制限するために VTY 回線の IP アクセス  ク ラスを設定する例を示
します。

switch# configure terminal 
switch(config)# line vty 
switch(config-line)# ip access-class VTY_ACCESS in 
switch(config-line)# 

次の例では、着信パケッ ト を制限する  IP アクセス  ク ラスを削除する例を示します。

switch(config)# line vty 
switch(config-line)# no ip access-class VTY_ACCESS in 
switch(config-line)# 

関連コマンド

access-list-name IPv4 ACL ク ラスの名前。名前は、 大 64 文字まで指定できます。名前
には、文字、数字、ハイフン、および下線を使用できます。名前にはス
ペースまたは引用符を含める こ とはできません。

in 着信接続が特定の Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチとアクセス  リ ス ト
のアド レス間で制限されている こ と を指定します。

out 発信接続が特定の Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチとアクセス  リ ス ト
のアド レス間で制限されている こ と を指定します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

access-list VTY のアクセス  ク ラスを設定します。

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  ファ イルにコピーします。

show line 特定の端末ラ インのアクセス  リ ス ト を表示します。 
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ip access-class
show running-config 
aclmgr

ACL の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。

show startup-config 
aclmgr

ACL 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。

ssh IPv4 を使用して SSH セッシ ョ ンを開始します。

telnet IPv4 を使用して Telnet セッシ ョ ンを開始します。

コマンド 説明
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ip access-group
ルータの ACL と してレイヤ 3 インターフェイスに IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を
適用するには、ip access-group コマン ドを使用します。IPv4 ACL をインターフェイスから削除す
るには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip access-group access-list-name in 

no ip access-group access-list-name in 

構文の説明

コマンド  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
サブインターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、IPv4 ACL はレイヤ 3 ルーテッ ド  インターフェイスには適用されません。

ip access-group コマン ドを使用する こ とによ り、次のインターフェイス  タ イプに対して、IPv4 
ACL をルータ  ACL と して適用できます。

• VLAN インターフェイス

• レイヤ 3 イーサネッ ト  インターフェイス

• レイヤ 3 イーサネッ ト  サブインターフェイス

• レイヤ 3 イーサネッ ト  ポート  チャネル インターフェイスおよびサブインターフェイス

• ループバッ ク  インターフェイス

• 管理インターフェイス

また、ip access-group コマン ドを使用する こ とによ り、次のインターフェイス  タ イプに対して、
IPv4 ACL をルータ  ACL と して適用できます。

• レイヤ 2 イーサネッ ト  インターフェイス

• レイヤ 2 イーサネッ ト  ポート  チャネル インターフェイス

ただし、ip access-group コマン ドを使用してレイヤ 2 に適用した ACL は、ポー ト  モードをルー
テッ ド（レイヤ 3）モードに変更しない限り、アクテ ィブにな り ません。

インターフェイスから削除されていない ACL をデバイスから削除する と、削除された  ACL はそ
のインターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クに影響しな くな り ます。

ルータ  ACL は入力ト ラフ ィ ッ クのみに適用できます。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

access-list-
name

IPv4 ACL の名前。 大 64 文字で、大文字と小文字を区別した英数字
で指定します。

in ACL が着信ト ラフ ィ ッ クに適用されるよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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ip access-group
例 次に、レイヤ 3 イーサネッ ト  インターフェイス  1/2 に対して、ip-acl-01 とい う  IPv4 ACL を適用
する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip access-group ip-acl-01 in

次に、イーサネッ ト  インターフェイス  2/1 から、ip-acl-01 とい う  IPv4 ACL を削除する例を示し
ます。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# no switchport
switch(config-if)# ip access-group ip-acl-01 in
switch(config-if)# no ip access-group ip-acl-01 in

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL を表示します。

show ip access-lists 特定の IPv4 ACL またはすべての IPv4 ACL を表示します。

show running-config 
interface

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実行コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。 
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ip access-list
IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を作成するか、特定の ACL の IP アクセス  リ ス ト  コン
フ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始するには、ip access-list コマン ドを使用します。IPv4 ACL 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 access-list-name 

no ip access-list access-list-name 

構文の説明

コマンド  デフォルト IPv4 ACL はデフォル ト では定義されていません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン IPv4 ACL を使用して IPv4 ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行います。

ip access-list コマン ドを使用する と、スイ ッチは IP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始します。そこで IPv4 deny コマン ドおよび permit コマン ドを使用して ACL のルー
ルを設定できます。指定された ACL が存在しない場合は、このコマン ドを入力したと きにス
イ ッチが ACL を作成します。

ACL をインターフェイスに適用するには、ip access-group コマン ドを使用します。

どの IPv4 ACL にも、 後のルールと して次の暗黙のルールがあ り ます。

deny ip any any 

この暗黙のルールによって、どの条件にも一致しない IP ト ラフ ィ ッ クは拒否されます。

IPv4 ACL には、ネイバー ディ スカバ リ  プロセスを可能にする追加の暗黙のルールはあ り ませ
ん。IPv6 ネイバー ディ スカバ リ  プロセスに相当する  IPv4 のプロセスであるアド レス解決プロ ト
コル（ARP）は、個別のデータ  リ ンク  レイヤ プロ ト コルを使用します。デフォル ト では、IPv4 ACL 
はインターフェイス上での ARP パケッ ト の送受信を暗黙的に許可します。

例 次に、ip-acl-01 とい う名前の IPv4 ACL の IP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを
開始する例を示します。

switch(config)# ip access-list ip-acl-01 
switch(config-acl)#

access-list-name IPv4 ACL の名前で、 大 64 の英数字です。名前にはスペースまたは引
用符を含める こ とはできません。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
SEC-117
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

I コマンド
ip access-list
関連コマンド コマンド 説明

access-list VTY 回線に IPv4 ACL を適用します。

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-group インターフェイスに IPv4 ACL を適用します。

permit（IPv4） IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
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ip arp event-history errors
イベン ト履歴バッファにアド レス解決プロ ト コル（ARP）のデバッグ  イベン ト をログに記録する
には、ip arp event-history errors コマン ドを使用します。

ip arp event-history errors size {disabled | large | medium | small}

no ip arp event-history errors size {disabled | large | medium | small}

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト では、イベン ト履歴バッファは小にな り 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  モード

コマンド履歴

例 次に、サイズが「中」の ARP イベン ト履歴バッファを設定する例を示します。

switch(config)# ip arp event-history errors size medium 
switch(config)#

次に、ARP イベン ト履歴バッファをデフォル ト に設定する例を示します。

switch(config)# no ip arp event-history errors size medium 
switch(config)#

関連コマンド

size イベン ト履歴バッファ  サイズを設定するよ うに指定します。

disabled イベン ト履歴バッファ  サイズをディセーブルに指定します。

large イベン ト履歴バッファ  サイズが大である こ と を指定します。

medium イベン ト履歴バッファ  サイズが中である こ と を指定します。

small イベン ト履歴バッファ  サイズが小である こ と を指定します。これがデ
フォル ト のバッファ  サイズです。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show running-config 
arp all

デフォル ト設定を含む ARP 設定を表示します。
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ip arp inspection log-buffer
ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン（DAI）ロギング  バッファ  サイズを設定するには、ip arp 
inspection log-buffer コマン ドを使用します。DAI ロギング  バッファをデフォル ト のサイズに戻
すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip arp inspection log-buffer entries number

no ip arp inspection log-buffer entries number

構文の説明

コマンド  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  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドを使用する前に、feature dhcp コマン ドを使用して、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）スヌーピングをイネーブルにして ください。

DAI ロギング  バッファのデフォル ト のサイズは、32 メ ッセージです。

例 次に、DAI ロギング  バッファのサイズを設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip arp inspection log-buffer entries 64 
switch(config)# 

関連コマンド

entries number 1 ～ 1024 メ ッセージの範囲で、バッファ  サイズを指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

clear ip arp inspection 
log

DAI ロギング  バッファをク リ アします。

feature dhcp DHCP スヌーピングを有効にします。

show ip arp inspection 
log

DAI のログ設定を表示します。

show running-config 
dhcp

DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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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 arp inspection validate {ip [dst-mac] [src-mac]}

ip arp inspection validate {src-mac [dst-mac] [ip]}

no ip arp inspection validate {dst-mac [ip] [src-mac]}

no ip arp inspection validate {ip [dst-mac] [src-mac]}

no ip arp inspection validate {src-mac [dst-mac] [ip]}

構文の説明

コマンド  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  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドを使用する前に、feature dhcp コマン ドを使用して、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）スヌーピングをイネーブルにして ください。

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。

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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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ip arp inspection validate
送信元 MAC 検証をイネーブルにする と、ARP パケッ トはパケッ ト本体の送信側イーサネッ ト  
アド レスが ARP フレーム  ヘッダーの送信側イーサネッ ト  アド レス と同じである場合にだけ有
効と見なされます。宛先 MAC 検証をイネーブルにする と、ARP 要求フレームはターゲッ ト  イー
サネッ ト  アド レスが ARP フレーム  ヘッダーの宛先イーサネッ ト  アド レス と同じである場合に
だけ有効と見なされます。

例 次に、追加の DAI 検証をイネーブルにする例を示します。

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

次に、追加の DAI 検証をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

feature dhcp DHCP スヌーピングを有効にします。

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

show running-config 
dhcp

DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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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 [logging dhcp-bindings {permit | all | none}]

no ip arp inspection vlan vlan-list [logging dhcp-bindings {permit | all | none}]

構文の説明

コマンド  デフォルト ド ロ ップされたパケッ ト のロギング

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォルト では、デバイスは DAI によって検査され、ド ロ ップされたパケッ ト をロギングします。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

vlan-list DAI をアクテ ィブにする  VLAN。vlan-list 引数は 1 つの VLAN ID、
VLAN ID の範囲、カンマ区切りの ID と範囲を指定できます（「例」を
参照）。有効な VLAN ID は、1 ～ 4096 です。

logging （任意）指定した VLAN の DAI ロギングをイネーブルにします。

• all：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）バインディ ングと一致するすべてのパケッ ト をロギング
します。

• none：DHCP バインディ ング  パケッ ト をロギングしません（この
オプシ ョ ンは、ロギングをディセーブルにする場合に使用します）。

• permit：DHCP バインディ ングで許可されたパケッ ト をロギング
します。

dhcp-bindings DHCP バインディングの一致に基づく ロギングをイネーブルにします。

permit DHCP バインディ ング一致による許可パケッ ト のロギングをイネー
ブルにします。

all すべてのパケッ ト のロギングをイネーブルにします。

none ロギングをディセーブルにします。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
SEC-123
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

I コマンド
ip arp inspection vlan
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。

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

関連コマンド 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 DAI 設定ステータスを表示します。

show ip arp inspection 
vlan

VLAN の指定された リ ス ト の DAI ステータスを表示します。

show running-config 
dhcp

DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。 
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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。

ip arp inspection trust

no 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。

コマンド  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  モード

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 イーサネッ ト  インターフェ
イスだけです。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、レイヤ 2 インターフェイスを信頼できる  ARP インターフェイス と して設定する例を示し
ます。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 2/1 
switch(config-if)# ip arp inspection trust 
switch(config-if)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

show ip arp inspection Dynamic ARP Inspection（DAI）の設定ステータスを表示します。

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 running-config 
dhcp

DAI 設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。 
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ip dhcp packet strict-validation
DHCP スヌーピング機能によるダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル
（DHCP）パケッ ト の厳密な検証をイネーブルにするには、ip dhcp packet strict-validation コマン
ドを使用します。DHCP パケッ ト の厳密な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 packet strict-validation

no ip dhcp packet strict-validation

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 グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン ip dhcp packet strict-validation コマン ドを使用する前に、DHCP スヌーピングをイネーブルにす
る必要があ り ます。 

DHCP パケッ ト の厳密な検証では、DHCP パケッ ト の DHCP オプシ ョ ン  フ ィールドの先頭 4 バ
イ ト の「magic cookie」値を含め、このオプシ ョ ン  フ ィールドが有効であるかをチェ ッ ク します。
DHCP パケッ ト の厳密な検証がイネーブルにされている場合、デバイスは検証に失敗した DHCP 
パケッ ト を ド ロ ップします。 

例 次に、DHCP パケッ ト の厳密な検証をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp packet strict-validation 
switch(config)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

feature dhcp スイ ッチをスヌーピングする  DHCP 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。

show running-config 
dhcp

現在の DHCP 設定を表示します。
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ip dhcp snooping
デバイスでダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル（DHCP）スヌーピングをグ
ローバルにイネーブルにするには、ip dhcp snooping コマン ドを使用します。DHCP スヌーピン
グをグローバル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。

コマンド  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  モード

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 dhcp コマン ドを使用して 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。

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。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp snooping 
switch(config)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

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 
information option

DHCP リ レー エージェン ト を使用しないで転送された DHCP パケッ
ト での option-82 情報の挿入および削除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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping information option
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）パケッ ト の option-82 情報の
挿入および削除をイネーブルにするには、ip dhcp snooping information option コマン ドを使用
します。option-82 情報の挿入および削除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 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。

コマンド  デフォルト デフォル ト では、option-82 情報の挿入および削除は実行されません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

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 dhcp コマン ドを使用して 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。

例 次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

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

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

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。

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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping trust
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）メ ッセージの信頼できる送信
元と してインターフェイスを設定するには、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。

ip dhcp snooping trust

no 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。

コマンド  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  モード

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）。

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 3 イーサネッ ト  インターフェイスおよびサブインターフェイス

• レイヤ 2 イーサネッ ト  インターフェイス

• プラ イベート  VLAN インターフェイス

例 次に、インターフェイスを  DHCP メ ッセージの信頼できる送信元と して設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 2/1 
switch(config-if)# ip dhcp snooping trust 
switch(config-if)# 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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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。

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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip dhcp snooping verify mac-address
MAC アド レス検証のダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル（DHCP）スヌー
ピング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。
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。

コマンド  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  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、DHCP スヌーピングでの MAC アド レス検証はディセーブルです。

このコマン ドを使用するには、feature dhcp コマン ドを使用して 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。

信頼できないインターフェイスからパケッ ト を受信し、この送信元 MAC アド レス と  DHCP ク ラ
イアン ト  ハード ウェア  アド レスが一致しない場合、アド レス検証によってデバイスはパケッ ト
を ド ロ ップします。

例 次の例では、DHCP スヌーピングを  MAC アド レス検証でイネーブルにする方法を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp snooping verify mac-address 
switch(config)# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

feature dhcp スイ ッチをスヌーピングする  DHCP をイネーブルにします。

show running-config 
dhcp

DHCP スヌーピングの設定を表示します。 
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ip dhcp snooping vlan
1 つ以上の VLAN でダイナミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル（DHCP）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

コマンド  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  モード

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 dhcp コマン ドを使用して 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。

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。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip dhcp snooping vlan 100,200,250-252 
switch(config)# 

関連コマンド

vlan-list DHCP スヌーピングをイネーブルにする  VLAN 範囲。vlan-list 引数は 1 つ
の VLAN ID、VLAN ID の範囲、カンマ区切りの ID と範囲を指定できます。
有効な VLAN ID は 1 ～ 4094 です。内部用に予約されている  VLAN は除き
ます。

ハイフン（-）を使用して、VLAN ID の範囲の開始 ID と終了 ID を区別します
（たとえば、70-100）。

カンマ（,）を使用して、各 VLAN ID および VLAN ID の範囲を区別します
（たとえば、20,70-100,142）。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

feature dhcp スイ ッチをスヌーピングする  DHCP 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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含めて、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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ip port access-group
IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）をポー ト  ACL と してインターフェイスに適用するに
は、ip port access-group コマン ドを使用します。IPv4 ACL をインターフェイスから削除するに
は、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip port access-group access-list-name in

no ip port access-group access-list-name in

構文の説明

コマンド  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
仮想イーサネッ ト  インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、インターフェイスには IPv4 ACL は適用されません。

ip port access-group コマン ドを使用して、IPv4 ACL をポート  ACL と して次のインターフェイス  
タ イプに適用できます。

• レイヤ 2 イーサネッ ト  インターフェイス

• レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス

• 仮想イーサネッ ト  インターフェイス

IPv4 ACL を  VLAN ACL と して適用する こ と もできます。詳細については、match コマン ドを参
照して ください。

スイ ッチは、ポー ト  ACL を着信ト ラフ ィ ッ クにだけ適用します。スイ ッチは、着信パケッ ト を  
ACL のルールに対してチェ ッ ク します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が許可された場合、ス
イ ッチはそのパケッ ト の処理を継続します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が拒否された場
合、スイ ッチはそのパケッ ト を ド ロ ップし、ICMP ホス ト到達不能メ ッセージを返します。

インターフェイスから削除されていない ACL をスイ ッチから削除する と、削除された  ACL はそ
のインターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クに影響しな くな り ます。

access-list-name IPv4 ACL の名前で、 大 64 文字の英数字を使用できます。大文字小文
字が区別されます。

in ACL が着信ト ラフ ィ ッ クに適用されるよ う指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、ip-acl-01 とい う名前の IPv4 ACL をポート  ACL と してイーサネッ ト  インターフェイス  1/2 
に適用する例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# ip port access-group ip-acl-01 in 

次に、ip-acl-01 とい う名前の IPv4 ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/2 から削除する例を
示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# no ip port access-group ip-acl-01 in 
switch(config-if)#

次に、仮想イーサネッ ト  インターフェイス  1 に対して、ip-acl-03 とい う  IPv4 ACL をポート  ACL 
と して適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# ip port access-group ip-acl-03 in
switch(config-if)#

関連コマンド 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設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL を表示します。

show ip access-lists 特定の IPv4 ACL またはすべての IPv4 ACL を表示します。

show running-config 
interface

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実行コン
フ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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ip source binding
レイヤ 2 イーサネッ ト  インターフェイス用の固定 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 ethernet slot/port | 
port-channel channel-no}

no ip source binding IP-address MAC-address vlan vlan-id {interface ethernet slot/port | 
port-channel channel-no} 

構文の説明

コマンド  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  モード

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。

このコマン ドを使用するには、feature dhcp コマン ドを使用してダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィ
ギュレーシ ョ ン  プロ ト コル（DHCP）スヌーピング機能をイネーブルにする必要があ り ます。

例 次に、イーサネッ ト  インターフェイス  2/3 上に、VLAN 100 に関連付ける固定 IP ソース  エン ト リ
を作成する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface ethernet 2/3 
switch(config)# 

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 ethernet 
slot/port

固定 IP エン ト リに関連付けるレイヤ 2 イーサネッ ト  インターフェイスを
指定します。スロ ッ ト番号には 1 ～ 255、ポー ト番号には 1 ～ 128 を指定で
きます。

port-channel 
channel-no

EtherChannel インターフェイスを指定します。番号は、1 ～ 4096 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

feature dhcp スイ ッチをスヌーピングする  DHCP 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。

show interface インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。

show running-config 
dhcp

DHCP スヌーピング設定情報を表示します。
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ip verify source dhcp-snooping-vlan
レイヤ 2 イーサネッ ト  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には、ip 
verify source dhcp-snooping-vlan コマン ドを使用します。レイヤ 2 イーサネッ ト  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。

ip verify source dhcp-snooping-vlan

no 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。

コマンド  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  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドを使用する前に、feature dhcp コマン ドを使用して、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）スヌーピングをイネーブルにして ください。

IP ソース  ガードは、インターフェイス上の IP ト ラフ ィ ッ クを、IP-MAC アド レス  バインディ ン
グ  テーブル エン ト リ またはスタテ ィ ッ ク  IP ソース  エン ト リ に送信元が含まれている ト ラ
フ ィ ッ クだけに制限します。

IP ソース  ガードの機能は、DHCP スヌーピング（IP-MAC アド レス  バインディ ング  テーブルの構
築および維持に関して）、またはスタテ ィ ッ ク  IP ソース  エン ト リ の手動での維持に依存してい
ます。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、レイヤ 2 インターフェイスの IP ソース  ガードをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 1/5 
switch(config-if)# ip verify source dhcp-snooping-vlan
switch(config-if)#

次に、レイヤ 2 インターフェイスの IP ソース  ガードをディセーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 1/5 
switch(config-if)# no ip verify source dhcp-snooping-vlan
switch(config-if)#

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

feature dhcp スイ ッチをスヌーピングする  DHCP をイネーブルにします。

ip source binding レイヤ 2 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。

show ip verify source インターフェイスの IP と  MAC アド レスのバインディ ングを表示し
ます。

show running-config 
dhcp

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの IP 設定を表示します。

show running-config 
interface ethernet

実行コンフ ィギュレーシ ョ ン内のインターフェイスの設定を表示し
ます。
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ip verify unicast source reachable-via
インターフェイス上でユニキャス ト  リバース  パス転送（ユニキャス ト  RPF）を設定するには、ip 
verify unicast source reachable-via コマン ドを使用します。インターフェイスからユニキャス ト  
RPF を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}

no ip verify unicast source reachable-via {any [allow-default] | rx}

構文の説明

コマンド  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

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 入力インターフェイスに次のいずれかのユニキャス ト  RPF モードを設定できます。

• ス ト リ ク ト  ユニキャス ト  RPF モード：ス ト リ ク ト  モード  チェ ッ クは、次の一致が検出され
た場合に成功します。

– ユニキャス ト  RPF が、転送情報ベース（FIB）でパケッ ト送信元アド レスの一致を検出。

– パケッ ト を受信した入力側インターフェイスが、FIB 一致のユニキャス ト  PRF インター
フェイスの 1 つと一致。

これらのチェ ッ クに失敗する と、パケッ トは廃棄されます。このタ イプのユニキャス ト  RPF 
チェ ッ クは、パケッ ト  フローが対称である と予想される場合に使用できます。

• ルーズ ユニキャス ト  RPF モード：ルーズ モード  チェ ッ クは、FIB でのパケッ ト送信元アド レ
スの検索が一致し、 低 1 つの実インターフェイスを経由して送信元に到達可能である とい
う  FIB 結果が示された場合に成功します。パケッ ト を受信した入力インターフェイスが FIB 
内のインターフェイスのいずれかと一致する必要はあ り ません。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

any ルーズ チェ ッ クを指定します。

allow-default （任意）特定のインターフェイス上で使用する  MAC アド レスを指定し
ます。

rx ス ト リ ク ト  チェ ッ クを指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、インターフェイス上にルーズ  ユニキャス ト  RPF チェ ッ クを設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 2/3 
switch(config-if)# ip verify unicast source reachable-via any

次に、インターフェイス上にス ト リ ク ト  ユニキャス ト  RPF チェ ッ クを設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 2/3 
switch(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx

関連コマンド コマンド 説明

show ip interface 
ethernet

インターフェイスの IP 関連情報を表示します。

show running-config 
interface ethernet

実行コンフ ィギュレーシ ョ ン内のインターフェイスの設定を表示し
ます。

show running-config 
ip

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの IP 設定を表示します。
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ipv6 access-class
仮想端末回線（VTY）の着信または発信ト ラフ ィ ッ クを制限するために IPv6 アクセス  ク ラスを
作成または設定するには、ipv6 access-class コマン ドを使用します。アクセス  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。

ipv6 access-class access-list-name {in | out}

no ipv6 access-class access-list-name {in | out}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ラ イン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、着信パケッ ト を制限するために VTY 回線の IPv6 アクセス  ク ラスを設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# line vty 
switch(config-line)# ipv6 access-class VTY_I6ACCESS in 
switch(config-line)# 

次に、着信パケッ ト の数を制限する  IPv6 アクセス  ク ラスを削除する例を示します。

switch(config)# line vty 
switch(config-line)# no ipv6 access-class VTY_I6ACCESS in 
switch(config-line)# 

関連コマンド

access-list-name IPv6 ACL ク ラスの名前。名前は、 大 64 文字まで指定できます。名前
には、文字、数字、ハイフン、および下線を使用できます。名前にはス
ペースまたは引用符を含める こ とはできません。

in 着信接続が特定の Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチとアクセス  リ ス ト
のアド レス間で制限されている こ と を指定します。

out 発信接続が特定の Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチとアクセス  リ ス ト
のアド レス間で制限されている こ と を指定します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

access-list VTY のアクセス  ク ラスを設定します。

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  ファ イルにコピーします。

show ipv6 access-class IPv6 アクセス  ク ラスを表示します。
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show line 特定の端末ラ インのアクセス  リ ス ト を表示します。 

show running-config 
aclmgr

ACL の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。

show startup-config 
aclmgr

ACL 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。

ssh6 IPv6 を使用して SSH セッシ ョ ンを開始します。

telnet6 IPv6 を使用して Telnet セッシ ョ ンを開始します。

コマンド 説明
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ipv6 access-list
IPv6 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を作成するか、特定の ACL の IP アクセス  リ ス ト  コン
フ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始するには、ipv6 access-list コマン ドを使用します。IPv6 ACL を
削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ipv6 access-list access-list-name

no ipv6 access-list access-list-name

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト では IPv6 ACL は定義されていません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン IPv6 ACL を使用して IPv6 ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行います。

ipv6 access-list コマン ドを使用する と、スイ ッチは IP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始します。そこで IPv6 deny コマン ドおよび permit コマン ドを使用して ACL のルー
ルを設定できます。指定された ACL が存在しない場合は、このコマン ドを入力したと きにス
イ ッチが ACL を作成します。

どの IPv6 ACL にも、 後のルールと して次の暗黙のルールがあ り ます。

deny ipv6 any any 

この暗黙のルールによって、どの条件にも一致しない IP ト ラフ ィ ッ クは拒否されます。

例 次に、ipv6-acl-01 とい う名前の IPv6 ACL の IP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード
を開始する例を示します。

switch(config)# ipv6 access-list ipv6-acl-01 
switch(config-ipv6-acl)# 

関連コマンド

access-list-name IPv6 ACL の名前で、 大 64 の英数字です。名前にはスペースまたは引
用符を含める こ とはできません。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

permit（IPv6） IPv6 ACL に許可ルールを設定します。
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ipv6 port traffic-filter
IPv6 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）をポー ト  ACL と してインターフェイスに適用するに
は、ipv6 port traffic-filter コマン ドを使用します。IPv6 ACL をインターフェイスから削除するに
は、このコマン ドの no 形式を使用します。

ipv6 port traffic-filter access-list-name in

no ipv6 port traffic-filter access-list-name in

構文の説明

コマンド  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
仮想イーサネッ ト  インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、インターフェイスに適用される  IPv6 ACL はあ り ません。

ipv6 port traffic-filter コマン ドを使用して、IPv6 ACL をポート  ACL と して次のインターフェイ
ス  タ イプに適用できます。

• イーサネッ ト  インターフェイス

• EtherChannel インターフェイス

• 仮想イーサネッ ト  インターフェイス

また、ipv6 port traffic-filter コマン ドを使用して、IPv6 ACL をポート  ACL と して次のインター
フェイス  タ イプに適用する こ と もできます。

• VLAN インターフェイス

（注） VLAN インターフェイスを設定するには、先に VLAN インターフェイスをグローバルにイネーブ
ルにする必要があ り ます。詳細については、feature interface-vlan コマンドを参照して ください。

スイ ッチは、ポー ト  ACL を着信ト ラフ ィ ッ クにだけ適用します。スイ ッチは、着信パケッ ト を  
ACL のルールに対してチェ ッ ク します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が許可された場合、ス
イ ッチはそのパケッ ト の処理を継続します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が拒否された場
合、スイ ッチはそのパケッ ト を ド ロ ップし、ICMP ホス ト到達不能メ ッセージを返します。

インターフェイスから削除されていない ACL をデバイスから削除する と、削除された  ACL はそ
のインターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クに影響しな くな り ます。

access-list-name IPv6 ACL の名前。 大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文
字が区別されます。

in ACL を着信ト ラフ ィ ッ クに適用する こ と を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、ipv6-acl とい う名前の IPv6 ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/3 に適用する例を示
します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# ipv6 port traffic-filter ipv6-acl in
switch(config-if)#

次に、ipv6-acl とい う名前の IPv6 ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/3 から削除する例を
示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# no ipv6 port traffic-filter ipv6-acl in
switch(config-if)#

次に、特定の仮想イーサネッ ト  インターフェイスに対して、ipv6-acl-03 とい う名前の IPv6 ACL 
を適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# ipv6 port traffic-filter ipv6-acl-03 in
switch(config-if)#

関連コマンド 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設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL を表示します。

show ipv6 access-lists 特定の IPv6 ACL またはすべての IPv6 ACL を表示します。
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ipv6 traffic-filter
IPv6 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）をインターフェイスに適用するには、ipv6 traffic-filter 
コマン ドを使用します。IPv6 ACL をインターフェイスから削除するには、このコマン ドの no 形
式を使用します。

ipv6 traffic-filter access-list-name in

no ipv6 traffic-filter access-list-name in

構文の説明

コマンド  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
仮想イーサネッ ト  インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、インターフェイスに適用される  IPv6 ACL はあ り ません。

IPv6 ACL を次のインターフェイス  タ イプに対して適用するには、ipv6 traffic-filter コマン ドを
使用できます。

• イーサネッ ト  インターフェイス

• EtherChannel インターフェイス

• 仮想イーサネッ ト  インターフェイス

• VLAN インターフェイス

（注） VLAN インターフェイスを設定するには、先に VLAN インターフェイスをグローバルにイネーブ
ルにする必要があ り ます。詳細については、feature interface-vlan コマンドを参照して ください。

スイ ッチは、ACL を受信ト ラフ ィ ッ クのみに適用します。スイ ッチは、着信パケッ ト を  ACL の
ルールに対してチェ ッ ク します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が許可された場合、スイ ッチ
はそのパケッ ト の処理を継続します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が拒否された場合、ス
イ ッチはそのパケッ ト を ド ロ ップし、ICMP ホス ト到達不能メ ッセージを返します。

インターフェイスから削除されていない ACL をデバイスから削除する と、削除された  ACL はそ
のインターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クに影響しな くな り ます。

access-list-name IPv6 ACL の名前。 大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と小文
字が区別されます。

in ACL を着信ト ラフ ィ ッ クに適用する こ と を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、ipv6-acl とい う名前の IPv6 ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/3 に適用する例を示
します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# ipv6 traffic-filter ipv6-acl in
switch(config-if)#

次に、ipv6-acl とい う名前の IPv6 ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/3 から削除する例を
示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/3
switch(config-if)# no ipv6 traffic-filter ipv6-acl in
switch(config-if)#

次に、特定の仮想イーサネッ ト  インターフェイスに対して、ipv6-acl-03 とい う名前の IPv6 ACL 
を適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# ipv6 traffic-filter ipv6-acl-03 in
switch(config-if)#

関連コマンド 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設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL を表示します。

show ipv6 access-lists 特定の IPv6 ACL またはすべての IPv6 ACL を表示します。
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この章では、M で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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mac access-list
メディア  アクセス制御（MAC）アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を作成するか、特定の ACL 
の MAC アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始するには、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 access-list-name

no mac access-list access-list-name

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト では MAC ACL は定義されていません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン MAC ACL を使用して、非 IP ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行います。

mac access-list コマン ドを使用する と、スイ ッチは MAC アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ
ン  モードを開始します。そこで MAC deny コマン ドおよび permit コマン ドを使用して ACL の
ルールを設定できます。指定された ACL が存在しない場合は、このコマン ドを入力したと きに
スイ ッチが ACL を作成します。

ACL をインターフェイスに適用するには、 mac access-group コマン ドを使用します。

どの MAC ACL にも、 後のルールと して次の暗黙のルールがあ り ます。

deny any any protocol 

この暗黙のルールによ り、ト ラフ ィ ッ クのレイヤ 2 ヘッダーで指定されているプロ ト コルに関
係な く、一致しないパケッ トは確実に拒否されます。

例 次に、mac-acl-01 とい う名前の MAC ACL の MAC アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始する例を示します。

switch(config)# mac access-list mac-acl-01 
switch(config-acl)#

access-list-name MAC ACL の名前で、 大 64 文字の英数字を使用できます。大文字小
文字が区別されます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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関連コマンド コマンド 説明

deny（MAC） MAC ACL に拒否ルールを設定します。

mac access-group インターフェイスに MAC ACL を適用します。

permit（MAC） MAC ACL に許可ルールを設定します。

show mac access-lists すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
SEC-151
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

M コマンド
mac port access-group
mac port access-group
MAC アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）をインターフェイスに適用するには、mac port 
access-group コマン ドを使用します。MAC ACL をインターフェイスから削除するには、このコ
マン ドの no 形式を使用します。

mac port access-group access-list-name

no mac port access-group access-list-name

構文の説明

コマンド  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
仮想イーサネッ ト  インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、インターフェイスには MAC ACL は適用されません。

MAC ACL を非 IP ト ラフ ィ ッ クに適用します。

mac port access-group コマン ドを使用して、MAC ACL をポー ト  ACL と して次のインターフェ
イス  タ イプに適用できます。

• レイヤ 2 インターフェイス

• レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス

• 仮想イーサネッ ト  インターフェイス

MAC ACL を  VLAN ACL と して適用する こ と もできます。詳細については、match コマン ドを参
照して ください。

スイ ッチは、MAC ACL を着信ト ラフ ィ ッ クにだけ適用します。スイ ッチが MAC ACL を適用す
る場合、ACL のルールについてパケッ ト を評価します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が許可
された場合、スイ ッチはそのパケッ ト の処理を継続します。 初の一致ルールによ りパケッ ト が
拒否された場合、スイ ッチはそのパケッ ト を ド ロ ップし、ICMP ホス ト到達不能メ ッセージを返
します。

インターフェイスから削除されていない ACL をスイ ッチから削除する と、削除された  ACL はそ
のインターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クに影響しな くな り ます。

access-list-name MAC ACL の名前で、 大 64 文字の英数字を使用できます。大文字小
文字が区別されます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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例 次に、mac-acl-01 とい う名前の MAC ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/2 に適用する例を
示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# mac port access-group mac-acl-01 
switch(config-if)#

次に、mac-acl-01 とい う名前の MAC ACL をイーサネッ ト  インターフェイス  1/2 から削除する例
を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# no mac port access-group mac-acl-01 
switch(config-if)#

次に、特定の仮想イーサネッ ト  インターフェイスに対して、mac-acl-03 とい う名前の MAC ACL 
を適用する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# mac port access-group mac-acl-03
switch(config-if)#

関連コマンド 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設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL を表示します。

show mac access-lists 特定の MAC ACL またはすべての MAC ACL を表示します。

show running-config 
interface 

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実行コン
フ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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match
VLAN アクセス  マップの ト ラフ ィ ッ ク  フ ィルタ リ ングにアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）
を指定するには、match コマン ドを使用します。VLAN アクセス  マップから  match コマン ドを削
除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

match {ip | ipv6 | mac} address access-list-name

no match {ip | ipv6 | mac} address access-list-name

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト では、スイ ッチは ト ラフ ィ ッ クを分類して、IPv4 ACL を  IPv4 ト ラフ ィ ッ クに、MAC 
ACL を他のすべての ト ラフ ィ ッ クに適用します。

コマンド  モード VLAN アクセスマップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 指定できる  match コマン ドは、アクセス  マップごとに 1 つだけです。

例 次に、vlan-map-01 とい う名前で VLAN アクセス  マップを作成して、そのマップに ip-acl-01 とい
う名前の IPv4 ACL を割り当て、スイ ッチが ACL に一致するパケッ ト を転送するよ う指定し、
マップに一致する ト ラフ ィ ッ クの統計情報をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan access-map vlan-map-01 
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01 
switch(config-access-map)# action forward 
switch(config-access-map)# statistics 

ip IPv4 ACL を指定します。

ipv6 IPv6 ACL を指定します。

mac MAC ACL を指定します。

address 
access-list-name

IPv4 アド レス、IPv6 アド レス、または MAC アド レス、およびアクセス  
リ ス ト名を指定します。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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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match
関連コマンド コマンド 説明

action VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う アク
シ ョ ンを指定します。

show vlan access-map すべての VLAN アクセス  マップまたは VLAN アクセス  マップを表
示します。

show vlan filter VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。

vlan filter VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用します。
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この章では、P で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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permit（ARP）
permit（ARP）
条件と一致する  ARP ト ラフ ィ ッ クを許可する  ARP ACL ルールを作成するには、permit コマン
ドを使用します。ルールを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

一般的な構文

[sequence-number] permit ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac any

no sequence-number

no permit ip {any | host sender-IP | sender-IP sender-IP-mask} mac any

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマン ド  モード ARP ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿入さ
せる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、ACL 内
のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後に
追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケンス番
号を割り当てます。

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

ip ルールの IP アド レス部分を指定します。

any 任意のホス ト が、ルールの any キーワードを含む部分と一致するよ うに指
定します。送信元 IP アド レス、宛先 IP アド レス、送信元 MAC アド レス、お
よび宛先 MAC アド レスの指定に、any を使用できます。

host sender-IP ARP パケッ ト の送信元 IP アド レスが sender-IP 引数の値と一致する場合
だけ、パケッ ト を一致させるルールを指定します。sender-IP 引数の有効値
は、ド ッ ト付き  10 進表記の IPv4 アド レスです。

sender-IP 
sender-IP-mask

パケッ ト の送信元 IP アド レス と一致させる  IPv4 アド レス  セッ ト の IPv4 
アド レスおよびマスク。sender-IP 引数および sender-IP-mask 引数は、ド ッ
ト付き  10 進表記で指定する必要があ り ます。sender-IP-mask 引数に 
255.255.255.255 を指定する と、host キーワードを使用した場合と同じ結
果にな り ます。

mac ルールの MAC アド レスの部分を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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permit（ARP）
使用上のガイド ライン

（注） ARP アクセス  リ ス ト は、コン ト ロール プレーン  ポ リ シング（CoPP）でのみサポート されます。
permit コマン ドは CoPP ARP ACL では無視されます。

新し く作成した ARP 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 り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

パケッ ト に ARP 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。複数の条件が満たされる場合は、
デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

例 次に、copp-arp-acl とい う名前の ARP ACL の ARP アクセス  リ ス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モー
ドを開始し、192.0.32.14/24 サブネッ ト内にある送信者の IP アド レスを含み、それを  copp-arp-acl 
ク ラスに関連づける  ARP 要求メ ッセージを許可するルールを追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# arp access-list copp-arp-acl
switch(config-arp-acl)# permit ip 192.0.32.14 255.255.255.0 mac any
switch(config-arp-acl)#

関連コマンド コマンド 説明

deny（ARP） ARP ACL に拒否（deny）ルールを設定します。

arp access-list ARP ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show arp access-lists すべての ARP ACL または 1 つの ARP ACL を表示します。
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permit icmp（IPv4）
条件に一致する  IPv4 ICMP ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

次をテス トする必要があ り ます。sequence-number] permit icmp source destination [icmp-message] 

[sequence-number] permit icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | fragments | log | 
precedence precedence] 

no permit icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence]

no sequence-number

（注） プロ ト コル番号によって icmp キーワードを指定する こ と もできます。有効な番号の範囲は、0 か
ら  255 です。 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。

icmp-message 0 ～ 255 の整数である  ICMP メ ッセージ番号、またはキーワード。キー
ワードの リ ス ト については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「ICMP メ ッ
セージ タ イプ」を参照して ください。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

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

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# permit icmp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# permit icmp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# permit icmp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

ICMP メ ッセージ タイプ

icmp-message 引数には、ICMP メ ッセージ番号を  0 ～ 255 の整数で指定できます。また、次のキー
ワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• administrativelyprohibited：管理上禁止

• alternate-address：代替アド レス

• conversion-error：データグラム変換

• dod-host-prohibited：禁止ホス ト

• dod-net-prohibited：禁止ネッ ト

• echo：エコー（ping）

• echo-reply：エコー応答

• general-parameter-problem：パラ メータの問題

• host-isolated：分離ホス ト

• host-precedence-unreachable：プレシデンスが到達不可能なホス ト

• host-redirect：ホス ト  リ ダイレ ク ト

• host-tos-redirect：ToS ホス ト  リ ダイレ ク ト

• host-tos-unreachable：ToS が到達不可能なホス ト

• host-unknown：不明ホス ト

• host-unreachable：到達不可能なホス ト

• information-reply：情報応答

• information-request：情報要求

• log：このエン ト リ に対するログ一致
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• mask-reply：マス ク応答

• mask-request：マス ク要求

• mobile-redirect：モバイル ホス ト  リ ダイレ ク ト

• net-redirect：ネッ ト ワーク  リ ダイレ ク ト

• net-tos-redirect：ToS ネッ ト  リ ダイレ ク ト

• net-tos-unreachable：ToS が到達不可能なネッ ト ワーク

• net-unreachable：到達不可能なネッ ト

• network-unknown：不明ネッ ト ワーク

• no-room-for-option：パラ メータが必要であるが空きスペースがない

• option-missing：パラ メータが必要であるが存在しない

• packet-too-big：フ ラグ メ ン ト化と  DF セッ ト が必要

• parameter-problem：すべてのパラ メータの問題

• port-unreachable：到達不可能なポート

• precedence-unreachable：プレシデンス  カッ ト オフ

• protocol-unreachable：到達不可能なプロ ト コル

• reassembly-timeout：再アセンブ リ  タ イムアウ ト

• redirect：すべての リ ダイレク ト

• router-advertisement：ルータ  ディ スカバ リ  アドバタ イズ メ ン ト

• router-solicitation：ルータ  ディ スカバ リ要求

• source-quench：送信元クエンチ

• source-route-failed：送信元ルート失敗

• time-exceeded：すべての time-exceeded メ ッセージ

• timestamp-reply：タ イムスタンプ応答

• timestamp-request：タ イムスタンプ要求

• traceroute：Traceroute

• ttl-exceeded：TTL 超過

• unreachable：すべての到達不能

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 
ICMP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する
例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config)# permit icmp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config)# permit icmp 192.168.37.0/16 10/176.0.0/16
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関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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permit igmp（IPv4）
条件に一致する  IPv4 IGMP ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

[sequence-number] permit igmp source destination [igmp-message | dscp dscp | fragments | log | 
precedence precedence] 

no permit igmp source destination [igmp-message | dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence] 

no sequence-number

（注） プロ ト コル番号によって igmp キーワードを指定する こ と もできます。有効な番号の範囲は、0 か
ら  255 です。 

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

igmp IGMP ト ラフ ィ ッ クのみに適用されるルールを指定します。このキー
ワードを使用する と、igmp-message 引数が使用可能にな り ます。

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳
細については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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igmp-message （任意）指定した IGMP メ ッセージ タ イプのパケッ ト のみに一致する
ルールです。igmp-message 引数には、IGMP メ ッセージ番号を  0 ～ 15 
の整数で指定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ
と もできます。

• 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（DVMRP）

• host-query：ホス ト  クエ リー

• host-report：ホス ト  レポート

• log：このエン ト リに対するログ一致

• pim：Protocol Independent Multicast（PIM）

• trace：マルチキャス ト  ト レース

dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

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

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# permit igmp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# permit igmp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# permit igmp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

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 
IGMP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する
例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# permit igmp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit igmp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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permit ip（IPv4）
条件と一致する  IPv4 ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

[sequence-number] permit ip source destination [ dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence]

no permit ip source destination [ dscp dscp | fragments | log | precedence precedence]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」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）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

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

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# permit ip 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
SEC-172
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド

permit ip（IPv4）
• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# permit ip 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# permit ip host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

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 
および UDP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設
定する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# permit ip 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit ip 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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permit tcp（IPv4）
条件に一致する  IPv4 TCP ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence | flags | established]

no permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence precedence | flags | 
established]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみに一致するルール
です。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「TCP ポート名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

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

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

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

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

flags （任意）特定の TCP コン ト ロール ビッ ト  フラグ  セッ ト を持つパケッ ト
のみに一致するルールです。flags 引数の値は、次の 1 つまたは複数の
キーワードにする必要があ り ます。

• ack 

• fin 

• psh 

• rst 

• syn 

• urg 

established （任意）確立された TCP 接続に属するパケッ ト のみにルールが一致す
るよ う指定します。スイ ッチは、ACK ビッ ト または RST ビッ ト が設定
されている  TCP パケッ ト を、確立済みの接続に属している ものと見な
します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# permit tcp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# permit tcp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# permit tcp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

TCP ポート名

tcp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で TCP ポート番号を指定
できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• bgp：ボーダー ゲー ト ウェイ  プロ ト コル（179）

• chargen：文字ジェネレータ（19）

• cmd： リ モー ト  コマン ド（rcmd、514）

• daytime：Daytime（13）

• discard：廃棄（9）

• domain：ド メ イン  ネーム  サービス（53）

• drip：ダイナ ミ ッ ク  ルーティ ング情報プロ ト コル（3949）

• echo：エコー（7）
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• exec：EXEC（rsh、512）

• finger：フ ィ ンガー（79）

• ftp：FTP（21）

• ftp-data：FTP データ接続（2）

• gopher：Gopher（7）

• hostname：NIC ホス ト名サーバ（11）

• ident：Ident プロ ト コル（113）

• irc：インターネッ ト  リ レー チャ ッ ト （194）

• klogin：Kerberos ログイン（543）

• kshell：Kerberos シェル（544）

• login：ログイン（rlogin、513）

• lpd：プ リ ンタ  サービス（515）

• nntp：Network News Transport Protocol（119）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• pop2：Post Office Protocol v2（19）

• pop3：Post Office Protocol v3（11）

• smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

• sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• telnet：Telnet（23）

• time：Time（37）

• uucp：Unix-to-Unix Copy Program（54）

• whois：WHOIS/NICNAME（43）

• www：World Wide Web（HTTP、8）

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 
ト ラフ ィ ッ クを許可するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を
示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# permit tcp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit tcp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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permit udp（IPv4）
条件に一致する  IPv4 UDP ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

一般的な構文

[sequence-number] permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence 
precedence]

no permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port 
[port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | fragments | log | precedence precedence]

no sequence-number

構文の説明I sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv4 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv4 アド レスです。この引数の指定方法の詳細
については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみに一致するルール
です。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または UDP ポー ト の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「UDP ポー ト名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

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

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IP ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一致
するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを指
定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト であるパケッ ト にだけ一致するよ うルール
を指定します。このキーワードは、TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプ
シ ョ ンを指定した同じルールに指定できません。これらのオプシ ョ ン
を評価するためにスイ ッチが必要とする情報は、先頭フラグ メ ン ト に
だけ含まれているためです。
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コマンド  デフォルト 新し く作成された IPv4 ACL にはルールは含まれません。

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

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが IPv4 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）

precedence precedence （任意）precedence 引数によって指定された値を伴う  IP プレシデンス  
フ ィールドを持つパケッ ト だけに一致するよ うルールを指定します。
precedence 引数には、次の数値またはキーワードを指定できます。

• 0 ～ 7：IP プレシデンス  フ ィールドの 3 ビッ ト に相当する  10 進数。
たとえば、3 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ
ト列が 011 のパケッ ト にだけ一致します。

• critical：プレシデンス  5（101）

• flashl：プレシデンス  3（011）

• flash-override：プレシデンス  4（100）

• immediate：プレシデンス  2（010）

• internet：プレシデンス  6（110）

• network：プレシデンス  7（111）

• priority：プレシデンス  1（001）

• routine：プレシデンス  0（000）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• アド レスおよびネッ ト ワーク  ワ イルドカード：IPv4 アド レスの後にネッ ト ワーク  ワ イルド
カードを使用して、ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構
文は次のよ うにな り ます。

IPv4-address network-wildcard 

次に、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。

switch(config-acl)# permit udp 192.168.67.0 0.0.0.255 any 

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv4 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv4-address/prefix-len 

次に、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。

switch(config-acl)# permit udp 192.168.67.0/24 any 

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv4 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv4-address 

これは、IPv4-address/32、および IPv4-address 0.0.0.0 と等しい構文です。

次に、host キーワードおよび 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。

switch(config-acl)# permit udp host 192.168.67.132 any 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv4 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

UDP ポート名

udp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で UDP ポート番号を指
定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• biff：Biff（ メール通知、comsat、512）

• bootpc：ブー ト ス ト ラ ップ プロ ト コル（BOOTP）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 および Key Management Protocol（5）

• mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

• nameserver：IEN116 ネーム  サービス（廃止、42）

• netbios-dgm：NetBIOS データグラム  サービス（138）

• netbios-ns：NetBIOS ネーム  サービス（137）
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• netbios-ss：NetBIOS セッシ ョ ン  サービス（139）

• non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

• ntp：ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（123）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• rip：ルーテ ィ ング情報プロ ト コル（ルータ、in.routed、52）

• 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（111）

• syslog：システム  ロガー（514）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

• time：Time（37）

• who：Who サービス（rwho、513）

• xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）

例 次に、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 UDP 
ト ラフ ィ ッ クを許可するルールを使用して、acl-lab-01 とい う名前で IPv4 ACL を設定する例を
示します。

switch(config)# ip access-list acl-lab-01 
switch(config-acl)# permit udp 10.23.0.0/16 10.176.0.0/16 
switch(config-acl)# permit udp 192.168.37.0/16 10.176.0.0/16 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv4） IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または 1 つの IPv4 ACL を表示します。
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permit icmp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを許可する  IPv6 ICMP 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。

一般的な構文

[sequence-number] permit icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | 
flow-label flow-label-value | fragments | log]

no permit permit icmp source destination [icmp-message | dscp dscp | flow-label flow-label-value 
| fragments | log]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
SEC-186
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド

permit icmp（IPv6）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-ipv6-acl)# permit icmp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-ipv6-acl)# permit icmp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

icmp-message （任意）ルールに一致する  ICMPv6 メ ッセージ 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「ICMPv6 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。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

ICMPv6 メ ッセージ タイプ

icmp-message 引数には、ICMPv6 メ ッセージ番号を  0 ～ 255 の整数で指定できます。また、次の
キーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• beyond-scope：スコープ外の宛先

• destination-unreachable：宛先アド レスが到達不能

• echo-reply：エコー応答

• echo-request：エコー要求（ping）

• header：パラ メータ  ヘッダーの問題

• hop-limit：配送中のホップ数の限界の超過

• mld-query：Multicast Listener Discovery クエ リー

• mld-reduction：Multicast Listener Discovery リ ダクシ ョ ン

• mld-report：Multicast Listener Discovery レポート

• nd-na：ネイバー ディ スカバ リのネイバー アドバタ イズ メ ン ト

• nd-ns：ネイバー ディ スカバリのネイバー要求

• next-header：パラ メータ  ネクス ト  ヘッダーの問題

• no-admin：管理上禁止された宛先

• no-route：宛先へのルート がない

• packet-too-big：パケッ ト  サイズ超過

• parameter-option：パラ メータ  オプシ ョ ンの問題

• parameter-problem：すべてのパラ メータの問題

• port-unreachable：到達不可能なポート

• reassembly-timeout：再アセンブ リ  タ イムアウ ト

• redirect：ネイバー リ ダイレ ク ト

• renum-command：ルータの再番号付けコマン ド

• renum-result：ルータの再番号付けの結果

• renum-seq-number：ルータの再番号付けのシーケンス番号リ セッ ト

• router-advertisement：ネイバー ディ スカバ リのルータ  アドバタ イズ メ ン ト

• router-renumbering：すべてのルータの再番号付け

• router-solicitation：ネイバー ディ スカバ リのルータ要求

• time-exceeded：すべての時間超過メ ッセージ

• unreachable：すべて到達不能
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例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての ICMP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う
名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# permit icmp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 
switch(config-ipv6-acl)# permit icmp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。
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permit ipv6（IPv6）
条件と一致する  IPv6 ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

一般的な構文

[sequence-number] permit ipv6 source destination [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments | log]

no permit ipv6 source destination [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments | log]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
SEC-191
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド

permit ipv6（IPv6）
dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# permit ipv6 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit ipv6 host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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permit ipv6（IPv6）
• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての IPv6 ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 
switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 

次に、IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ eng_ipv6 から  IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ 
marketing_group へ送信されるすべての IPv6 ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、
ipv6-eng-to-marketing とい う名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing 
switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。
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permit sctp（IPv6）
条件と一致する  IPv6 sctp ト ラフ ィ ッ クを許可するアクセス  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。

一般的な構文

[sequence-number] permit sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments | log]

no permit sctp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port 
[port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments | log]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート か UDP ポート の番号です。有効な
番号の範囲は、0 から  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「TCP ポート名」および「UDP ポート名」を
参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

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

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。
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コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# permit sctp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit sctp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポート番号（該当する場合）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての SCTP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う
名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# permit sctp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 
switch(config-ipv6-acl)# permit sctp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 

次に、IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ eng_ipv6 から  IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ 
marketing_group へ送信されるすべての IPv6 ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、
ipv6-eng-to-marketing とい う名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing 
switch(config-ipv6-acl)# permit sctp addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。
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permit tcp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを許可する  IPv6 TCP 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。

[sequence-number] permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flags | flow-label flow-label-value | 
fragments | log | established]

no permit tcp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port [port] 
| portgroup portgroup] [dscp dscp | flags | flow-label flow-label-value | fragments | log | 
established]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または TCP ポート の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「TCP ポート名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

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

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

established （任意）確立された TCP 接続に属するパケッ ト のみにルールが一致す
るよ う指定します。デバイスは、ACK ビッ ト または RST ビッ ト が設定
されている  TCP パケッ ト を、確立済みの接続に属している ものと見な
します。
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コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

flags （任意）特定の TCP コン ト ロール ビッ ト  フラグ  セッ ト を持つパケッ ト
のみにルールは一致します。flags 引数の値は、次の 1 つまたは複数の
キーワードにする必要があ り ます。

• ack

• fin

• psh

• rst

• syn

• urg

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit tcp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

TCP ポート名

tcp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で TCP ポート番号を指定
できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• bgp：ボーダー ゲー ト ウェイ  プロ ト コル（179）

• chargen：文字ジェネレータ（19）

• cmd： リ モー ト  コマン ド（rcmd、514）

• daytime：Daytime（13）

• discard：廃棄（9）

• domain：ド メ イン  ネーム  サービス（53）

• drip：ダイナ ミ ッ ク  ルーティ ング情報プロ ト コル（3949）

• echo：エコー（7）

• exec：EXEC（rsh、512）

• finger：フ ィ ンガー（79）

• ftp：FTP（21）

• ftp-data：FTP データ接続（2）

• gopher：Gopher（7）

• hostname：NIC ホス ト名サーバ（11）

• ident：Ident プロ ト コル（113）

• irc：インターネッ ト  リ レー チャ ッ ト （194）

• klogin：Kerberos ログイン（543）

• kshell：Kerberos シェル（544）
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• login：ログイン（rlogin、513）

• lpd：プ リ ンタ  サービス（515）

• nntp：Network News Transport Protocol（119）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• pop2：Post Office Protocol v2（19）

• pop3：Post Office Protocol v3（11）

• smtp：Simple Mail Transport Protocol（25）

• sunrpc：Sun Remote Procedure Call（111）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• telnet：Telnet（23）

• time：Time（37）

• uucp：Unix-to-Unix Copy Program（54）

• whois：WHOIS/NICNAME（43）

• www：World Wide Web（HTTP、8）

例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての TCP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 

次に、IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ eng_ipv6 から  IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ 
marketing_group へ送信されるすべての IPv6 TCP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、
ipv6-eng-to-marketing とい う名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing 
switch(config-ipv6-acl)# permit tcp addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。
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permit udp（IPv6）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを許可する  IPv6 UDP 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。

一般的な構文

[sequence-number] permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination 
[operator port [port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | 
fragments | log]

no permit udp source [operator port [port] | portgroup portgroup] destination [operator port 
[port] | portgroup portgroup] [dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragments | log]

no sequence-number

構文の説明 sequence-number （任意）デバイスにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、デバイスがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

destination ルールに一致する宛先 IPv6 アド レスです。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「送信元と宛先」の説明を参照
して ください。
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operator port [port] （任意）送信元ポート からのパケッ ト 、または operator および port 引数
の条件を満たす宛先ポート に送られるパケッ ト のみにルールは一致し
ます。これらの引数は、その後に source 引数を指定するか、または 
destination 引数を指定するかによって、送信元ポー ト または宛先ポー
ト に適用されます。

port 引数は、名前、または UDP ポー ト の番号です。有効な番号の範囲
は、0 から  65535 の整数です。有効なポート名の リ ス ト については、「使
用上のガイ ド ラ イン」の「UDP ポー ト名」を参照して ください。

2 番めの port 引数は、operator 引数が range のと きにだけ必要です。

operator 引数は、次のキーワードの う ち 1 つにする必要があ り ます。

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

• gt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り大きい場合にだけ一致し
ます。

• lt：パケッ ト内のポート が port 引数よ り小さい場合にだけ一致し
ます。

• neq：パケッ ト内のポート が port 引数と等し く ない場合にだけ一致
します。

• range：2 つの port 引数が必要で、パケッ ト内のポート が 初の port 
引数以上、2 番めの port 引数以下の場合にだけ一致します。

portgroup portgroup （任意）portgroup 引数によって指定された IP ポート  グループ オブジェ
ク ト のメ ンバーである送信元ポー ト からのパケッ ト 、または同メ ン
バーである宛先ポートへのパケッ ト のみにルールが一致するよ う指定
します。その後、source 引数を指定するか、または destination 引数を指
定するかによって、ポー ト  グループ オブジェ ク ト が送信元ポー ト また
は宛先ポート に適用されます。

object-group ip port コマン ドを使用して、IP ポート グループ オブジェ
ク ト の作成と変更を行います。
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dscp dscp （任意）指定した 6 ビッ ト のディ ファレンシエーテ ィ ッ ド  サービス値
を  IPv6 ヘッダーの DSCP フ ィールドに持つパケッ ト に対してだけ一
致するよ うに、ルールを指定します。dscp 引数には、次のキーワードを
指定できます。

• 0 ～ 63：DSCP フ ィールドの 6 ビッ ト に相当する  10 進数。たとえ
ば、10 を指定する と、このルールは DSCP フ ィールドのビッ ト列が 
001010 のパケッ ト にだけ一致します。

• af11：Assured Forwarding（AF）ク ラ ス  1、低ド ロ ップ確率（001010）

• af12：AF ク ラス  1、中程度ド ロ ップ確率（001100）

• af13：AF ク ラス  1、高ド ロ ップ確率（001110）

• af21：AF ク ラス  2、低ド ロ ップ確率（010010）

• af22：AF ク ラス  2、中程度ド ロ ップ確率（010100）

• af23：AF ク ラス  2、高ド ロ ップ確率（010110）

• af31：AF ク ラス  3、低ド ロ ップ確率（011010）

• af32：AF ク ラス  3、中程度ド ロ ップ確率（011100）

• af33：AF ク ラス  3、高ド ロ ップ確率（011110）

• af41：AF ク ラス  4、低ド ロ ップ確率（100010）

• af42：AF ク ラス  4、中程度ド ロ ップ確率（100100）

• af43：AF ク ラス  4、高ド ロ ップ確率（100110）

• cs1：Class-Selector（CS）1、プレシデンス  1（001000）

• cs2：CS2、プレシデンス  2（010000）

• cs3：CS3、プレシデンス  3（011000）

• cs4：CS4、プレシデンス  4（100000）

• cs5：CS5、プレシデンス  5（101000）

• cs6：CS6、プレシデンス  6（110000）

• cs7：CS7、プレシデンス  7（111000）

• default：デフォル ト  DSCP 値（000000）

• ef：Expedited Forwarding（101110）

flow-label 
flow-label-value

（任意）flow-label-value 引数に指定した値を  Flow Label ヘッダー 
フ ィールドに持つ IPv6 パケッ ト にだけ一致するルールを指定します。
flow-label-value 引数には、0 ～ 1048575 の整数を指定できます。
SEC-208
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド

permit udp（IPv6）
コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード IPv6 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 新し く作成された IPv6 ACL にはルールは含まれません。

デバイスが IPv6 ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を評
価します。デバイスは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が満
たされる場合は、デバイスは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数はいくつかの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの
引数の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルール
を設定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して  source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レスおよび可変長サブネッ ト  マスク（VLSM）：IPv6 アド レスの後に VLSM を使用して、
ホス ト またはネッ ト ワークを送信元または宛先と して指定できます。構文は次のよ うにな り
ます。

IPv6-address/prefix-len

次に、2001:0db8:85a3:: ネッ ト ワークの IPv6 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。

switch(config-acl)# permit udp 2001:0db8:85a3::/48 any

• ホス ト  アド レス：host キーワード と  IPv6 アド レスを使用して、送信元または宛先と してホス
ト を指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

host IPv6-address

この構文は、IPv6-address/128 に相当します。

fragments （任意）非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト にだけ一致するルールを指定し
ます。デバイスは、フラグ メ ン ト拡張ヘッダーにゼロ以外のフラグ メ ン
ト  オフセッ ト が含まれるパケッ ト を、非先頭フラグ メ ン ト  パケッ ト と
見なします。TCP ポート番号などのレイヤ 4 オプシ ョ ンを指定する
ルールにはこのキーワードを指定できません。レイヤ 4 オプシ ョ ンを
評価するには、先頭フラグ メ ン ト にしか含まれない情報が必要になる
からです。

log （任意）デバイスが、ルールに一致する各パケッ ト に関する情報メ ッ
セージを生成するよ うに指定します。メ ッセージに含まれる情報は、次
のとおりです。 

• プロ ト コル

• 送信元アド レスおよび宛先アド レス  

• 送信元と宛先のポー ト番号（該当する場合）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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次に、host キーワードおよび 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 IPv6 アド レスを使用
して、source 引数を指定する例を示します。

switch(config-acl)# permit udp host 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 any

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の IPv6 アド レスであ
る こ と を指定します。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参照
して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する方
法が示されています。

UDP ポート名

udp と して protocol 引数を指定する と、port 引数には 0 ～ 65535 の整数で UDP ポート番号を指
定できます。また、次のキーワードのいずれかを指定する こ と もできます。

• biff：Biff（ メール通知、comsat、512）

• bootpc：ブー ト ス ト ラ ップ プロ ト コル（BOOTP）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 および Key Management Protocol（5）

• mobile-ip：モバイル IP 登録（434）

• nameserver：IEN116 ネーム  サービス（廃止、42）

• netbios-dgm：NetBIOS データグラム  サービス（138）

• netbios-ns：NetBIOS ネーム  サービス（137）

• netbios-ss：NetBIOS セッシ ョ ン  サービス（139）

• non500-isakmp：Internet Security Association および Key Management Protocol（45）

• ntp：ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（123）

• pim-auto-rp：PIM Auto-RP（496）

• rip：ルーテ ィ ング情報プロ ト コル（ルータ、in.routed、52）

• 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（111）

• syslog：システム  ロガー（514）

• tacacs：TAC Access Control System（49）

• talk：Talk（517）

• tftp：Trivial File Transfer Protocol（69）

• time：Time（37）

• who：Who サービス（rwho、513）

• xdmcp：X Display Manager Control Protocol（177）
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例 次に、2001:0db8:85a3:: および 2001:0db8:69f2:: のネッ ト ワークから  2001:0db8:be03:2112:: ネッ
ト ワークへ送信されるすべての UDP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、acl-lab13-ipv6 とい う名
前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list acl-lab13-ipv6 
switch(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:0db8:85a3::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 
switch(config-ipv6-acl)# permit udp 2001:0db8:69f2::/48 2001:0db8:be03:2112::/64 

次に、IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ eng_ipv6 から  IPv6 アド レス  オブジェ ク ト  グループ 
marketing_group へ送信されるすべての UDP ト ラフ ィ ッ クを許可するルールで、
ipv6-eng-to-marketing とい う名前の IPv6 ACL を設定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# ipv6 access-list ipv6-eng-to-marketing 
switch(config-ipv6-acl)# permit udp addrgroup eng_ipv6 addrgroup marketing_group 

関連コマンド コマンド 説明

deny（IPv6） IPv6 ACL に拒否ルールを設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。
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permit（MAC）
permit（MAC）
条件と一致する ト ラフ ィ ッ クを許可する  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、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

コマンド  デフォルト 新し く作成された MAC ACL にはルールは含まれません。

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチによ り  ACL の 後のルールのシーケンス番号に 
10 を足したシーケンス番号がルールに割り当てられます。

コマンド  モード MAC ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンへコマン ドを挿
入させる  permit コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

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

source ルールに一致する送信元 MAC アド レスです。この引数の指定方法の
詳細については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を
参照して ください。

destination ルールに一致する宛先 MAC アド レスです。この引数の指定方法の詳
細については、「使用上のガイ ド ラ イン」の「送信元と宛先」の説明を参
照して ください。

protocol （任意）ルールに一致するプロ ト コル番号です。有効なプロ ト コル番号
の範囲は 0x0 から  0xffff です。有効なプロ ト コル名の リ ス トは、「使用
上のガイ ド ラ イン」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 引数で指定されたサービス  
ク ラス（CoS）値が含まれるパケッ ト だけに一致するよ うに、ルールを
指定します。cos-value 引数は、0 から  7 までの整数とな り ます。

vlan vlan-id （任意）指定された VLAN ID が IEEE 802.1Q ヘッダーに含まれるパ
ケッ ト だけに一致するよ うに、ルールを指定します。vlan-id 引数は、1 
から  4094 までの整数とな り ます。
SEC-212
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド

permit（MAC）
コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチが MAC ACL をパケッ ト に適用する場合、ACL のすべてのルールについてパケッ ト を
評価します。スイ ッチは、パケッ ト によって満たされた 初の条件を採用します。複数の条件が
満たされる場合は、スイ ッチは も小さいシーケンス番号のルールを採用します。

送信元と宛先

source 引数と  destination 引数は 2 つの方法で指定できます。それぞれのルールで、これらの引数
の 1 つを指定するのに使用する メ ソ ッ ドは、他の引数の指定方法には影響しません。ルールを設
定する場合は、次のメ ソ ッ ド を使用して source 引数と  destination 引数を指定します。

• アド レス とマス ク：MAC アド レスの後にマスクを使用して、1 つのアド レスまたはアド レス
のグループを指定できます。構文は次のよ うにな り ます。

MAC-address MAC-mask 

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

switch(config-acl)# permit 00c0.4f03.0a72 0000.0000.0000 any 

次に、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。

switch(config-acl)# permit any 0060.3e00.0000 0000.0000.0000 

• 任意のアド レス：any キーワードを使用して、送信元または宛先が任意の MAC アド レスであ
る こ と を指定できます。any キーワードを使用する例については、このセクシ ョ ンの例を参
照して ください。それぞれの例で、any キーワードを使用して送信元または宛先を指定する
方法が示されています。

MAC プロ ト コル

protocol 引数は、MAC プロ ト コル番号またはキーワードを指定します。プロ ト コル番号は、先頭
に 0x が付く  4 バイ ト の 16 進数です。有効なプロ ト コル番号の範囲は 0x0 から  0xffff です。有効
なキーワードは、次のとおりです。

• aarp：Appletalk ARP（0x80f3）

• appletalk：Appletalk（0x809b）

• decnet-iv：DECnet Phase IV（0x6003）

• diagnostic：DEC Diagnostic Protocol（0x6005）

• etype-6000：Ethertype 0x6000（0x6000）

• etype-8042：Ethertype 0x8042（0x8042）

• lat：DEC LAT（0x6004）

• lavc-sca：DEC LAVC、SCA（0x6007）

• mop-console：DEC MOP リ モー ト  コンソール（0x6002）

• mop-dump：DEC MOP ダンプ（0x6001）

• vines-echo：VINES エコー（0x0baf）

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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permit（MAC）
例 次に、mac-filter とい う  MAC ACL を作成し、2 つの MAC アド レス  グループ間で 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。

switch(config)# mac access-list mac-filter 
switch(config-mac-acl)# permit 00c0.4f00.0000 0000.00ff.ffff 0060.3e00.0000 0000.00ff.ffff
switch(config-mac-acl)# 

関連コマンド コマンド 説明

deny（MAC） MAC ACL に拒否ルールを設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

remark ACL に リ マークを設定します。

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
permit interface
ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シー のインターフェイスを追加するには、permit 
interface コマン ドを使用します。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。

permit interface interface-list

no permit interface

構文の説明

コマンド  デフォルト すべてのインターフェイス

コマンド  モード インターフェイス  ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン permit interface 文を機能させるには、次の例にあるよ うに、コマン ド  ルールを設定してインター
フェイス  アクセスを許可する必要があ り ます。

switch(config-role)# rule number permit command configure terminal ; interface * 

例 次に、ユーザ ロール インターフェイス  ポ リ シーのインターフェイスの範囲を設定する例を示し
ます。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# interface policy deny 
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 1/2 - 8 

次に、ユーザ ロール インターフェイス  ポ リ シーのインターフェイスの リ ス ト を設定する例を示
します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# interface policy deny 
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 1/1, ethernet 1/3, ethernet 1/5 

次に、ユーザ ロール インターフェイス  ポ リ シーからインターフェイスを削除する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# interface policy deny 
switch(config-role-interface)# no permit interface ethernet 1/2 

interface-list ユーザ ロールがアクセスを許可されているインターフェイスの リ ス
ト です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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permit interface
関連コマンド コマンド 説明

interface policy deny ユーザ ロールのインターフェイス  ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始します。

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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permit vlan
ユーザ ロール VLAN ポ リ シー に VLAN を追加するには、permit 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。

permit vlan vlan-list

no permit vlan

構文の説明

コマンド  デフォルト すべての VLAN

コマンド  モード VLAN ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン permit vlan 文を機能させるには、次の例にあるよ うに、コマン ド  ルールを設定して VLAN アク
セスを許可する必要があ り ます。

switch(config-role)# rule number permit command configure terminal ; vlan * 

例 次に、ユーザ ロール VLAN ポ リ シーの VLAN の範囲を設定する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vlan policy deny 
switch(config-role-vlan)# permit vlan 1-8 

次に、ユーザ ロール VLAN ポ リ シーの VLAN の リ ス ト を設定する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vlan policy deny 
switch(config-role-vlan)# permit vlan 1, 10, 12, 20 

次に、ユーザ ロール VLAN ポ リ シーから  VLAN を削除する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vlan policy deny 
switch(config-role-vlan)# no permit vlan 2 

vlan-list ユーザ ロールがアクセスを許可されている  VLAN の リ ス ト です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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permit vlan
関連コマンド コマンド 説明

vlan policy deny ユーザ ロールの VLAN ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開
始します。

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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permit vrf
ユーザ ロール VRF ポ リ シーに仮想ルーテ ィ ング/転送インスタンス（VRF）を追加するには、
permit vrf コマン ドを使用します。VRF を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

permit vrf vrf-list 

no permit vrf 

構文の説明

コマンド  デフォルト すべての VRF

コマンド  モード VRF ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロール VRF ポ リ シーの VRF 範囲を設定する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vrf policy deny 
switch(config-role-vrf)# permit vrf management 

関連コマンド

vrf-list ユーザ ロールがアクセスを許可されている  VRF の リ ス ト です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

vrf policy deny ユーザ ロールの VRF ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始
します。

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
SEC-219
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

P コマンド
permit vsan
permit vsan
ユーザ ロールに VSAN ポ リ シーへのアクセスを許可するには、permit vsan コマン ドを使用しま
す。ユーザ ロールのデフォル ト の VSAN ポ リ シー設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使
用します。

permit vsan vsan-list

no permit vsan vsan-list

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドは、vsan policy deny コマン ドを使用して VSAN ポ リ シーを拒否した後にのみイ
ネーブルにな り ます。

例 次に、ユーザ ロールに VSAN ポ リ シーへのアクセスを許可する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vsan policy deny 
switch(config-role-vsan)# permit vsan 10, 12, 100-104 
switch(config-role-vsan)# 

関連コマンド

vsan-list ユーザ ロールがアクセスできる  VSAN の範囲です。有効な範囲は 1 ～ 
4093 です。

次の区切り記号を使用して範囲を区切る こ とができます。

• , は、1-5, 10, 12, 100-201 のよ うに複数の範囲を区切る記号です。

• - は、101-201 のよ うに範囲を区切る記号です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

vsan policy deny ユーザの VSAN ポ リ シーへのアクセスを拒否します。

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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この章では、R で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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radius-server deadtime
 Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチにすべての 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 の設定に戻すには、このコマン ド
の no 形式を使用します。

radius-server deadtime minutes 

no radius-server deadtime minutes 

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デッ ド タ イム  インターバルは、以前応答しなかった RADIUS サーバをスイ ッチがチェ ッ クする
前の分数です。 

（注） アイ ドル タ イム  インターバルが 0 分の場合、RADIUS サーバの定期的なモニタ リ ングは実行さ
れません。

例 次に、すべての RADIUS サーバのグローバル デッ ド タ イム  インターバルを設定して、定期的な
モニタ リ ングを実行する例を示します。

switch(config)# radius-server deadtime 5 

次に、すべての RADIUS サーバのグローバル デッ ド タ イム  インターバルをデフォル ト に戻し
て、定期的なサーバ モニタ リ ングをディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no radius-server deadtime 5 

関連コマンド

minutes デッ ド タイム インターバルの分数です。有効な範囲は 1 ～ 1440 分です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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 directed-request
ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できるよ うにするには、
radius-server directed request コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

radius-server directed-request

no radius-server directed-request

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 設定された RADIUS サーバ グループに認証要求を送信します。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン ログイン中に username@vrfname:hostname を指定できます。vrfname は使用する  VRF で hostname 
は設定された RADIUS サーバです。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。

switch(config)# radius-server directed-request 

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の RADIUS サーバに送信できないよ うにする例を
示します。

switch(config)# no radius-server directed-request 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show radius-server 
directed-request

転送された要求 RADIUS サーバ設定を表示します。
SEC-223
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

R コマンド
radius-server host
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 の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} 
[key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting] 
[acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count] 
[test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds [retransmit count]] 

no radius-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address}
[key [0 | 7] shared-secret [pac]] [accounting] 
[acct-port port-number] [auth-port port-number] [authentication] [retransmit count]
[test {idle-time time | password password | username name}]
[timeout seconds [retransmit count]] 

構文の説明 hostname RADIUS サーバ Domain Name Server（DNS）名です。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 IPv4 アド レスです。

ipv6-address X:X:X:X 形式の RADIUS サーバ IPv6 アド レスです。

key （任意）RADIUS サーバ事前共有秘密鍵を設定します。 

0 （任意）RADIUS ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、平文
で指定された事前共有鍵を設定します。これはデフォル ト です。

7 （任意）RADIUS ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、暗号
文で指定された事前共有鍵（7 で表示）を設定します。

shared-secret RADIUS ク ラ イアン ト とサーバ間の通信を認証する事前共有キー。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 と共に使用する  RADIUS Cisco ACS サーバの保
護されたアクセス資格情報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。
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。範囲は 0 ～ 
65535 です。

authentication （任意）認証を設定します。

retransmit count （任意）スイ ッチ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。有効範囲は 1 ～ 5 回で、デフォ
ル トは 1 回です。

test （任意）RADIUS サーバにテス ト  パケッ ト を送信するよ うパラ メータ
を設定します。

idle-time time サーバをモニタ リ ングするための時間間隔を分で指定します。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
コマンド  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：0
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

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

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 サーバ認証とアカウンテ ィ ング  パラ メータを設定する例を示します。

switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 key HostKey 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 auth-port 2003 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 acct-port 2004 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 accounting 
switch(config)# radius-server host radius2 key 0 abcd 
switch(config)# radius-server host radius3 key 7 1234 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 test idle-time 10 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 test username tester 
switch(config)# radius-server host 192.168.2.3 test password 2B9ka5 

関連コマンド

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）を設定します。デ
フォル トは 1 秒で、有効な範囲は 1 ～ 60 秒です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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 key
radius-server key
RADIUS 共有秘密鍵を設定するには、radius-server key コマン ドを使用します。共有秘密鍵を削
除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

radius-server key [0 | 7] shared-secret

no radius-server key [0 | 7] shared-secret

構文の説明

コマンド  デフォルト ク リ ア  テキス ト認証

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン RADIUS 事前共有鍵を設定して、RADIUS サーバに対してスイ ッチを認証する必要があ り ます。
鍵の長さは 65 文字に制限されており、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）。グローバル鍵は、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。radius-server host コマン ドで key キーワードを使用する
こ とでこのグローバル鍵の割り当てを上書きできます。

例 次に、さまざまなシナ リ オを提供して  RADIUS 認証を設定する例を示します。

switch(config)# radius-server key AnyWord 
switch(config)# radius-server key 0 AnyWord 
switch(config)# radius-server key 7 public pac 

関連コマンド

0 （任意）RADIUS ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、平文
で指定された事前共有鍵を設定します。

7 （任意）RADIUS ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、暗号
文で指定された事前共有鍵を設定します。

shared-secret RADIUS ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証するのに使用する
事前共有鍵を設定します。事前共有キーには、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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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 retransmit
radius-server retransmit 
スイ ッチが 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 の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

radius-server retransmit count 

no radius-server retransmit count 

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

例 次に、RADIUS サーバへの再送信回数を設定する例を示します。

switch(config)# radius-server retransmit 3 

次に、RADIUS サーバへの再送信回数をデフォル ト に戻す例を示します。

switch(config)# no radius-server retransmit 3 

関連コマンド

count スイ ッチがローカル認証に戻る前に RADIUS サーバ（複数可）への接
続試行を行う回数です。有効値は 1 ～ 5 回です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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-server timeout
RADIUS サーバへの再送信間隔を指定するには、radius-server timeout コマン ドを使用します。
デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

radius-server timeout seconds

no radius-server timeout seconds

構文の説明

コマンド  デフォルト 1 秒

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

例 次に、タ イムアウ ト  インターバルを設定する例を示します。

switch(config)# radius-server timeout 30 

次に、時間間隔をデフォル ト に戻す例を示します。

switch(config)# no radius-server timeout 30 

関連コマンド

seconds RADIUS サーバに再送信する間隔の秒数です。有効な範囲は 1 ～ 60 秒
です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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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remark
remark
コ メ ン ト を  IPv4 または MAC アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）に入力するには、remark コ
マン ドを使用します。remark コマン ドを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

[sequence-number] remark remark 

no {sequence-number | remark remark} 

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト では、リ マークは ACL に含まれません。

コマンド  モード IPv4 ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード
MAC ACL コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン remark 引数は、 大 100 文字まで可能です。remark 引数に 101 文字以上を入力した場合、スイ ッ
チは 初の 100 文字を受け入れ、それ以外の文字はド ロ ップします。

例 次に、IPv4 ACL で リ マークを作成して結果を表示する例を示します。

switch(config)# ip access-list acl-ipv4-01 
switch(config-acl)# 100 remark this ACL denies the marketing department access to the lab 
switch(config-acl)# show access-list acl-ipv4-01 

sequence-number （任意）スイ ッチにアクセス  リ ス ト の番号ポジシ ョ ンにコマン ドを挿
入させる  remark コマン ドのシーケンス番号です。シーケンス番号は、
ACL 内のルールの順番を維持します。

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

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

シーケンス番号を指定しない場合は、スイ ッチがルールを  ACL の 後
に追加して、その前のルールのシーケンス番号に 10 を足したシーケン
ス番号を割り当てます。

resequence コマン ドを使用して、リ マーク とルールにシーケンス番号
を再度割り当てます。

remark リ マークのテキス ト です。この引数は、 大 100 文字まで可能です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
SEC-229
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

R コマンド
remark
関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

show access-list すべての ACL または 1 つの ACL を表示します。
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resequence
シーケンス番号をアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）またはタ イム  レンジのすべてのルール
に再割り当てするには、resequence コマン ドを使用します。

resequence [ip | ipv6 | mac] access-list access-list-name starting-number increment

resequence time-range time-range-name starting-number increment

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン resequence コマン ドを使用する と、ACL のルールまたはタイム  レンジにシーケンス番号を再割
り当てする こ とができます。 初のルールの新しいシーケンス番号は、starting-number 引数に
よって決定されます。追加される各ルールは、increment 引数が決定する新しいシーケンス番号を
受け取り ます。 も大きいシーケンス番号が使用可能な 大シーケンス番号を超える場合は、
シーケンシングが発生せず、次のメ ッセージが表示されます。

ERROR: Exceeded maximum sequence number.

大シーケンス番号は 4294967295 です。

例 次に、開始シーケンス番号が 100 で番号が 10 ずつ増えていく  ip-acl-01 とい う名前の IPv4 ACL 
の リ シーケンスを行い、show ip access-lists コマン ドを使用して、resequence コマン ドの使用の
前後でシーケンス番号を確認する例を示します。

switch(config)# show ip access-lists ip-acl-01 

IP access list ip-acl-01 

ip

ipv6

mac

ACL のタイプです。

access-list 
access-list-name

ACL 名を指定します。

time-range 
time-range-name

タ イム  レンジ名を指定します。

starting-number ACL またはタイム  レンジの 初のルールのシーケンス番号です。

increment 後続の各シーケンス番号にスイ ッチが加算する数です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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resequence
7 permit tcp 128.0.0/16 any eq www 
10 permit udp 128.0.0/16 any 
13 permit icmp 128.0.0/16 any eq echo 
17 deny igmp any any 

switch(config)# resequence ip access-list ip-acl-01 100 10 
switch(config)# show ip access-lists ip-acl-01 

IP access list ip-acl-01 
100 permit tcp 128.0.0/16 any eq www 
110 permit udp 128.0.0/16 any 
120 permit icmp 128.0.0/16 any eq echo 
130 deny igmp any any 

switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL または特定の ACL を表示します。
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role feature-group name
ユーザ ロール機能グループを作成または指定して、ユーザ ロール機能グループ コンフ ィギュ
レーシ ョ ン  モードを開始するには、role feature-group name コマン ドを使用します。ユーザ ロー
ル機能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。

role feature-group name group-name 

no role feature-group name group-name 

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロール機能グループを作成してユーザ ロール機能グループ コンフ ィギュレーシ ョ
ン  モードを開始する例を示します。 

switch(config)# role feature-group name MyGroup 
switch(config-role-featuregrp)# 

次に、ユーザ ロール機能グループを削除する例を示します。 

switch(config)# no role feature-group name MyGroup 
switch(config)#

関連コマンド

group-name ユーザ ロール機能グループ名です。group-name は 大 32 文字までの
英数字が可能で、大文字小文字が区別されます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

feature-group name ユーザ ロール機能グループを作成または指定して、ユーザ ロール機能
グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始します。

show role 
feature-group

ユーザ ロール機能グループを表示します。
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role name
ユーザ ロールを作成または指定して、ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始する
には、role name コマン ドを使用します。ユーザ 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 | default-role | privilege-role}

no role name {role-name | default-role | privilege-role} 

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

role name ユーザ ロール名です。role-name は 大 16 文字までの英数字が可能で、
大文字小文字が区別されます。

default-role デフォル ト のユーザ ロール名を指定します。

privilege-role 特権のあるユーザ ロール。次のいずれかの値にな り ます。

• priv-0

• priv-1

• priv-2

• priv-3

• priv-4

• priv-5

• priv-6

• priv-7

• priv-8

• priv-9

• priv-10

• priv-11

• priv-12

• priv-13

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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role name
使用上のガイド ライン Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチは、次のデフォル ト  ユーザ ロールを提供します。 

• ネッ ト ワーク管理者：スイ ッチ全体への完全な リード /ラ イ ト  アクセス  

• スイ ッチ全体への完全な リード  アクセス

デフォル ト のユーザ ロールは、変更または削除できません。

特権レベルのロールを表示するには、feature privilege コマン ドを使用して TACACS+ サーバで
のコマン ド認可にロールの累積権限をイネーブルにする必要があ り ます。権限ロールは、レベル
が低い方の権限ロールの権限を継承します。

例 次に、ユーザ ロールを作成してユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始する例を示
します。 

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# 

次に、特権レベル 1 のユーザ ロールを作成して、ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード
を開始する例を示します。 

switch(config)# role name priv-1 
switch(config-role)#

次に、ユーザ ロールを削除する例を示します。 

switch(config)# no role name MyRole 

関連コマンド コマンド 説明

feature privilege TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロールの累積権限をイ
ネーブルにします。

rule ユーザ ロールのルールを設定します。

show role ユーザ ロールを表示します。
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rollback running-config
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンをロールバッ クするには、rollback running-config コマン ドを使用
します。

rollback running-config {checkpoint checkpoint-name | file {bootflash: | 
volatile:}[//server][directory/][filename] [atomic] [verbose]}

構文の説明

（注） filesystem://server/directory/filename ス ト リ ングにはスペースを含める こ とはできません。この文
字列の各要素は、コロン（:）と ス ラ ッシュ（/）で区切り ます。

コマンド  デフォルト ア ト ミ ッ ク  ロールバッ ク

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

checkpoint 実行コンフ ィギュレーシ ョ ンがチェ ッ クポイン ト にロールバッ ク さ
れるよ う指定します。

checkpoint-name チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

file 実行コンフ ィギュレーシ ョ ンがコンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルに
ロールバッ ク されるよ う指定します。

bootflash: 書き込み可能なブート フラ ッシュ  ローカル ス ト レージ ファ イル シ
ステムを指定します。

volatile: 揮発性の書き込み可能なローカル ス ト レージ ファ イル システムを指
定します。

//server サーバ名を指定します。有効な値は ///、//module-1/、//sup-1/、
//sup-active/、または //sup-local/ です。2 個のスラ ッシュ（//）を含む必
要があ り ます。

directory/ 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 チェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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。

atomic （任意）パッチの適用中に初めて失敗する と、ロールバッ ク実行を中止
するよ うに指定します。これは、デフォル ト のモードです。

verbose （任意）ロールバッ ク実行手順がロールバッ ク操作中に表示されるよ
うに指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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rollback running-config
使用上のガイド ライン チェ ッ クポイン ト名またはファ イルにロールバッ クできます。ロールバッ クする前に、show diff 
rollback-patch コマンドを使用して、現在のコンフ ィギュレーシ ョ ンまたは保存されているコン
フ ィギュレーシ ョ ンを参照している送信元と宛先のチェ ッ クポイン ト間の差異を表示できます。

指定されたチェ ッ クポイン トへのロールバッ クがチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ンに
システムのアクテ ィブ コンフ ィギュレーシ ョ ンを復元します。

ブー ト フラ ッシュ時のファ イルへのロールバッ クは、checkpoint checkpoint_name コマン ドを使
用して作成されたファ イルでのみサポート されます。他の ASCII タ イプのファ イルではサポー
ト されません。

（注） atomic ロールバッ ク中に設定を変更する と、ロールバッ クは失敗します。手動でエラーを修正
し、rollback コマン ドを実行する必要があ り ます。

例 次に、verbose モードで chkpnt-1 とい う名前のチェ ッ クポイン ト に実行コンフ ィギュレーシ ョ ン
をロールバッ クする例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# rollback running-config chkpnt-1 verbose 
Note: Applying config parallelly may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Rollback Patch is Empty

Rollback completed successfully.

switch# 

次に、ブート フラ ッシュ  ス ト レージ システムの chkpnt_configSep9-1.txt とい うチェ ッ クポイン
ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルに実行コンフ ィギュレーシ ョ ンをロールバッ クする例を
示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
switch# rollback running-config file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト にスイ ッチをロールバッ ク し
ます。

show checkpoint チェ ッ クポイン ト情報を表示します。
SEC-237
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

R コマンド
rollback running-config
show diff 
rollback-patch 
checkpoint

現在のチェ ッ クポイン ト と保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンの差異
を表示します。

show diff 
rollback-patch file

現在のチェ ッ クポイン ト  ファ イルと保存済みコンフ ィギュレーシ ョ
ンの差異を表示します。

show diff 
rollback-patch 
running-config

現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みチェ ッ クポイン ト  コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示します。

コマンド 説明
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rule
ユーザ ロールのルールを設定するには、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} {command command-string | {read | read-write} [feature 
feature-name | feature-group group-name]}

no rule number

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン ロールご とに 大 256 のルールを設定できます。

指定したルール番号は、ルールが適用される順番を決定します。ルールは降順で適用されます。
たとえば、ロールに 3 つのルールがある場合、ルール 3、ルール 2、ルール 1 の順に適用されます。

拒否（deny）ルールは、どの権限ロールにも追加できません（特権レベル 0（priv-0）のロールを除き
ます）。

例 次に、ユーザ ロールにルールを追加する例を示します。 

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# rule 1 deny command clear users 
switch(config-role)# rule 1 permit read-write feature-group L3 

number ルールのシーケンス番号です。スイ ッチは、 も大きい値を持つルール
を 初に適用し、次に降順で適用していきます。

deny コマン ド または機能へのアクセスを拒否します。

permit コマン ド または機能へのアクセスを許可します。

command 
command-string

コマン ド  ス ト リ ングを指定します。コマン ド文字列は 大 128 文字
で、スペースを含める こ とができます。

read リード  アクセスを指定します。

read-write リード /ラ イ ト  アクセスを指定します。

feature feature-name （任意）機能名を指定します。show role feature コマン ドを使用して、ス
イ ッチの機能名を一覧します。

feature-group 
group-name

（任意）機能グループを指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
SEC-239
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

R コマンド
rule
次に、特権レベル 0 のユーザ ロールにルールを追加する例を示します。 

switch(config)# role name priv-0 
switch(config-role)# rule 1 deny command clear users 
switch(config-role)# 

次に、ユーザ ロールからルールを削除する例を示します。 

switch(config)# role MyRole 
switch(config-role)# no rule 10 

関連コマンド コマンド 説明

role name ユーザ ロール名を作成または指定して、ユーザ ロール コンフ ィギュ
レーシ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロールを表示します。
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この章では、S で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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server
RADIUS または TACACS+ サーバ グループにサーバを追加するには、server コマン ドを使用し
ます。サーバ グループから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 | ipv6-address | hostname}

no server {ipv4-address | ipv6-address | hostname}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

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  モード
TACACS+ サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン サーバ グループに 大 64 のサーバを設定できます。

aaa group server radius コマン ドを使用して RADIUS サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始するか、または aaa group server tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ サーバ グ
ループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始します。 

サーバが見つからない場合は、radius-server host コマン ド または tacacs-server host コマン ドを
使用してサーバを設定します。

（注） TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、RADIUS サーバ グループにサーバを追加する例を示します。

switch(config)# aaa group server radius RadServer 
switch(config-radius)# server 192.168.1.1 

次に、RADIUS サーバ グループからサーバを削除する例を示します。

switch(config)# aaa group server radius RadServer 
switch(config-radius)# no server 192.168.1.1 

ipv4-address A.B.C.D 形式のサーバ IPv4 アド レスです。

ipv6-address X:X:X::X 形式のサーバ IPv6 アド レスです。

hostname 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。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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次に、TACACS+ サーバ グループにサーバを追加する例を示します。

switch(config)# feature tacacs+ 
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer 
switch(config-tacacs+)# server 192.168.2.2 

次に、TACACS+ サーバ グループからサーバを削除する例を示します。

switch(config)# feature tacacs+ 
switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer 
switch(config-tacacs+)# no server 192.168.2.2 

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。

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

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-server host TACACS+ サーバを設定します。
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ssh
IPv4 を使用してセキュア  シェル（SSH）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 | default | management}] 

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト  VRF

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチは SSH バージ ョ ン  2 をサポート しています。

例 IPv4 を使用して SSH セッシ ョ ンを開始する例を示します。 

switch# ssh 192.168.1.1 vrf management 

関連コマンド

username （任意）SSH セッシ ョ ンのユーザ名です。ユーザ名は、大文字と小文字の
区別がな く、 大文字数は 64 です。 

ipv4-address リ モー ト  ホス ト の IPv4 アド レスです。

hostname リ モー ト  ホス ト のホス ト名です。ホス ト名は、大文字と小文字が区別
され、 大文字数は 64 です。

vrf vrf-name （任意）SSH セッシ ョ ンで使用する仮想ルーティングおよび転送（VRF）名
を指定します。この名前には 大 32 文字までの英数字を指定できます。

default デフォル ト  VRF を指定します。 

management 管理 VRF を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

clear ssh session SSH セッシ ョ ンを消去します。

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。

ssh6 IPv6 アド レ ッシングを使用して  SSH セッシ ョ ンを開始します。
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ssh6
IPv6 を使用してセキュア  シェル（SSH）セッシ ョ ンを作成するには、ssh6 コマン ドを使用します。 

ssh6 [username@]{ipv6-address | hostname} [vrf {vrf-name | default | management}] 

構文の説明

コマンド  デフォルト デフォル ト  VRF

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチは SSH バージ ョ ン  2 をサポート しています。

例 IPv6 を使用して SSH セッシ ョ ンを開始する例を示します。 

switch# ssh6 2001:0DB8::200C:417A vrf management 

関連コマンド

username （任意）SSH セッシ ョ ンのユーザ名です。ユーザ名は、大文字と小文字の
区別がな く、 大文字数は 64 です。

ipv6-address リ モー ト  ホス ト の IPv6 アド レスです。

hostname リ モー ト  ホス ト のホス ト名です。ホス ト名は、大文字と小文字が区別
され、 大文字数は 64 です。

vrf vrf-name （任意）SSH IPv6 セッシ ョ ンで使用する仮想ルーテ ィ ングおよび転送
（VRF）名を指定します。この名前には 大 32 文字までの英数字を指定
できます。

default デフォル ト  VRF を指定します。 

management 管理 VRF を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

clear ssh session SSH セッシ ョ ンを消去します。

ssh IPv4 アド レ ッシングを使用して  SSH セッシ ョ ンを開始します。

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。
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ssh key
セキュア  シェル（SSH）サーバ鍵を作成するには、ssh key コマン ドを使用します。SSH サーバ鍵
を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ssh key {dsa [force] | rsa [length [force]]}

no ssh key [dsa | rsa]

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン Cisco NX-OS ソフ ト ウェアは SSH バージ ョ ン  2 をサポート しています。

SSH サーバ鍵を削除または交換する場合は、no ssh server enable  コマン ドを使用して 初に 
SSH サーバ鍵をディセーブルにする必要があ り ます。

例 次に、デフォル ト のキー長を使用して RSA サーバ鍵を作成する例を示します。 

switch(config)# ssh key rsa 

次に、指定したキー長を使用して  RSA サーバ鍵を作成する例を示します。 

switch(config)# ssh key rsa 768 

次に、強制オプシ ョ ンを使用して  RSA サーバ鍵を交換する例を示します。 

switch(config)# no ssh server enable 
switch(config)# ssh key dsa force 
switch(config)# ssh server enable 

次に、DSA SSH サーバ鍵を削除する例を示します。 

switch(config)# no ssh server enable 
switch(config)# no ssh key dsa 
switch(config)# ssh server enable 

dsa Digital System Algorithm（DSA）SSH サーバ キーを指定します。

force （任意）以前のイベン ト が存在する場合に、DSA SSH 鍵イベン ト を強制
的に生成します。

rsa Rivest, Shamir, Adelman（RSA）公開鍵暗号 SSH サーバ鍵を指定します。

length （任意）SSH サーバ鍵を作成する と きに使用するビッ ト数です。有効な
範囲は 768 ～ 2048 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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次に、すべての SSH サーバ鍵を削除する例を示します。 

switch(config)# no ssh server enable 
switch(config)# no ssh key 
switch(config)# ssh server enable 

関連コマンド コマンド 説明

show ssh key SSH サーバ鍵の情報を表示します。

ssh server enable SSH サーバをイネーブルにします。
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ssh server enable
セキュア  シェル（SSH）サーバをイネーブルにするには、ssh server enable コマン ドを使用しま
す。SSH サーバをディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ssh server enable

no ssh server enable

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 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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチは SSH バージ ョ ン  2 をサポート しています。

例 次に、SSH サーバをイネーブルにする例を示します。 

switch(config)# ssh server enable 

次に、SSH サーバをディセーブルにする例を示します。 

switch(config)# no ssh server enable 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show ssh server SSH サーバ鍵の情報を表示します。
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storm-control level
ト ラフ ィ ッ ク  ス トーム  コン ト ロールの抑制レベルを設定するには、storm-control level コマン ド
を使用します。抑制モードをオフにするかデフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形
式を使用します。

storm-control {broadcast | multicast | unicast} level percentage[.fraction]

no storm-control {broadcast | multicast | unicast} level

構文の説明

コマンド  デフォルト すべてのパケッ ト が渡されます。

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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン storm-control level コマン ドを入力して、インターフェイスの抑制レベルをイネーブルにして、
ト ラフ ィ ッ ク  ス トーム  コン ト ロール レベルを設定し、インターフェイスでイネーブルにされて
いるすべての ト ラフ ィ ッ ク  ス トーム  コン ト ロール モードに ト ラフ ィ ッ ク  ス トーム  コン ト ロー
ル レベルを適用します。

フラ クシ ョナル抑制レベルを入力する場合には、ピ リオド（.）が必要です。

抑制レベルは、総帯域幅のパーセンテージです。100 パーセン ト のしきい値は、ト ラフ ィ ッ クに制
限がないこ とを意味します。0 または 0.0（フ ラ クシ ョナル）パーセン ト のし きい値は、指定した ト
ラフ ィ ッ クがポート でブロ ッ ク される こ と を意味します。

show interfaces counters storm-control コマン ドを使用して、廃棄カウン ト を表示します。 

次のメ ソ ッ ドの 1 つを使用して、指定した ト ラフ ィ ッ ク  タ イプの抑制をオフにします。 

• 指定した ト ラフ ィ ッ ク  タ イプのレベルを  100 パーセン ト に設定します。

• このコマン ドの no 形式を使用します。 

broadcast ブロードキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを指定します。

multicast マルチキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを指定します。

unicast ユニキャス ト  ト ラフ ィ ッ クを指定します。

level percentage 抑制レベルの割合を指定します。有効値は 0 ～ 100 パーセン ト です。

fraction （任意）抑制レベルのフラ クシ ョ ンです。有効な範囲は 0 ～ 99 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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例 次に、ブロードキャス ト  ト ラフ ィ ッ クの抑制をイネーブルにして、抑制しきい値レベルを設定す
る例を示します。

switch(config-if)# storm-control broadcast level 30 

マルチキャス ト  ト ラフ ィ ッ クの抑制モードをディセーブルにする例を示します。

switch(config-if)# no storm-control multicast level 

関連コマンド コマンド 説明

show interface インターフェイスのス トーム コン ト ロール抑制カウンタを表示します。

show running-config 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

この章では、Cisco NX-OS セキュ リ テ ィの show コマン ドについて説明します。
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show コマンド
show aaa accounting
show aaa accounting
認証、許可、アカウンティング（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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、アカウンテ ィ ング  ログの設定を表示する例を示します。

switch# show aaa accounting 
         default: local
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa accounting default アカウンテ ィ ングの AAA 方式を設定します。
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show コマンド
show aaa authentication
show aaa authentication
認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）の認証設定情報を表示するには、show aaa authentication コ
マン ドを使用します。

show aaa authentication login [error-enable | mschap] 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、設定されている認証パラ メータを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication 
         default: group t1
         console: group t1
switch#

次に、認証ログイン  エラー イネーブル コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication login error-enable 
disabled
switch#

次に、認証ログイン  MS-CHAP コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show aaa authentication login mschap 
MSCHAP is disabled
switch#

関連コマンド

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。

mschap （任意）認証ログイン  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（MS-CHAP）イネーブル コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示し
ます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa authentication AAA 認証方式を設定します。
SEC-253
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

show コマンド
show aaa authorization
show aaa authorization
AAA 認可設定情報を表示するには、show aaa authorization コマン ドを使用します。 

show aaa authorization [all] 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 次に、設定されている認可方式を表示する例を示します。

switch# show aaa authorization 
AAA command authorization:
         default authorization for config-commands: none

switch# 

関連コマンド

all （任意）設定されている値とデフォル ト の値を表示します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

aaa authorization 
commands default

EXEC コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設定します。

aaa authorization 
config-commands 
default

コンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドでデフォル ト  AAA 認可方式を設
定します。
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show コマンド
show aaa groups
show aaa groups
認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示するには、
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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

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。

switch# show aaa groups 
radius
t1
tacacs
rad1
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成します。
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show コマンド
show aaa user
show aaa user
リ モー ト認証の認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）サーバ管理者によ り割り当てられるデフォ
ル ト  ロールのステータスを表示するには、show aaa user コマン ドを使用します。

show aaa user default-role

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 次に、リ モー ト認証の AAA サーバ管理者によ り割り当てられるデフォル ト  ロールのステータス
を表示する例を示します。

switch# show aaa user default-role 
enabled
switch# 

関連コマンド

default-role デフォル ト  AAA ロールのステータスを表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa user default-role リ モー ト認証のデフォル ト  ユーザを設定します。 

show aaa 
authentication

AAA 認証情報を表示します。
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show コマンド
show access-lists
show access-lists
すべての IPv4 および MAC アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）または特定の ACL を表示する
には、show access-lists コマン ドを使用します。

show access-lists [access-list-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、スイ ッチはすべての ACL を表
示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチ上のすべての IPv4 ACL および MAC ACL を表示する例を示します。

switch# show access-lists 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

switch# show access-lists 

IP access list BulkData
        10 deny ip any any
IP access list CriticalData
        10 deny ip any any
IP access list Scavenger
        10 deny ip any any
MAC access list acl-mac
        10 permit any any
IP access list denyv4
        20 deny ip 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 fragments
        30 permit udp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 lt 400
        40 permit icmp any any router-advertisement
        60 deny tcp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 syn
        70 permit igmp any any host-report
        80 deny tcp any any rst
        90 deny tcp any any ack
        100 permit tcp any any fin
        110 permit tcp any gt 300 any lt 400
        130 deny tcp any range 200 300 any lt 600
        140 deny tcp any range 200 300 any lt 600
IP access list dot
        statistics per-entry
        10 permit ip 20.1.1.1 255.255.255.0 20.10.1.1 255.255.255.0 precedence f

access-list-name （任意）ACL の名前。名前では 大で 64 文字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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show access-lists
lash-override
        20 deny ip 20.1.1.1/24 20.10.1.1/24 fragments
        30 permit tcp any any fragments
        40 deny tcp any eq 400 any eq 500
IP access list ipPacl
        statistics per-entry
        10 deny tcp any eq 400 any eq 500
IP access list ipv4
        10 permit ip 10.10.10.1 225.255.255.0 any fragments
        20 permit ip any any dscp ef
IP access list ipv4Acl
        10 permit ip 10.10.10.1/32 10.10.10.2/32
MAC access list test
        statistics per-entry
        10 deny 0000.1111.2222 0000.0000.0000 0000.1111.3333 ffff.0000.0000
IP access list voice
        10 remark - avaya rtp range
        20 permit udp any range 49072 50175 any range 49072 50175 dscp ef
        30 permit udp any range 49072 50175 any range 50176 50353 dscp ef
        40 permit udp any range 50176 50353 any range 49072 50175 dscp ef
        50 permit udp any range 50176 50353 any range 50176 50353 dscp ef
        60 permit udp any range 2048 2815 any range 2048 2815 dscp ef
        70 permit udp any range 2048 2815 any range 2816 3028 dscp ef
        80 permit udp any range 2816 3028 any range 2816 3028 dscp ef
        90 permit udp any range 2816 3028 any range 2048 2815 dscp ef
        100 remark -- cisco rtp range
switch#

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

mac access-list MAC ACL を設定します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。

show mac access-lists すべての MAC ACL または特定の MAC ACL 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] [end-time year month day 
HH:MM:SS]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

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。

switch# show accounting log 

Cisco NX-OS Release では、このコマン ドによ り次の出力が表示されます。

switch# show accounting log 

Mon Aug 16 09:37:43 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface vfc3 ; bind interface Ethernet1/12 (SUCCESS)
Mon Aug 16 09:38:20 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface vfc3 ; no shutdown (REDIRECT)
Mon Aug 16 09:38:20 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=Inte
rface vfc3 state updated to up
Mon Aug 16 09:38:20 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface vfc3 ; no shutdown (SUCCESS)
Mon Aug 16 09:38:20 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface vfc3 ; no shutdown (SUCCESS)
Mon Aug 16 09:48:05 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface Ethernet2/1 (SUCCESS)
Mon Aug 16 09:55:27 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; vtp mode client (FAILURE)
Mon Aug 16 09:55:35 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; vtp mode server (FAILURE)
Mon Aug 16 10:03:46 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; no vtp mode (FAILURE)
Mon Aug 16 10:04:11 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf

size （任意）表示するログの量（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）開始時刻を指定します。year 引数は yyyy 形式です。month は 3 文
字の英語略称の月名です。有効な day 引数の範囲は 1 ～ 31 です。
HH:MM:SS 引数は、標準的な 24 時間形式です。

end-time year month 
day HH:MM:SS

（任意）終了時刻を指定します。year 引数は yyyy 形式です。month は 3 文
字の英語略称の月名です。有効な day 引数の範囲は 1 ～ 31 です。
HH:MM:SS 引数は、標準的な 24 時間形式です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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show コマンド
show accounting log
igure terminal ; vtp mode transparent (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:04:20 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; vtp domain MyDomain (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:04:39 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; vtp password MyPass (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:05:17 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; no vtp password (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:06:46 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; vtp pruning (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:09:11 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=conf
igure terminal ; interface Ethernet1/12 (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:32:33 2010:type=update:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=clea
r vtp counters (SUCCESS)
Mon Aug 16 10:35:20 2010:type=stop:id=72.163.177.184@pts/0:user=admin:cmd=shell
terminated because of telnet closed
--More--
switch#

次に、400 バイ ト のアカウンテ ィ ング  ログを表示する例を示します。

switch# show accounting log 400 

次に、2008 年 2 月 16 日 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。

switch# show accounting log start-time 2008 Feb 16 16:00:00 

次に、2008 年 2 月 1 日 15:59:59 に開始し、2008 年 2 月 29 日 16:00:00 に終了するアカウンテ ィ ン
グ  ログを表示する例を示します。

switch# show accounting log start-time 2008 Feb 1 15:59:59 end-time 2008 Feb 29 16:00:00 

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 checkpoint
show checkpoint
チェ ッ クポイン ト が実装されたと きに設定を表示するには、show checkpoint コマン ドを使用し
ます。

show checkpoint [checkpoint-name] [all [system | user]]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン コマン ド出力は、 新（ 大 10）のチェ ッ クポイン ト  ID の履歴を表示します。チェ ッ ク  ポイン ト  
ID はユーザがチェ ッ クポイン ト の設定にシステムを復元できるロールバッ ク  ポイン ト を表し
ます。

例 次に、ローカル スイ ッチで設定されたロールバッ ク  チェッ クポイン ト を表示する例を示します。

switch# show checkpoint 
--------------------------------------------------------------------------------
Name: chkpnt-1

!Command: Checkpoint cmd vdc 1
!Time: Mon Sep  6 09:40:47 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature telnet
feature tacacs+
cfs eth distribute
feature private-vlan
feature udld
feature interface-vlan
feature lacp
feature vpc
feature lldp
feature fex

checkpoint-name （任意）チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

all （任意）ユーザ設定チェ ッ ク  ポイン トおよびシステム設定済みチェ ッ
ク  ポイン ト を表示します。

system （任意）すべてのシステム設定済みチェ ッ ク  ポイン ト を表示します。

user （任意）すべてのユーザ設定チェ ッ ク  ポイン ト を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
SEC-261
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

show コマンド
show checkpoint
username adminbackup password 5 !  role network-operator
username admin password 5 $1$KIPRDtFF$7eUMjCAd7Nkhktzebsg5/0  role network-admin
no password strength-check
ip domain-lookup
ip domain-lookup
hostname switch
ip access-list ip1
class-map type qos class-fcoe
  match cos 4
class-map type qos match-all cq1
  match cos 4
  match precedence 7
class-map type qos match-all cq2
  match cos 5
  match dscp 10
class-map type qos match-any cq3
  match precedence 7

<--output truncated-->
switch#

次に、特定のチェ ッ クポイン ト に関する情報を表示する例を示します。

switch# show checkpoint chkpnt-1 
--------------------------------------------------------------------------------
Name: chkpnt-1

!Command: Checkpoint cmd vdc 1
!Time: Mon Sep  6 09:40:47 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature telnet
feature tacacs+
cfs eth distribute
feature private-vlan
feature udld
feature interface-vlan
feature lacp
feature vpc
feature lldp
feature fex

username adminbackup password 5 !  role network-operator
username admin password 5 $1$KIPRDtFF$7eUMjCAd7Nkhktzebsg5/0  role network-admin
no password strength-check
ip domain-lookup
ip domain-lookup
hostname switch
ip access-list ip1
class-map type qos class-fcoe
  match cos 4
class-map type qos match-all cq1
  match cos 4
  match precedence 7
--More--
switch#

次に、設定済みのすべてのロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示する例を示します。

switch# show checkpoint all 
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show コマンド
show checkpoint
関連コマンド コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト に設定をロールバッ ク します。

show checkpoint 
summary

コンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト のサマ リー
を表示します。

show checkpoint 
system

システム定義のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint user ユーザ設定のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。
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show コマンド
show checkpoint summary
show checkpoint summary
設定済みチェ ッ クポイン ト の要約を表示するには、show checkpoint summary コマン ドを使用し
ます。

show checkpoint summary [system | user]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 次に、コンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト のサマ リーを表示する例を示し
ます。

switch# show checkpoint summary 
User Checkpoint Summary
User Checkpoint Summary
--------------------------------------------------------------------------------
1) chkpnt-1:
Created by admin
Created at Tue, 08:10:23 14 Sep 2010
Size is 21,508 bytes
Description: Checkpoint to save current configuration, Sep 9 10:02 A.M.

2) chkpnt-2:
Created by admin
Created at Tue, 08:11:46 14 Sep 2010
Size is 21,536 bytes
Description: None

3) user-checkpoint-4:
Created by admin
Created at Tue, 08:16:48 14 Sep 2010
Size is 21,526 bytes
Description: None

switch#

次に、システム設定のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト の要約を表示する例を示します。

switch# show checkpoint summary system 

system （任意）システム設定チェ ッ クポイン ト の要約を表示します。

user （任意）ユーザ設定チェ ッ クポイン ト の要約を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show checkpoint summary
次に、ユーザ設定のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト の要約を表示する例を示します。

switch# show checkpoint summary user 
--------------------------------------------------------------------------------
1) chkpnt-1:
Created by admin
Created at Tue, 08:10:23 14 Sep 2010
Size is 21,508 bytes
Description: Checkpoint to save current configuration, Sep 9 10:02 A.M.

2) chkpnt-2:
Created by admin
Created at Tue, 08:11:46 14 Sep 2010
Size is 21,536 bytes
Description: None

3) user-checkpoint-4:
Created by admin
Created at Tue, 08:16:48 14 Sep 2010
Size is 21,526 bytes
Description: None

switch#

関連コマンド コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト に設定をロールバッ ク します。

show checkpoint ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint 
system

システム定義のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint user ユーザ設定のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。
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show コマンド
show checkpoint system
show checkpoint system
システム設定のチェ ッ クポイン ト のみを表示するには、show checkpoint system コマン ドを使用
します。

show checkpoint system

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 モード

コマンド履歴

例 次に、システムによって定義されているロールバッ ク  チェッ クポイン ト を表示する例を示します。

switch# show checkpoint system 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト に設定をロールバッ ク します。

show checkpoint ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint user ユーザ設定のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。
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show コマンド
show checkpoint user
show checkpoint user
ユーザ設定チェッ クポイン トだけを表示するには、show checkpoint user コマンドを使用します。

show checkpoint user

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 モード

コマンド履歴

例 次に、現在のユーザが設定したロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示する例を示します。
switch# show checkpoint user 
--------------------------------------------------------------------------------
Name: myChkpoint

!Command: Checkpoint cmd vdc 1
!Time: Mon Sep  6 09:40:47 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature telnet
feature tacacs+
cfs eth distribute
feature private-vlan
feature udld
feature interface-vlan
feature lacp
feature vpc
feature lldp
feature fex

username adminbackup password 5 !  role network-operator
username admin password 5 $1$KIPRDtFF$7eUMjCAd7Nkhktzebsg5/0  role network-admin
no password strength-check
ip domain-lookup
ip domain-lookup
hostname switch
ip access-list ip1
class-map type qos class-fcoe
  match cos 4
class-map type qos match-all cq1
  match cos 4
  match precedence 7

<--output truncated-->
switch#

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show checkpoint user
関連コマンド コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト に設定をロールバッ ク します。

show checkpoint ロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。

show checkpoint 
summary

すべての設定済みロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト のサマ リーを表示
します。

show checkpoint 
system

システム定義のロールバッ ク  チェ ッ クポイン ト を表示します。
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show コマンド
show diff rollback-patch checkpoint
show diff rollback-patch checkpoint
2 つのチェ ッ クポイン ト間での設定の違いを表示するには、show diff rollback-patch checkpoint 
コマン ドを使用します。

show diff rollback-patch checkpoint src-checkpoint-name checkpoint dest-checkpoint-name

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドは、現在のコンフ ィギュレーシ ョ ンまたは保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンを参
照している送信元と宛先のチェ ッ クポイン ト間の差異を表示するために使用します。コンフ ィ
ギュレーシ ョ ンの差異は、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン とチェ ッ クポイン ト が設定され
ているコンフ ィギュレーシ ョ ンに基づき、システムの動作状態を復元するために、システムに適
用されます。

例 次に、chkpnt-1 と  chkpnt-2 の 2 つのチェ ッ クポイン ト間の変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint 
...
user-checkpoint-4 created Successfully

Done
switch# 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch checkpoint user-checkpoint-4 checkpoint chkpnt-1 
#Generating Rollback Patch

!!
interface Ethernet1/2
  no untagged cos
  no description Sample config
  exit
!
interface Ethernet1/2

src-checkpoint-name 送信元ソース  チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定でき
ます。

dest-checkpoint-name 宛先チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show diff rollback-patch checkpoint
 channel-group 1
!
line vty
switch# rollback chkpnt-1 
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

checkpoint チェ ッ クポイン ト を作成します。

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト に設定をロールバッ ク します。

show checkpoint チェ ッ クポイン ト情報を表示します。

show diff 
rollback-patch file

現在のチェ ッ クポイン ト  ファ イルと保存済みコンフ ィギュレーシ ョ
ンの差異を表示します。

show diff 
rollback-patch 
running-config

現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みチェ ッ クポイン ト  コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示します。
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show コマンド
show diff rollback-patch file
show diff rollback-patch file
2 つのチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルの差異を表示するには、show diff 
rollback-patch file コマン ドを使用します。

show diff rollback-patch file {bootflash: | volatile:}[//server][directory/][src-filename] 
{checkpoint dest-checkpoint-name | file 
{bootflash:|volatile:}[//server][directory/][dest-filename] | running-config | startup-config}

構文の説明

（注） filesystem://server/directory/filename ス ト リ ングにはスペースを含める こ とはできません。この文
字列の各要素は、コロン（:）と ス ラ ッシュ（/）で区切り ます。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

bootflash: 書き込み可能なブート フラ ッシュ  ローカル ス ト レージ ファ イル シ
ステムを指定します。

volatile: 揮発性の書き込み可能なローカル ス ト レージ ファ イル システムを指
定します。

//server （任意）サーバの名前を指定します。有効な値は ///、//module-1/、
//sup-1/、//sup-active/、または //sup-local/ です。2 個のスラ ッシュ（//）を
含む必要があ り ます。

directory/ （任意）ディ レ ク ト リ の名前を指定します。ディ レ ク ト リ名では、大文
字と小文字が区別されます。

src-filename （任意）送信元のチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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。

dest-filename （任意）宛先チェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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。

checkpoint 宛先チェ ッ クポイン ト を指定します。

dest-checkpoint-name 宛先チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

file 宛先チェ ッ クポイン ト  ファ イルを指定します。

running-config 実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを宛先と して使用するよ う指定します。

startup-config スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンを宛先と して使用するよ う
に指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show diff rollback-patch file
使用上のガイド ライン 現在、または保存された設定を参照している送信元と宛先のチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュ
レーシ ョ ン  ファ イルの差異を表示するには、このコマン ドを使用します。コンフ ィギュレーシ ョ
ンの差異は、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン とチェ ッ クポイン ト が設定されているコン
フ ィギュレーシ ョ ンに基づき、システムの動作状態を復元するために、システムに適用されます。

例 次に、ブート フラ ッシュのス ト レージ システムにあるファ イルに保存されている  2 つのチェ ッ
クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン間の差異を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
switch# show diff rollback-patch file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt file 
bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 

switch# rollback file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト にスイ ッチをロールバッ ク し
ます。

show checkpoint チェ ッ クポイン ト情報を表示します。

show diff 
rollback-patch 
checkpoint

現在のチェ ッ クポイン ト と保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンの差異
を表示します。

show diff 
rollback-patch 
running-config

現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みチェ ッ クポイン ト  コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示します。
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show コマンド
show diff rollback-patch running-config
show diff rollback-patch running-config
現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済み（チェ ッ クポイン ト が設定されている）コンフ ィ
ギュレーシ ョ ンの差異を表示するには、show diff rollback-patch running-config コマン ドを使用
します。

show diff rollback-patch running-config {checkpoint checkpoint-name | file {bootflash: | 
volatile:}[//server][directory/][filename] | running-config | startup-config}

構文の説明

（注） filesystem://server/directory/filename ス ト リ ングにはスペースを含める こ とはできません。この文
字列の各要素は、コロン（:）と ス ラ ッシュ（/）で区切り ます。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

checkpoint 比較においてチェ ッ クポイン ト を宛先と使用するよ う指定します。

checkpoint-name チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

file 比較においてチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルを
宛先と して使用するよ う指定します。

bootflash: 書き込み可能なブート フラ ッシュ  ローカル ス ト レージ ファ イル シ
ステムを指定します。

volatile: 揮発性の書き込み可能なローカル ス ト レージ ファ イル システムを指
定します。

//server （任意）サーバの名前を指定します。有効な値は ///、//module-1/、
//sup-1/、//sup-active/、または //sup-local/ です。2 個のスラ ッシュ（//）を
含む必要があ り ます。

directory/ （任意）ディ レ ク ト リ の名前を指定します。ディ レ ク ト リ名では、大文
字と小文字が区別されます。

filename （任意）チェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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。

running-config 実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを比較での宛先と して使用するよ うに
指定します。

startup-config スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンを比較での宛先と して使用
するよ うに指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show diff rollback-patch running-config
使用上のガイド ライン このコマンドは、保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンを参照している現在の実行コンフ ィギュレー
シ ョ ンと宛先チェッ クポイン トの差異を表示するために使用します。コンフ ィギュレーシ ョ ンの
差異は、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンとチェッ クポイン トが設定されているコンフ ィギュ
レーシ ョ ンに基づき、システムの動作状態を復元するために、システムに適用されます。

例 次に、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と  chkpnt-1 とい う名前のチェ ッ クポイン ト の間の設
定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch running-config checkpoint chkpnt-1 
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch

!!
interface Ethernet1/2
  no description Sample config
  exit
switch# 

次に、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン とブー ト フラ ッシュ  ス ト レージ システムの保存済み
コンフ ィギュレーシ ョ ンの間での設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch running-config file chkpnt_configSep9-1.txt 

次に、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と、チェ ッ クポイン ト が設定された実行コンフ ィギュ
レーシ ョ ンの間の設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch running-config running-config 

次に、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン
の間の設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# copy running-config startup-config 
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
switch# show diff rollback-patch running-config startup-config 
Collecting Running-Config
Collecting Startup-Config
#Generating Rollback Patch

!!
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show コマンド
show diff rollback-patch running-config
interface Ethernet1/2
  no untagged cos
  no description Sample config
  exit
password strength-check
no username admin
no username adminbackup
!
interface Ethernet1/2
 channel-group 1
no feature ssh
no feature telnet
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト にスイ ッチをロールバッ ク し
ます。

show checkpoint チェ ッ クポイン ト情報を表示します。

show diff 
rollback-patch 
checkpoint

現在のチェ ッ クポイン ト と保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンの差異
を表示します。

show diff 
rollback-patch file

現在のチェ ッ クポイン ト  ファ イルと保存済みコンフ ィギュレーシ ョ
ンの差異を表示します。

show diff 
rollback-patch 
startup-config

現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みチェ ッ ク
ポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示します。
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show コマンド
show diff rollback-patch startup-config
show diff rollback-patch startup-config
現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済み（チェ ッ クポイン ト が設定されてい
る）コンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示するには、show diff rollback-patch startup-config コマ
ン ドを使用します。

show diff rollback-patch startup-config {checkpoint checkpoint-name | file {bootflash: | 
volatile:}[//server][directory/][filename] | running-config | startup-config}

構文の説明

（注） filesystem://server/directory/filename ス ト リ ングにはスペースを含める こ とはできません。この文
字列の各要素は、コロン（:）と ス ラ ッシュ（/）で区切り ます。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

checkpoint 比較においてチェ ッ クポイン ト を宛先と使用するよ う指定します。

checkpoint-name チェ ッ クポイン ト名。名前は、 大 32 文字まで指定できます。

file 比較においてチェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルを
宛先と して使用するよ う指定します。

bootflash: 書き込み可能なブート フラ ッシュ  ローカル ス ト レージ ファ イル シ
ステムを指定します。

volatile: 揮発性の書き込み可能なローカル ス ト レージ ファ イル システムを指
定します。

//server （任意）サーバの名前を指定します。有効な値は ///、//module-1/、
//sup-1/、//sup-active/、または //sup-local/ です。2 個のスラ ッシュ（//）を
含む必要があ り ます。

directory/ （任意）ディ レ ク ト リ の名前を指定します。ディ レ ク ト リ名では、大文
字と小文字が区別されます。

filename （任意）チェ ッ クポイン ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  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。

running-config 実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを比較での宛先と して使用するよ うに
指定します。

startup-config スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンを比較での宛先と して使用
するよ うに指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show diff rollback-patch startup-config
使用上のガイド ライン このコマン ドは、保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンを参照している現在のスター ト アップ コン
フ ィギュレーシ ョ ン と宛先チェ ッ クポイン ト の差異を表示するために使用します。コンフ ィ
ギュレーシ ョ ンの差異は、現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン とチェ ッ クポイン ト が設定され
ているコンフ ィギュレーシ ョ ンに基づき、システムの動作状態を復元するために、システムに適
用されます。

例 次に、現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン と  chkpnt-1 とい う名前のチェ ッ クポイン
ト の間の設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint chkpnt-2 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# copy running-config startup-config 
switch# show diff rollback-patch startup-config checkpoint chkpnt-1 
Collecting Startup-Config
#Generating Rollback Patch

!!
!
feature telnet
feature ssh
username adminbackup password 5 ! role network-operator
username admin password 5 $1$KIPRDtFF$7eUMjCAd7Nkhktzebsg5/0 role network-admin
no password strength-check
switch# 

次に、現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン とブー ト フラ ッシュ  ス ト レージ システム
の保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンの間での設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# copy running-config startup-config 
switch# show diff rollback-patch startup-config file chkpnt_configSep9-1.txt 

switch# 

次に、現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン と、チェ ッ クポイン ト が設定された実行コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンの間の設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# copy running-config startup-config 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch startup-config running-config 
Collecting Running-Config
Collecting Startup-Config
#Generating Rollback Patch

!!
!
feature telnet
feature ssh
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show コマンド
show diff rollback-patch startup-config
username adminbackup password 5 ! role network-operator
username admin password 5 $1$KIPRDtFF$7eUMjCAd7Nkhktzebsg5/0 role network-admin
no password strength-check
switch# 

次に、現在のスター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みスター ト アップ コンフ ィギュ
レーシ ョ ンの間の設定変更を表示する例を示します。

switch# checkpoint chkpnt-1 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-1.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# copy running-config startup-config 
switch# checkpoint file bootflash:///chkpnt_configSep9-2.txt 
<-- modify configuration in running configuration--->
switch# show diff rollback-patch startup-config startup-config 
Collecting Startup-Config
#Generating Rollback Patch
Rollback Patch is Empty
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

rollback 保存されたすべてのチェ ッ クポイン ト にスイ ッチをロールバッ ク し
ます。

show checkpoint チェ ッ クポイン ト情報を表示します。

show diff 
rollback-patch 
checkpoint

現在のチェ ッ クポイン ト と保存済みコンフ ィギュレーシ ョ ンの差異
を表示します。

show diff 
rollback-patch file

現在のチェ ッ クポイン ト  ファ イルと保存済みコンフ ィギュレーシ ョ
ンの差異を表示します。

show diff 
rollback-patch 
running-config

現在の実行コンフ ィギュレーシ ョ ン と保存済みチェ ッ クポイン ト  コ
ンフ ィギュレーシ ョ ンの差異を表示します。
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show コマンド
show http-server
show http-server
HTTP または HTTPS 設定に関する情報を表示するには、show http-server コマンドを使用します。

show 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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 次に、HTTP サーバのステータスを表示する例を示します。

switch# show http-server 
http-server enabled
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

feature http-server スイ ッチの HTTP または HTTPS サーバをイネーブルまたはディセー
ブルにします。
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show コマンド
show ip access-lists
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 を表示するには、
show ip access-lists コマン ドを使用します。

show ip access-lists [access-list-name] 

構文の説明

コマンド  デフォルト access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、スイ ッチはすべての IPv4 ACL 
を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン デフォル ト では、このコマン ドはスイ ッチの IPv4 ACL 設定を表示します。このコマン ドは、IPv4 
ACL が管理（mgmt0）インターフェイスに割り当てられている場合に限り、IPv4 ACL の統計情報
を表示します。ACL が SVI インターフェイスまたは QoS ク ラス  マップ内に割り当てられている
場合、このコマン ドによ り表示される統計情報はあ り ません。

例 次に、スイ ッチのすべての IPv4 ACL を表示する例を示します。

switch# show ip access-lists 

次に、Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) でスイ ッチ上のすべての IPv4 ACL を表示する例を示します。

switch# show ip access-lists 
IP access list BulkData
        10 deny ip any any
IP access list CriticalData
        10 deny ip any any
IP access list Scavenger
        10 deny ip any any
IP access list denyv4
        20 deny ip 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 fragments
        30 permit udp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 lt 400
        40 permit icmp any any router-advertisement
        60 deny tcp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 syn
        70 permit igmp any any host-report
        80 deny tcp any any rst
        90 deny tcp any any ack
        100 permit tcp any any fin
        110 permit tcp any gt 300 any lt 400
        130 deny tcp any range 200 300 any lt 600
        140 deny tcp any range 200 300 any lt 600

access-list-name （任意）IPv4 ACL の名前。名前では 大で 64 文字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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show ip access-lists
IP access list dot
        statistics per-entry
        10 permit ip 20.1.1.1 255.255.255.0 20.10.1.1 255.255.255.0 precedence f
lash-override
        20 deny ip 20.1.1.1/24 20.10.1.1/24 fragments
        30 permit tcp any any fragments
        40 deny tcp any eq 400 any eq 500
IP access list ipPacl
        statistics per-entry
        10 deny tcp any eq 400 any eq 500
IP access list ipv4
        10 permit ip 10.10.10.1 225.255.255.0 any fragments
        20 permit ip any any dscp ef
IP access list ipv4Acl
        10 permit ip 10.10.10.1/32 10.10.10.2/32
IP access list voice
--More--
switch#

関連コマンド コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL または特定の ACL を表示します。

show mac access-lists すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。
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show コマンド
show ip arp
show ip arp
アド レス解決プロ ト コル（ARP）テーブル統計情報を表示するには、show ip arp コマン ドを使用
します。

show ip arp [client | [statistics | summary] [ethernet slot/port | loopback intf-num | mgmt 
mgmt-intf-num | port-channel channel-num | vlan vlan-id] [fhrp-non-active-learn] [static] 
[detail] [vrf {vrf-name | all | default | management}]]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

client （任意）ARP ク ラ イアン ト の ARP 情報を表示します。

statistics （任意）スイ ッチのグローバルな ARP 統計情報またはインターフェイ
スの ARP 統計情報を表示します。

summary （任意）ARP 隣接サマ リー情報を表示します。

ethernet slot/port （任意）イーサネッ ト  インターフェイスの ARP 情報を表示します。ス
ロ ッ ト番号は 1 ～ 255、ポー ト番号は 1 ～ 128 です。

loopback intf-num （任意）ループバッ ク  インターフェイスの ARP 情報を表示します。
ループバッ ク  インターフェイスの番号は 0 ～ 1023 です。

mgmt mgmt-intf-num （任意）管理インターフェイスの ARP 情報を表示します。インター
フェイス番号は 0 です。

port-channel 
channel-num

（任意）EtherChannel インターフェイスの ARP 情報を表示します。チャ
ネル番号の範囲は 1 ～ 4096 です。

vlan vlan-id （任意）指定した VLAN の詳細な ARP 情報を表示します。内部使用に
予約されている  VLAN を除き、有効な範囲は 1 ～ 4094 秒です。

fhrp-non-active-learn （任意）非アクテ ィブな Cisco First Hop Redundancy Protocol（FHRP）ア
ド レスに対する要求のみによって学習した ARP テーブル情報を表示
します。

static （任意）スタテ ィ ッ ク  ARP エン ト リ を表示します。

detail （任意）詳細な ARP 情報を表示します。

vrf （任意）使用する仮想ルーティ ングおよびフォワーディ ング（VRF）を
指定します。

vrf-name VRF 名。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

all ARP テーブル内の指定された VLAN のすべての VRF エン ト リ を表示
します。

default 指定された VLAN のデフォル ト  VRF エン ト リ を表示します。

management 指定された VLAN の管理 VRF エン ト リ を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show ip arp
使用上のガイド ライン VLAN インターフェイスの ARP 情報を表示する前に、feature interface-vlan コマン ドを使用す
る必要があ り ます。

例 次に、ARP テーブルを表示する例を示します。

switch# show ip arp

IP ARP Table for context default
Total number of entries: 1
Address         Age       MAC Address     Interface
90.10.10.2      00:03:11  000d.ece7.df7c  Vlan900
switch#

次に、詳細な ARP テーブルを表示する例を示します。

switch# show ip arp detail

IP ARP Table for context default
Total number of entries: 1
Address         Age       MAC Address     Interface        Physical Interface
90.10.10.2      00:02:55  000d.ece7.df7c  Vlan900          Ethernet1/12
switch#

次に、VLAN 10 およびすべての VRF の ARP テーブルを表示する例を示します。

switch# show ip arp vlan 10 vrf all

表 1 に、上記の出力で表示されるフ ィールドの説明を示します。

関連コマンド

表 1 show ip arp フ ィールドの説明

フ ィールド 説明

IP ARP Table ARP テーブルを適用するコンテキス ト 。

Total number of entries ARP テーブルの ARP エン ト リ またはメ ッセージの合計数。

Address ARP テーブルがスイ ッチの MAC アド レスに自動的にマッピ
ングするスイ ッチの IP アド レス。

Age MAC アド レスを持つスイ ッチが IP アド レスにマッピングさ
れてからの期間。

MAC アド レス スイ ッチの MAC アド レス。

インターフェイス パケッ ト が転送されるスイ ッチ インターフェイス。

Physical Interface 物理インターフェイス（イーサネッ ト 、ループバッ ク、
EtherChannel、管理、または VLAN）。

コマンド 説明

clear ip arp ARP キャ ッシュおよび ARP テーブルをク リ アします。

feature interface-vlan VLAN インターフェイスの作成をイネーブルにします。

show running-config 
arp

実行 ARP 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 ip arp inspection
show ip arp inspection
ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン（DAI）設定ステータスを表示するには、show ip arp 
inspection コマン ドを使用します。

show ip arp inspection 

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 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DAI 設定のステータスを表示する例を示します。

switch# show ip arp inspection 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

ip arp inspection vlan VLAN の指定された リ ス ト の DAI をイネーブルにします。

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 log DAI のログ設定を表示します。

show ip arp inspection 
statistics

DAI 統計情報を表示します。

show ip arp inspection vlan VLAN の指定された リ ス ト の DAI ステータスを表示します。

show running-config dhcp DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show ip arp inspection interfaces
show ip arp inspection interfaces
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 interfaces コマ
ン ドを使用します。

show ip arp inspection interfaces {ethernet slot/port | port-channel channel-number}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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。

switch# show ip arp inspection interfaces ethernet 2/1 

関連コマンド

ethernet slot/port （任意）出力がイーサネッ ト  インターフェイス用になるよ うに指定し
ます。

port-channel 
channel-number

（任意）出力がポートチャネル インターフェイス用になるよ うに指定
します。有効なポートチャネル番号は、1 ～ 4096 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

ip arp inspection vlan VLAN の指定された リ ス トのダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン
（DAI）をイネーブルにします。

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

show ip arp inspection vlan VLAN の指定された リ ス ト の DAI ステータスを表示します。

show running-config dhcp DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show ip arp inspection log
show ip arp inspection log
Dynamic ARP Inspection（DAI）ログ設定を表示するには、show ip arp inspection log コマン ドを使
用します。

show ip arp inspection log 

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 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DAI ログ設定を表示する例を示します。

switch# show ip arp inspection log 

Syslog Buffer Size : 12
Syslog Rate        : 5 entries per 1 seconds
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

clear ip arp inspection log DAI ロギング  バッファをク リ アします。

ip arp inspection log-buffer DAI のログ  バッファ  サイズを設定します。

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

show running-config dhcp DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show ip arp inspection statistics
show ip arp inspection statistics
ダイナ ミ ッ ク  ARP インスペクシ ョ ン（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。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-list]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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。

switch# show ip arp inspection statistics vlan 1 

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。指定できる  
VLAN ID は 1 ～ 4094 です。1 つの VLAN または VLAN の範囲を指定でき
ます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

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 log DAI のログ設定を表示します。

show running-config dhcp DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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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 vlan-list

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、VLAN 1 の DAI ステータスを表示する例を示します。

switch# show ip arp inspection vlan 1 

Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Enabled

Vlan : 1
-----------
Configuration        : Disabled
Operation State      : Inactive
switch# 

関連コマンド

vlan-list DAI ステータスがある  VLAN の リ ス ト 。vlan-list 引数は 1 つの VLAN ID、
VLAN ID の範囲、カンマ区切りの ID と範囲を指定できます。指定できる  
VLAN ID は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

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。

ip arp inspection vlan VLAN の指定された リ ス ト の DAI をイネーブルにします。

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

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 running-config 
dhcp

DAI 設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show ip arp sync-entries
show ip arp sync-entries
アド レス解決プロ ト コル（ARP）テーブルの同期後に ARP テーブル情報を表示するには、show ip 
arp sync-entries コマン ドを使用します。

show ip arp sync-entries [detail | vrf {vrf-name | all | default | management}]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、仮想ポート  チャネル（vPC）のグローバルな ARP 統計情報を表示する例を示します。

switch# show ip arp sync-entries

関連コマンド

detail （任意）ARP テーブルに関する詳細情報を表示します。

vrf （任意）仮想ルーテ ィ ングおよび転送（VRF）インスタンスの ARP テー
ブル情報を表示します。

vrf-name VRF 名。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字と小文字が区別されます。

all すべての VRF エン ト リ の ARP テーブル情報を表示します。

default デフォル ト の VRF エン ト リ の ARP テーブル情報を表示します。

management 管理 VRF エン ト リ の ARP テーブル情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

ip arp synchronize vPC ド メ インでの ARP 同期をイネーブルにします。

show running-config 
arp

ARP テーブルの実行コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。
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show コマンド
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping
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）スヌーピングの一般的なス
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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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。

switch# 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
------------          -------
Ethernet2/3           Yes

switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

copy running-config 
startup-config

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを、スター ト アップ コンフ ィギュレー
シ ョ ンにコピーします。

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 
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。
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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 ethernet slot/port] 
[vlan vlan-id]

show ip dhcp snooping binding [dynamic]

show ip dhcp snooping binding [static]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン バインディ ング  インターフェイスには、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 列に「static」と表示されます。

IP-address （任意）表示されるバインディ ングに含める  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 ethernet 
slot/port

（任意）表示されるバインディ ングに関連付けるイーサネッ ト  
インターフェイスを指定します。スロ ッ ト番号は 1 ～ 255、
ポー ト番号は 1 ～ 128 です。

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 ～ 4094 です。内部用に予約さ
れている  VLAN は除きます。

ハイフン（-）を使用して、VLAN ID の範囲の開始 ID と終了 ID 
を区別します（たとえば、70-100）。

カンマ（,）を使用して、各 VLAN ID および VLAN ID の範囲を
区別します（たとえば、20,70-100,142）。

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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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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。

switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress         IpAddress        LeaseSec  Type        VLAN  Interface
-----------------  ---------------  --------  ----------  ----  -------------
0f:00:60:b3:23:33  10.3.2.2         infinite  static      13    Ethernet2/46
0f:00:60:b3:23:35  10.2.2.2         infinite  static      100   Ethernet2/10
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

clear ip dhcp snooping 
binding

DHCP スヌーピング  バインディ ング  データベースを消去します。

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。

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 source binding レイヤ 2 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。

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

IP ソース  ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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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）スヌーピング統計情報を表示
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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、DHCP スヌーピング統計情報を表示する例を示します。

switch# show ip dhcp snooping statistics 
Packets processed 61343
Packets received through cfsoe 0
Packets forwarded 0
Packets forwarded on cfsoe 0
Total packets dropped 61343
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 61343
Packets dropped due to max hops exceeded 0
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

copy running-config 
startup-config

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを、スター ト アップ コンフ ィギュレー
シ ョ ンにコピーします。

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 running-config 
dhcp

DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show ipv6 access-lists
show ipv6 access-lists
すべての IPv6 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）または特定の IPv6 ACL を表示するには、
show ipv6 access-lists コマン ドを使用します。

show ipv6 access-lists [access-list-name] [expanded | summary]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン access-list-name 引数を使用して ACL を指定しないかぎ り、すべての IPv6 ACL が表示されます。

summary キーワードを使用する と、ACL 設定ではな く  ACL に関する情報を表示できます。表示
される情報には、以下のものがあ り ます。

• エン ト リ単位の統計情報が ACL に設定されているかど うか

• ACL 設定内のルールの数。この数は、デバイスによ り  ACL がインターフェイスに適用され
る と きのエン ト リ の数を反映してはいません。ACL 内のルールでオブジェ ク ト  グループが
使用されている と、適用時の ACL 内のエン ト リ の数は、ルールの数よ り も多く なる可能性が
あ り ます。

• ACL が適用されるインターフェイス

• ACL がアクテ ィブなインターフェイス

show ipv6 access-lists コマン ドでは、次の条件の両方が満たされている と、ACL 内のエン ト リ ご
とに統計情報が表示されます。

• ACL 設定に statistics per-entry コマン ドが含まれている

• ACL が、管理上アップのインターフェイスに適用されている

例 次に、スイ ッチ上のすべての IPv6 ACL を表示する例を示します。

switch# show ipv6 access-lists 

access-list-name （任意）IPv6 ACL の名前。 大で 64 文字の英数字を使用でき、大文字と
小文字が区別されます。

expanded （任意）オブジェ ク ト  グループの名前だけでな く、IPv6 アド レス  グルー
プやポート  グループの内容も表示する こ と を指定します。

summary （任意）ACL 設定ではな く、ACL に関する情報を表示する こ と を指定し
ます。詳細については、「使用上のガイ ド ラ イン」セクシ ョ ンを参照して
ください。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show ipv6 access-lists
関連コマンド コマンド 説明

ipv6 access-list IPv6 ACL を設定します。
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show コマンド
show ip verify source
show ip verify source
IP ソース  ガードがイネーブルになっているインターフェイス、および IP と  MAC アド レスのバ
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 {ethernet slot/port | port-channel channel-number}]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチで IP ソース  ガードがイネーブルになっているインターフェイス、および IP と  
MAC アド レスのバインディ ングを表示する例を示します。

switch# show ip verify source 
IP source guard is enabled on the following interfaces:
------------------------------------------------------
        Ethernet1/2
        Ethernet1/5

IP source guard operational entries:
-----------------------------------
Interface         Filter-mode             IP-address     Mac-address       Vlan
------------      -----------             ----------     --------------    ----
Ethernet1/2       inactive-no-snoop-vlan
Ethernet1/5       inactive-no-snoop-vlan
switch#

interface （任意）出力が特定のインターフェイスの IP-to-MAC アド レス  バイン
ディ ングに制限されるよ うに指定します。

ethernet slot/port （任意）出力が所定のイーサネッ ト  インターフェイスのバインディ ン
グに制限されるよ うに指定します。スロ ッ ト番号は 1 ～ 255、ポー ト番
号は 1 ～ 128 です。

port-channel 
channel-number

（任意）出力が所定のポー ト チャネル インターフェ イスのバインディ
ングに制限される よ う に指定します。有効なポー ト チャネル番号は、
1 ～ 4096 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show ip verify source
関連コマンド 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。

show running-config 
dhcp

IP ソース  ガード設定を含む、DHCP スヌーピング設定を表示します。
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show コマンド
show mac access-lists
show mac access-lists
すべての MAC ACL または特定の MAC アクセス  コン ト ロール リ ス ト を表示するには、show 
access-lists コマン ドを使用します。

show mac access-lists [access-list-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト access-list-name 引数を使用して ACL を指定する場合を除いて、スイ ッチはすべての MAC ACL 
を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチのすべての MAC ACL を表示する例を示します。

switch# show mac access-lists 

MAC access list acl-mac
        10 permit any any
MAC access list test
        statistics per-entry
        10 deny 0000.1111.2222 0000.0000.0000 0000.1111.3333 ffff.0000.0000
switch#

関連コマンド

access-list-name （任意）MAC ACL の名前。名前では 大で 64 文字の英数字を使用で
き、大文字と小文字が区別されます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

mac access-list MAC ACL を設定します。

show access-lists すべての ACL または特定の ACL を表示します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
SEC-298
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

show コマンド
show privilege
show privilege
現在の権限レベル、ユーザ名、および累積権限サポート のステータスを表示するには、show 
privilege コマン ドを使用します。

show privilege

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン feature privilege コマン ドをイネーブルにする と、権限ロールは低いレベルの権限ロールの権限
を継承します。

例 次に、累積権限サポート の現在の特権レベル、ユーザ名、およびステータスを表示する例を示し
ます。

switch# show privilege 
User name: admin
Current privilege level: -1
Feature privilege: Enabled
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

enable 上位の特権レベルへのユーザの昇格をイネーブルにします。

enable secret priv-lvl 特定の権限レベルのシークレ ッ ト  パスワードをイネーブルにします。

feature privilege RADIUS および TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロール
の累積権限をイネーブルにします。

username ユーザが認可に権限レベルを使用できるよ うにします。
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show コマンド
show radius-server
show radius-server
RADIUS サーバ情報を表示するには、show radius-server コマン ドを使用します。

show radius-server [hostname | ipv4-address | ipv6-address] [directed-request | groups 
[group-name] | sorted | statistics hostname | ipv4-address | ipv6-address]

構文の説明

コマンド  デフォルト グローバル RADIUS サーバ設定を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン RADIUS 事前共有鍵は、show radius-server コマン ド出力には表示されません。show 
running-config radius コマン ドを使用して RADIUS 事前共有鍵を表示します。

例 次に、すべての RADIUS サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server 
retransmission count:1
timeout value:5
deadtime value:0
source interface:any available
total number of servers:1

following RADIUS servers are configured:
        192.168.1.1:
                available for authentication on port:1812
                available for accounting on port:1813
                RADIUS shared secret:********
switch#

hostname （任意）RADIUS サーバの Domain Name Server（DNS）名です。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 （任意）A.B.C.D 形式の RADIUS サーバ IPv4 アド レスです。

ipv6-address （任意）X:X::X:X 形式の RADIUS サーバ IPv6 アド レスです。

directed-request （任意）指定された要求設定を表示します。

groups [group-name] （任意）設定されている  RADIUS サーバ グループに関する情報を表示
します。group-name を入力して、特定の RADIUS サーバ グループに関
する情報を表示します。

sorted （任意）RADIUS サーバ に関する情報を名前による ソー ト順に表示し
ます。

statistics （任意）RADIUS サーバの RADIUS 統計情報を表示します。ホス ト名ま
たは IP アド レスが必要です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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show コマンド
show radius-server
次に、指定した RADIUS サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server 192.168.1.1 
        192.168.1.1:
                available for authentication on port:1812
                available for accounting on port:1813
                RADIUS shared secret:********
                idle time:0
                test user:test
                test password:********
switch#

RADIUS 要求設定を表示する例を示します。

switch# show radius-server directed-request 
disabled
switch#

次に、RADIUS サーバ グループの情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server groups 
total number of groups:2

following RADIUS server groups are configured:
        group radius:
                server: all configured radius servers
                deadtime is 0
        group RadServer:
                server: 192.168.1.1 on auth-port 1812, acct-port 1813
                deadtime is 0
switch#

次に、指定した RADIUS サーバ グループの情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server groups RadServer 
        group RadServer:
                server: 10.193.128.5 on auth-port 1812, acct-port 1813
                deadtime is 0
switch#

次に、ソー ト されたすべての RADIUS サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server sorted 
timeout value:5
retransmission count:1
deadtime value:0
source interface:any available
total number of servers:1

following RADIUS servers are configured:
        192.168.1.1:
                available for authentication on port:1812
                available for accounting on port:1813
                RADIUS shared secret:********
switch#

次に、指定した RADIUS サーバの統計情報を表示する例を示します。

switch# show radius-server statistics 192.168.1.1 
Server is not monitored

Authentication Statistics
        failed transactions: 0
        sucessfull transactions: 0
        requests sent: 0
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show コマンド
show radius-server
        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
switch#

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 
radius

実行コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルの RADIUS 情報を表示します。
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show コマンド
show role
show role
ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示するには、show role コマン ドを使用します。 

show role [name role-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト すべてのユーザ ロールの情報を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、特定のユーザ ロールの情報を表示する例を示します。

switch# show role name MyRole 

Role: MyRole
  Description: new role
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       deny    command                         pwd
switch#

次に、すべてのユーザ ロールの情報を表示する例を示します。

switch# show role 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

switch# show role 

Role: network-admin
  Description: Predefined network admin role has access to all commands
  on the switch
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read-write

Role: network-operator
  Description: Predefined network operator role has access to all read
  commands on the switch
  -------------------------------------------------------------------

name role-name （任意）特定のユーザ ロール名の情報を表示します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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show コマンド
show role
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read

Role: vdc-admin
  Description: Predefined vdc admin role has access to all commands within
  a VDC instance
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read-write

Role: vdc-operator
  Description: Predefined vdc operator role has access to all read commands
  within a VDC instance
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read

Role: priv-14
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read-write

Role: priv-13
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-12
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-11
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-10
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-9
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
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show コマンド
show role
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-8
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-7
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-6
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-5
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-4
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-3
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-2
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-1
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)

Role: priv-0
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
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show コマンド
show role
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  10      permit  command                         traceroute6 *
  9       permit  command                         traceroute *
  8       permit  command                         telnet6 *
  7       permit  command                         telnet *
  6       permit  command                         ping6 *
  5       permit  command                         ping *
  4       permit  command                         ssh6 *
  3       permit  command                         ssh *
  2       permit  command                         enable *

Role: default-role
  Description: This is a system defined role and applies to all users.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  5       permit  command                         feature environment
  4       permit  command                         feature hardware
  3       permit  command                         feature module
  2       permit  command                         feature snmp
  1       permit  command                         feature system

Role: priv-15
  Description: This is a system defined privilege role.
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       permit  read-write

Role: MyRole
  Description: new role
  vsan policy: permit (default)
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
  -------------------------------------------------------------------
  Rule    Perm    Type        Scope               Entity
  -------------------------------------------------------------------
  1       deny    command                         pwd
switch#

関連コマンド コマンド 説明

role name ユーザ ロールを設定します。
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show コマンド
show role feature
show role feature
ユーザ ロール機能を表示するには、show role feature コマン ドを使用します。 

show role feature [detail | name feature-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト ユーザ ロール機能名の リ ス ト を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロール機能を表示する例を示します。

switch# show role feature 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

aaa             (AAA service related commands)
arp             (ARP protocol related commands)
cdp             (Cisco Discovery Protocol related commands)
l3vm            (Layer 3 virtualization related commands)
ping            (Network reachability test commands)
snmp            (SNMP related commands)
radius          (Radius configuration and show commands)
syslog          (Syslog related commands)
tacacs          (TACACS configuration and show commands)
install         (Software install related commands)
license         (License related commands)
callhome        (Callhome configuration and show commands)
platform        (Platform configuration and show commands)
access-list     (IP access list related commands)
svi             (Interface VLAN related commands)
vlan            (Virtual LAN related commands)
eth-span        (Ethernet SPAN related commands)
ethanalyzer     (Ethernet Analyzer)
spanning-tree   (Spanning Tree protocol related commands)
acl             (FC ACL related commands)
sfm             (ISCSI flow related commands)
fcns            (Fibre Channel Name Server related commands)
fcsp            (Fibre Channel Security Protocol related commands)
fdmi            (FDMI related commands)
fspf            (Fabric Shortest Path First protocol related commands)
rlir            (Registered Link Incident Report related commands)
rscn            (Registered State Change Notification related commands)

detail （任意）すべての機能の詳細情報を表示します。

name feature-name （任意）特定の機能の詳細情報を表示します。名前は 大 16 文字の英数
字で、大文字と小文字が区別されます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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show コマンド
show role feature
span            (SPAN session relate commands)
vsan            (VSAN configuration and show commands)
wwnm            (WorldWide Name related commands)
zone            (Zone related commands)
fcanalyzer      (FC analyzer related commands)
switch#

次に、すべてのユーザ ロール機能の詳細情報を表示する例を示します。

switch# show role feature detail 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

aaa             (AAA service related commands)
  show aaa *
  config t ; aaa *
  aaa *
  clear aaa *
  debug aaa *
  show accounting *
  config t ; accounting *
  accounting *
  clear accounting *
  debug accounting *
arp             (ARP protocol related commands)
  show ip arp *
  config t; ip arp *
  clear ip arp *
  debug ip arp *
  debug-filter ip arp *
cdp             (Cisco Discovery Protocol related commands)
  show cdp *
  config t ; cdp *
  cdp *
  clear cdp *
  debug cdp *
l3vm            (Layer 3 virtualization related commands)
  show vrf *
  config t ; vrf *
  routing-context vrf *
ping            (Network reachability test commands)
  show ping *
  config t ; ping *
  ping *
  clear ping *
  debug ping *
  show ping6 *
  config t ; ping6 *
  ping6 *
  clear ping6 *
  debug ping6 *
  show traceroute *
  config t ; traceroute *
--More--
switch#

次に、arp とい う名前の特定のユーザ ロール機能の詳細情報を表示する例を示します。

switch# show role feature name arp 
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show コマンド
show role feature
Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、このコマン ドによって、次の出力を表示します。

arp             (ARP protocol related commands)
  show ip arp *
  config t; ip arp *
  clear ip arp *
  debug ip arp *
  debug-filter ip arp *
switch# 

関連コマンド コマンド 説明

role feature-group ユーザ ロールの機能グループを設定します。

rule ユーザ ロールのルールを設定します。
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show コマンド
show role feature-group
show role feature-group
ユーザ ロール機能グループを表示するには、show role feature-group コマン ドを使用します。 

show role feature-group [detail | name group-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト ユーザ ロール機能グループの リ ス ト を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロール機能グループを表示する例を示します。

switch# show role feature-group 

次に、すべてのユーザ ロール機能グループに関する詳細情報を表示する例を示します。

switch# show role feature-group detail 

次に、特定のユーザ ロール機能グループの情報を表示する例を示します。

switch# show role feature-group name SecGroup 

関連コマンド

detail （任意）すべての機能グループの詳細情報を表示します。

name group-name （任意）特定の機能グループの詳細情報を表示します。 

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

role feature-group ユーザ ロールの機能グループを設定します。

rule ユーザ ロールのルールを設定します。
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show コマンド
show rollback log
show rollback log
スイ ッチのコンフ ィギュレーシ ョ ン  ロールバッ クのログを表示するには、show rollback log コ
マン ドを使用します。

show rollback log {exec | verify}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン ロールバッ ク  ログが空の場合、次のメ ッセージが表示されます。

ERROR: Log Not Available

例 次に、ロールバッ ク実行ログを表示する例を示します。

switch# show rolback log exec 
--------------------------------------------------------------------------------
time: Mon, 06:16:02 06 Sep 2010
Status: success
--------------------------------------------------------------------------------
time: Mon, 7:58:36 06 Sep 2010
Status: success
--------------------------------------------------------------------------------
time: Mon, 9:48:58 06 Sep 2010
Status: success
switch#

次に、ロールバッ ク確認ログを表示する例を示します。

switch# show rollback log verify 
--------------------------------------------------------------------------------
time: Mon, 9:48:56 06 Sep 2010
Status: success
--------------------------------------------------------------------------------
time: Mon, 9:48:58 06 Sep 2010
Status: success
switch#

関連コマンド

exec ロールバッ ク実行ログを表示します。

verify ロールバッ ク確認ログを表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

rollback アクテ ィブ コンフ ィギュレーシ ョ ンをチェ ッ クポイン ト状態に復元します。
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show コマンド
show running-config aaa
show running-config aaa
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）コンフ ィギュレーシ ョ ン情
報を表示するには、show running-config aaa コマン ドを使用します。

show running-config aaa [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、設定された実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの AAA 情報を表示する例を示します。

switch# show running-config aaa 

関連コマンド

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

aaa accounting default アカウンテ ィ ングの AAA 方式を設定します。

aaa authentication 
login console

コンソール ログインの AAA 認証方式を設定します。

aaa authentication 
login default

デフォル ト の AAA 認証方式を設定します。

aaa authentication 
login error-enable

AAA 認証失敗メ ッセージをコンソールに表示するよ うに設定します。

aaa authorization 
commands default

デフォル ト の AAA 認証方式を設定します。

aaa authorization 
config-commands 
default

すべてのコンフ ィギュレーシ ョ ン  コマン ドのデフォル ト の AAA 認
証方式を設定します。

aaa group server 
radius

RADIUS サーバ グループを作成します。

aaa user default-role リ モー ト認証のために AAA サーバ管理者によ り割り当てられるデ
フォル ト  ロールをイネーブルにします。
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show コマンド
show running-config aclmgr
show running-config aclmgr
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）の設定を表示するには、
show running-config aclmgr コマン ドを使用します。

show running-config aclmgr [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、ACL の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show running-config aclmgr 

!Command: show running-config aclmgr
!Time: Tue Aug 31 05:01:56 2010

version 5.0(2)N1(1)
ip access-list BulkData
  10 deny ip any any
ip access-list CriticalData
  10 deny ip any any
ip access-list Scavenger
  10 deny ip any any
mac access-list acl-mac
  10 permit any any
ip access-list denyv4
  20 deny ip 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 fragments
  30 permit udp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 lt 400
  40 permit icmp any any router-advertisement
  60 deny tcp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 syn
  70 permit igmp any any host-report
  80 deny tcp any any rst
  90 deny tcp any any ack
  100 permit tcp any any fin
  110 permit tcp any gt 300 any lt 400
  130 deny tcp any range 200 300 any lt 600
  140 deny tcp any range 200 300 any lt 600
ip access-list dot
  statistics per-entry
  10 permit ip 20.1.1.1 255.255.255.0 20.10.1.1 255.255.255.0 precedence flash-o
verride
:

<省略>
:

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show running-config aclmgr
vlan access-map vacl-mac
  match mac address acl-mac
  action forward
  statistics per-entry
vlan filter vacl-mac vlan-list 300

interface Ethernet1/1
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

interface Ethernet1/2
  ip port access-group voice in

interface Ethernet1/9
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

interface Ethernet1/10
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

line vty
  access-class myACList in
  access-class myACList out
  ipv6 access-class myI6List out

switch#

次に、VTY の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのみを表示する例を示します。

switch# show running-config aclmgr | begin vty 
line vty
  access-class myACList in
  access-class myACList out
  ipv6 access-class myI6List out

switch#

関連コマンド コマンド 説明

access-list VTY のアクセス  ク ラスを設定します。

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  ファ イルにコピーします。

ip access-class VTY の IPv4 アクセス  ク ラスを設定します。

ipv6 access-class VTY の IPv6 アクセス  ク ラスを設定します。

show startup-config 
aclmgr

ACL 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。
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show コマンド
show running-config arp
show running-config arp
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのアド レス解決プロ ト コル（ARP）の設定を表示するには、show 
running-config arp コマン ドを使用します。

show running-config arp [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、ARP 設定を表示する例を示します。

switch# show running-config arp 

!Command: show running-config arp
!Time: Mon Aug 23 07:33:15 2010

version 5.0(2)N1(1)
ip arp timeout 2100
ip arp event-history errors size medium

interface Vlan10
  ip arp 10.193.131.37 00C0.4F00.0000

switch# 

次に、デフォル ト情報を含む ARP 設定を表示する例を示します。

switch# show running-config arp all 

!Command: show running-config arp all
!Time: Mon Aug 23 07:33:52 2010

version 5.0(2)N1(1)
ip arp timeout 1500
ip arp event-history cli size small
ip arp event-history snmp size small
ip arp event-history client-errors size small
ip arp event-history client-event size small
ip arp event-history lcache-errors size small
ip arp event-history lcache size small
ip arp event-history errors size small
ip arp event-history ha size small
ip arp event-history event size small
ip arp event-history packet size small

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show running-config arp
interface Vlan10
  ip arp 10.193.131.37 00C0.4F00.0000
  ip arp gratuitous update
  ip arp gratuitous request

switch# 

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  ファ イルにコピーします。

ip arp event-history 
errors

イベン ト履歴バッファに ARP デバッグ イベン ト をロギングします。

ip arp timeout ARP タ イムアウ ト を設定します。

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

show startup-config 
arp

ARP 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。
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show コマンド
show running-config dhcp
show running-config dhcp
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ ト コル
（DHCP）スヌーピング設定を表示するには、show running-config dhcp コマン ドを使用します。

show running-config dhcp [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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 dhcp コマン ドを使用して 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。

例 次の例では、DHCP スヌーピング設定を表示する方法を示します。

switch# show running-config dhcp 

!Command: show running-config dhcp
!Time: Mon Aug 23 9:09:11 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature dhcp

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option
service dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option

ip arp inspection filter arp-acl-01 vlan 15,37-48

switch# 

次に、デフォル ト情報の DHCP スヌーピング設定を表示する例を示します。

switch# show running-config dhcp all 

!Command: show running-config dhcp all
!Time: Mon Aug 23 9:10:11 2010

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show running-config dhcp
version 5.0(2)N1(1)
feature dhcp

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping verify mac-address
service dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option
no ip dhcp relay sub-option type cisco
no ip dhcp relay information option vpn
no ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
ip arp inspection log-buffer entries 32
no ip dhcp packet strict-validation

interface port-channel23
  no ip dhcp snooping trust
  no ip arp inspection trust
  no ip verify source dhcp-snooping-vlan

interface port-channel67
  no ip dhcp snooping trust
  no ip arp inspection trust
  no ip verify source dhcp-snooping-vlan

interface port-channel150
  no ip dhcp snooping trust
  no ip arp inspection trust
  no ip verify source dhcp-snooping-vlan

interface port-channel400
  no ip dhcp snooping trust
  no ip arp inspection trust
  no ip verify source dhcp-snooping-vlan

<--output truncated-->
switch# 

次に、Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1) を実行するスイ ッチ上の DHCP スヌーピング設定および 
IP ソース  ガード情報を表示する例を示します。

switch# show running-config dhcp

!Command: show running-config dhcp
!Time: Sat Apr 19 06:18:33 2008

version 5.0(3)N1(1)
feature dhcp

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option

interface Ethernet1/2
  ip dhcp snooping trust
  ip verify source dhcp-snooping-vlan

interface Ethernet1/5
  ip verify source dhcp-snooping-vlan
ip source binding 10.0.0.7 002f.23bd.0014 vlan 5 interface Ethernet1/2
ip source binding 10.5.22.7 001f.28bd.0013 vlan 100 interface Ethernet1/5

switch# 
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show コマンド
show running-config dhcp
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。

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 verify source レイヤ 2 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 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。

show ip verify source IP-MAC アド レス  バインディ ングを表示します。

show startup-config 
dhcp

DHCP 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。
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show コマンド
show running-config radius
show running-config radius
実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの RADIUS サーバ情報を表示するには、show running-config 
radius コマン ドを表示します。

show running-config radius [all] 

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの RADIUS 情報を表示する例を示します。

switch# show running-config radius 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

!Command: show running-config radius
!Time: Wed Aug 25 10:25:41 2010

version 5.0(2)N1(1)
radius-server host 192.168.1.1 key 7 "KkwyCet" authentication accounting
aaa group server radius r1
    server 192.168.1.1

switch#

関連コマンド

all （任意）デフォル ト の RADIUS コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示し
ます。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show radius-server RADIUS 情報を表示します。
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show コマンド
show running-config security
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 、セキュア  シェル（SSH）サーバ、および Telnet 
サーバ情報を表示するには、show running-config security コマン ドを使用します。

show running-config security [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、実行コンフ ィギュレーシ ョ ンのユーザ アカウン ト 、SSH サーバ、Telnet サーバを表示する
例を示します。

switch# show running-config security 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

!Command: show running-config security
!Time: Wed Aug 25 10:27:20 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature telnet

username admin password 5 $1$eKzwPRms$5QB0PxpkXdp6ZKkME/vSS1  role network-admin
username praveena password 5 $1$9w6ZnM/R$Pg5OfsV/vkOaAGW.f.RyP.role network-op
erator
username install password 5 !  role network-admin
username user1 password 5 !  role priv-5
no password strength-check

switch#

関連コマンド

all （任意）デフォル ト のユーザ アカウン ト 、SSH サーバ、Telnet サーバ設定
情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

ssh IPv4 を使用してセキュア  シェル（SSH）接続を作成します。

ssh6 IPv6 を使用してセキュア  シェル（SSH）接続を作成します。

telnet IPv4 を使用して Telnet セッシ ョ ンを作成します。

telnet6 IPv6 を使用して Telnet セッシ ョ ンを作成します。

username ユーザ アカウン ト を設定します。
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show コマンド
show ssh key
show ssh key
セキュア  シェル（SSH）サーバ鍵を表示するには、show ssh key コマン ドを使用します。 

show ssh key

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドは、ssh server enable コマン ドを使用して SSH をイネーブルにしている場合にだけ
使用できます。

例 次に、SSH サーバ鍵を表示する例を示します。

switch# show ssh key 

Cisco NX-OS Release 5.0(2)N1(1) では、次の出力が表示されます。

**************************************
rsa Keys generated:Mon Aug  2 22:49:27 2010

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA0iACA1fHAeIaY6PD5fSBLqGX3MIn+k72qhdvLNib7dL7
8CRQVS1AlQiDDTrvyIfRZ5yHMDQndvcmRfkJzluSCW2FP8vokZ66aXFk8TBTFc5Bn3NUiUyPZyhPtFD2
LaHBCkxl0MxEP+nmPJ6Qf6mBzZVAIdLw8Nd64ZwqVHHjeFc=

bitcount:1024
fingerprint:
bb:bf:a4:c0:22:3b:70:15:e4:2b:2b:bb:08:41:82:d4
**************************************
could not retrieve dsa key information
**************************************
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

ssh server key SSH サーバ鍵を設定します。
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show コマンド
show ssh server
show ssh server
セキュア シェル（SSH）サーバ ステータスを表示するには、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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、SSH サーバ ステータスを表示する例を示します。

switch# show ssh server 
ssh version 2 is enabled
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

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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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 ンの認証、許可、アカウンテ ィ ング（AAA）コンフ ィギュ
レーシ ョ ン情報を表示するには、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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

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 情報を表示する例を示します。

switch# show startup-config aaa 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show running-config 
aaa

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの AAA コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を
表示します。
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show コマンド
show startup-config aclmgr
show startup-config aclmgr
スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンのアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）の設定を表示
するには、show startup-config aclmgr コマン ドを使用します。

show startup-config aclmgr [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、ACL 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。

switch# show startup-config aclmgr 

!Command: show startup-config aclmgr
!Time: Tue Aug 31 05:01:58 2010

version 5.0(2)N1(1)
ip access-list BulkData
  10 deny ip any any
ip access-list CriticalData
  10 deny ip any any
ip access-list Scavenger
  10 deny ip any any
mac access-list acl-mac
  10 permit any any
ip access-list denyv4
  20 deny ip 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 fragments
  30 permit udp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 lt 400
  40 permit icmp any any router-advertisement
  60 deny tcp 10.10.10.0/24 10.20.10.0/24 syn
  70 permit igmp any any host-report
  80 deny tcp any any rst
  90 deny tcp any any ack
  100 permit tcp any any fin
  110 permit tcp any gt 300 any lt 400
  130 deny tcp any range 200 300 any lt 600
  140 deny tcp any range 200 300 any lt 600
:

<省略>
:
vlan access-map vacl-mac
  match mac address acl-mac
  action forward
  statistics per-entry

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show startup-config aclmgr
vlan filter vacl-mac vlan-list 300

interface Ethernet1/1
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

interface Ethernet1/2
  ip port access-group voice in

interface Ethernet1/9
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

interface Ethernet1/10
  ipv6 port traffic-filter denv6 in

line vty
  access-class myACList in
  access-class myACList out
  ipv6 access-class myI6List out

switch#

次に、VTY 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。

switch# show startup-config aclmgr | begin vty 
line vty
  access-class myACList in
  access-class myACList out
  ipv6 access-class myI6List out

switch#

関連コマンド コマンド 説明

access-list VTY のアクセス  ク ラスを設定します。

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  ファ イルにコピーします。

ip access-class VTY の IPv4 アクセス  ク ラスを設定します。

ipv6 access-class VTY の IPv6 アクセス  ク ラスを設定します。

show running-config 
aclmgr

ACL の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
SEC-326
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リフ ァレンス

OL-27914-01-J



 

show コマンド
show startup-config arp
show startup-config arp
スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンのアド レス解決プロ ト コル（ARP）の設定を表示するに
は、show startup-config arp コマン ドを使用します。

show startup-config arp [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

コマンド履歴

例 次に、ARP 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。

switch# show startup-config arp 

!Command: show running-config arp
!Time: Mon Aug 23 07:33:15 2010

version 5.0(2)N1(1)
ip arp timeout 2100
ip arp event-history errors size medium

interface Vlan10
  ip arp 10.193.131.37 00C0.4F00.0000

switch# 

関連コマンド

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

copy running-config 
startup-config

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンをスター ト アップ コンフ ィギュレー
シ ョ ン  ファ イルにコピーします。

ip arp event-history errors イベン ト履歴バッファに ARP デバッグ イベン ト をロギングします。

ip arp timeout ARP タ イムアウ ト を設定します。

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

show running-config arp ARP の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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show コマンド
show startup-config dhcp
show startup-config dhcp
スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ンのダイナ ミ ッ ク  ホス ト  コンフ ィギュレーシ ョ ン  プロ
ト コル（DHCP）スヌーピング設定を表示するには、show running-config dhcp コマン ドを使用し
ます。

show running-config dhcp [all]

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード 任意のコマン ド  モード

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 dhcp コマン ドを使用して 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。

例 次に、スター ト アップ コンフ ィギュレーシ ョ ン  ファ イルの DHCP スヌーピング設定を表示する
例を示します。

switch# show startup-config dhcp 

!Command: show startup-config dhcp
!Time: Mon Aug 23 09:09:14 2010

version 5.0(2)N1(1)
feature dhcp

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping information option
service dhcp
ip dhcp relay
ip dhcp relay information option

ip arp inspection filter arp-acl-01 vlan 15,37-48

switch# 

all （任意）設定された情報とデフォル ト情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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show コマンド
show startup-config dhcp
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。

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 の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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show コマンド
show 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 コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示する
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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

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 情報を表示する例を示します。

switch# show startup-config radius 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show running-config 
radius

実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの RADIUS サーバ情報を表示します。
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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 、セキュア  シェル（SSH）サーバ、
および Telnet サーバ コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示するには、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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

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 、SSH サーバ、Telnet サーバ
を表示する例を示します。

switch# show startup-config security 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

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 、セキュア  シェル
（SSH）サーバ、および Telnet サーバ情報を表示します。
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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 ドを表示します。

show tacacs-server [hostname | ip4-address | ip6-address] [directed-request | groups | sorted | 
statistics]

構文の説明

コマンド  デフォルト グローバル TACACS+ サーバ設定を表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン TACACS+ 事前共有鍵は、show tacacs-server コマン ド出力には表示されません。show 
running-config tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ 事前共有鍵を表示します。

TACACS+ 情報を表示する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、すべての TACACS+ サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server 

次に、指定した TACACS+ サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server 192.168.2.2 

TACACS+ 要求設定を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server directed-request 

次に、TACACS+ サーバ グループの情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server groups 

hostname （任意）TACACS+ サーバの Domain Name Server（DNS）名です。 大文
字サイズは 256 です。

ipv4-address （任意）A.B.C.D 形式の TACACS+ サーバ IPv4 アド レスです。

ipv6-address （任意）X:X:X::X 形式の TACACS+ サーバ IPv6 アド レスです。

directed-request （任意）指定された要求設定を表示します。

groups （任意）設定されている  TACACS+ サーバ グループに関する情報を表
示します。

sorted （任意）TACACS+ サーバに関する情報を名前による ソー ト順に表示し
ます。

statistics （任意）TACACS+ サーバの TACACS+ 統計情報を表示します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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show コマンド
show tacacs-server
次に、指定した TACACS+ サーバ グループの情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server groups TacServer 

次に、ソー ト されたすべての TACACS+ サーバの情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server sorted 

次に、指定した TACACS+ サーバの統計情報を表示する例を示します。

switch# show tacacs-server statistics 192.168.2.2 

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 
tacacs+

実行コンフ ィギュレーシ ョ ン ファ イルの TACACS+ 情報を表示します。
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show コマンド
show telnet server
show telnet server
Telnet サーバ ステータスを表示するには、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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、Telnet サーバ ステータスを表示する例を示します。

switch# show telnet server 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

telnet server enable Telnet サーバをイネーブルにします。
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show コマンド
show user-account
show user-account
スイ ッチのユーザ アカウン ト に関する情報を表示するには、show user-account コマン ドを使用
します。 

show user-account [name]

構文の説明

コマンド  デフォルト スイ ッチで定義されているすべてのユーザ アカウン ト に関する情報を表示します。

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 スイ ッチで定義されているすべてのユーザ アカウン ト に関する情報を表示する例を示します。

switch# show user-account 

user:admin
        this user account has no expiry date
        roles:network-admin
user:mable
        this user account has no expiry date
        roles:network-operator
user:install
        this user account has no expiry date
        roles:network-admin
no password set.Local login not allowed
Remote login through RADIUS/TACACS+ is possible
user:user1
        this user account has no expiry date
        roles:priv-5
no password set.Local login not allowed
Remote login through RADIUS/TACACS+ is possible
switch#

次に、特定のユーザ アカウン ト に関する情報を表示する例を示します。

switch# show user-account admin 
user:admin
        this user account has no expiry date
        roles:network-admin
switch#

関連コマンド

name （任意）指定したユーザ アカウン ト だけに関する情報です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

username ユーザ アカウン ト を設定します。
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show コマンド
show users
show users
現在スイ ッチにログオンしているユーザを表示するには、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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード

コマンド履歴

例 現在スイ ッチにログオンしているすべてのユーザを表示する例を示します。

switch# show users 
NAME     LINE         TIME         IDLE          PID COMMENT
admin    ttyS0        Aug 24 22:19 10:41        4681
admin    pts/0        Aug 25 03:39   .8890 (72.163.177.191) *
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

clear user 特定のユーザをログアウ ト します。

username ユーザ アカウン ト を作成し、設定します。
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show コマンド
show vlan access-list
show vlan access-list
IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）の内容、または特定の VLAN アクセス  マップに関連
付けられている  MAC ACL を表示するには、show vlan access-list コマン ドを使用します。

show vlan access-list map-name

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 指定した VLAN アクセス  マップについて、スイ ッチはアクセス  マップ名とマップに関連付けら
れた ACL の内容を表示します。

例 次に、指定した VLAN アクセス  マップに関連付けられた ACL の内容を表示する例を示します。

switch# show vlan access-list vlan1map

関連コマンド

map-name 表示する  VLAN アクセス  リ ス ト です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

ip access-list IPv4 ACL を作成または設定します。

mac access-list MAC ACL を作成または設定します。

show access-lists VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。

show ip access-lists すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。

show mac access-lists すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。
SEC-337
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

show コマンド
show vlan access-map
show vlan access-map
すべての VLAN アクセス  マップまたは 1 つの VLAN アクセス  マップを表示するには、show 
vlan access-map コマン ドを使用します。

show vlan access-map [map-name]

構文の説明

コマンド  デフォルト map-name 引数を使用して特定のアクセス  マップを選択しないかぎ り、スイ ッチはすべての 
VLAN アクセス  マップを表示します。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 表示される各 VLAN アクセス  マップについて、スイ ッチはアクセス  マップ名、match コマン ド
で指定された ACL、action コマン ドで指定されたアクシ ョ ンを表示します。

show vlan filter コマン ドを使用して、どの VLAN に VLAN アクセス  マップが適用されるかを表
示します。

例 次に、特定の VLAN アクセス  マップを表示する例を示します。

switch# show vlan access-map vlan1map 

次に、すべての VLAN アクセス  マップを表示する例を示します。

switch# show vlan access-map 
Vlan access-map vacl-mac
        match mac: acl-mac
        action: forward
        statistics per-entry

switch# 

関連コマンド

map-name （任意）表示する  VLAN アクセス  マップです。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

action VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う アク
シ ョ ンを指定します。

match VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う  ACL 
を指定します。

show vlan filter VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。

vlan filter VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用します。
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show コマンド
show vlan filter
show vlan filter
VLAN アクセス  マップ、コマン ドの影響を受ける  VLAN ID など、vlan filter コマン ドのインスタ
ンスに関する情報を表示するには、show vlan filter コマン ドを使用します。

show vlan filter [access-map map-name | vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  デフォルト access-map キーワードを使用してアクセス  マップを指定するか、vlan キーワードを使用して 
VLAN ID を指定しないかぎ り、VLAN に適用される  VLAN アクセス  マップのすべてのインスタ
ンスが表示されます。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチのすべての VLAN アクセス  マップ情報を表示する例を示します。

switch# show vlan filter 

vlan map vacl-mac:
        Configured on VLANs:    300
switch#

関連コマンド

access-map map-name （任意）指定したアクセス  マップが適用される  VLAN への出力を制限
します。

vlan vlan-id （任意）指定した VLAN に適用されるアクセス  マップだけに出力を制
限します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

action VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う アク
シ ョ ンを指定します。

match VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う  ACL 
を指定します。

show vlan access-map すべての VLAN アクセス  マップまたは VLAN アクセス  マップを表示
します。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。

vlan filter VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用します。
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show コマンド
show vlan filter
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T コマンド

この章では、T で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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T コマンド
tacacs-server deadtime
tacacs-server deadtime
応答性について到達不能（非応答）TACACS+ サーバを監視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

コマンド  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  モード  

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 ド時間間隔がゼロ（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 ド時間間隔が 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 ド時
間間隔が 0 分を超えていないかぎ り、TACACS+ サーバ モニタ リ ングは実行されません。

TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、デッ ド  タイムの時間間隔を設定し、定期的なモニタ リ ングをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# tacacs-server deadtime 10 

次に、デッ ド  タ イムの時間間隔をデフォル ト に戻し、定期的なモニタ リ ングをディセーブルにす
る例を示します。

switch(config)# no tacacs-server deadtime 10 

関連コマンド

time 分単位の時間間隔です。指定できる範囲は 1 ～ 1440 です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

deadtime 非応答 RADIUS サーバ グループまたは TACACS+ サーバ グループを
モニタ リ ングする時間間隔を設定します。

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。
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T コマンド
tacacs-server directed-request
tacacs-server directed-request
ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるよ うにするには、
tacacs-server directed-request コマン ドを使用します。デフォル ト の設定に戻すには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

tacacs-server directed-request

no tacacs-server directed-request

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 設定された TACACS+ サーバ グループに認証要求を送信します。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

ログイン中に username@vrfname:hostname を指定できます。vrfname は使用する  VRF、hostname 
は設定された TACACS+ サーバです。ユーザ名が認証用にサーバに送信されます。

例 次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できるよ うにする例を
示します。

switch(config)# tacacs-server directed-request 

次に、ログイン時にユーザが認証要求を特定の TACACS+ サーバに送信できないよ うにする例
を示します。

switch(config)# no tacacs-server directed-request 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

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。
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T コマンド
tacacs-server host
tacacs-server host 
TACACS+ サーバ ホス ト  パラ メータを設定するには、tacacs-server host コマン ドを使用します。
デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} [key [0 | 7] shared-secret] 
[port port-number] [test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds]

no tacacs-server host {hostname | ipv4-address | ipv6-address} [key [0 | 7] shared-secret] 
[port port-number] [test {idle-time time | password password | username name}] 
[timeout seconds]

構文の説明 hostname TACACS+ サーバの Domain Name Server（DNS）名です。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 IPv4 アド レスです。

ipv6-address X:X:X::X 形式の TACACS+ サーバ IPv6 アド レスです。

key （任意）TACACS+ サーバ用の共有秘密鍵を設定します。

0 （任意）TACACS+ ク ラ イアン ト とサーバ間の通信を認証する、平文で指
定された事前共有鍵（0 で表示）を設定します。これはデフォルトです。

7 （任意）TACACS+ ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、暗
号文で指定された事前共有鍵（7 で表示）を設定します。

shared-secret TACACS+ ク ラ イアン ト とサーバ間の通信を認証する事前共有鍵で
す。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）TACACS+ サーバにテス ト  パケッ ト を送信するよ うパラ メータ
を設定します。

idle-time time （任意）サーバをモニタ リ ングするための時間間隔を分で指定します。
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 タ イムアウ ト期間（秒単位）を設定します
（TACACS+ サーバへの再送信を行う時間間隔）。有効な範囲は 
1 ～ 60 秒です。
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T コマンド
tacacs-server host
コマンド  デフォルト アイ ドル時間：ディセーブル
サーバ モニタ リ ング：ディセーブル
タイムアウ ト ：1 秒
テス ト  ユーザ名：test
テス ト  パスワード：test

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

アイ ドル タイム間隔が 0 分の場合、TACACS+ 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、TACACS+ サーバ ホス ト  パラ メータを設定する例を示します。

switch(config)# tacacs-server host 192.168.2.3 key HostKey 
switch(config)# tacacs-server host tacacs2 key 0 abcd 
switch(config)# tacacs-server host tacacs3 key 7 1234 
switch(config)# tacacs-server host 192.168.2.3 test idle-time 10 
switch(config)# tacacs-server host 192.168.2.3 test username tester 
switch(config)# tacacs-server host 192.168.2.3 test password 2B9ka5 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。
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T コマンド
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。
共有秘密鍵を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

tacacs-server key [0 | 7] shared-secret

no tacacs-server key [0 | 7] shared-secret

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン TACACS+ サーバに対してスイ ッチを認証するには、TACACS+ 事前共有鍵を設定する必要があ
り ます。鍵の長さは 65 文字に制限されており、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）。グローバル鍵を設定して、スイ ッチにあるすべての 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鍵の割り当てを上書きできます。

TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、TACACS+ サーバ共有キーを表示および設定する例を示します。

switch(config)# tacacs-server key AnyWord 
switch(config)# tacacs-server key 0 AnyWord 
switch(config)# tacacs-server key 7 public 

関連コマンド

0 （任意）TACACS+ ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、平
文で指定された事前共有鍵を設定します。これはデフォル ト です。

7 （任意）TACACS+ ク ラ イアン トおよびサーバ間の通信を認証する、暗
号文で指定された事前共有鍵を設定します。

shared-secret TACACS+ ク ラ イアン ト とサーバ間の通信を認証する事前共有鍵で
す。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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。
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T コマンド
tacacs-server timeout
tacacs-server timeout 
TACACS+ サーバへの再送信間隔を指定するには、tacacs-server timeout コマン ドを使用します。
デフォル ト の設定に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

tacacs-server timeout seconds

no tacacs-server timeout seconds

構文の説明

コマンド  デフォルト 1 秒

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、TACACS+ サーバ タ イムアウ ト値を設定する例を示します。

switch(config)# tacacs-server timeout 3 

次に、TACACS+ サーバ タ イムアウ ト値をデフォル ト に戻す例を示します。

switch(config)# no tacacs-server timeout 3 

関連コマンド

seconds TACACS+ サーバへの再送信間隔の秒です。有効範囲は 1 ～ 60 秒です。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

show tacacs-server TACACS+ サーバ情報を表示します。
SEC-347
Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS セキュリテ ィ  コマンド  リファレンス

OL-27914-01-J



 

T コマンド
telnet
telnet
Cisco Nexus 5000 Series スイ ッチで IPv4 を使用して 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 | default | management}]

構文の説明

コマンド  デフォルト ポート  23 がデフォル ト  ポート です。

コマンド  モード EXEC モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン IPv6 アド レ ッシングで Telnet セッシ ョ ンを作成するには、telnet6 コマン ドを使用します。

例 IPv4 を使用して Telnet セッシ ョ ンを開始する例を示します。 

switch# telnet 192.168.1.1 vrf management 
switch# 

関連コマンド

ipv4-address リ モー ト  スイ ッチの IPv4 アド レスです。

hostname リ モー ト  スイ ッチのホス ト名です。この名前は 64 文字以下の英数字で、
大文字と小文字が区別されます。

port-number （任意）Telnet セッシ ョ ンのポート番号です。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。

vrf vrf-name （任意）Telnet セッシ ョ ンで使用する仮想ルーティ ングおよびフォワー
ディ ング（VRF）名を指定します。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字
と小文字が区別されます。

default デフォル ト  VRF を指定します。 

management 管理 VRF を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

clear line Telnet セッシ ョ ンを消去します。

telnet server enable Telnet サーバをイネーブルにします。

telnet6 IPv6 アド レ ッシングを使用して  Telnet セッシ ョ ンを作成します。
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telnet server enable
Telnet サーバをイネーブルにするには、telnet server enable コマン ドを使用します。Telnet サーバ
をディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

telnet server enable

no telnet server enable

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 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  モード  

コマンド履歴

例 次に、Telnet サーバをイネーブルにする例を示します。 

switch(config)# telnet server enable 

次に、Telnet サーバをディセーブルにする例を示します。 

switch(config)# no telnet server enable 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

show telnet server Telnet サーバ ステータスを表示します。
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telnet6
 Cisco NX-OS スイ ッチで IPv6 を使用して Telnet セッシ ョ ンを作成するにはtelnet6 コマン ドを
使用します。 

telnet6 {ipv6-address | hostname} [port-number] [vrf {vrf-name | default | management}]

構文の説明

コマンド  デフォルト ポート  23 がデフォル ト  ポート です。デフォル ト の VRF が使用されます。

コマンド  モード EXEC モード

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、telnet server enable コマン ドを使用して Telnet サーバをイネーブ
ルにしておく必要があ り ます。

IPv4 アド レ ッシングで Telnet セッシ ョ ンを作成するには、telnet コマン ドを使用します。

例 IPv6 アド レスを使用して Telnet セッシ ョ ンを開始する例を示します。 

switch# telnet6 2001:0DB8:0:0:E000::F vrf management 
switch# 

関連コマンド

ipv6-address リ モー ト  デバイスの IPv6 アド レスです。 

hostname リ モー ト  デバイスのホス ト名です。この名前は 64 文字以下の英数字で、大
文字と小文字が区別されます。

port-number （任意）Telnet セッシ ョ ンのポート番号です。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。

vrf vrf-name （任意）Telnet セッシ ョ ンで使用する仮想ルーティ ングおよびフォワーディ
ング（VRF）名を指定します。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字と小文
字が区別されます。

default デフォル ト  VRF を指定します。 

management 管理 VRF を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

clear line Telnet セッシ ョ ンを消去します。

telnet IPv4 アド レ ッシングを使用して  Telnet セッシ ョ ンを作成します。

telnet server enable Telnet サーバをイネーブルにします。
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この章では、U で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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use-vrf
RADIUS または TACACS+ サーバ グループの仮想ルーティ ングおよび転送（VRF）インスタンス
を指定するには、use-vrf コマン ドを使用します。VRF インスタンスを削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

use-vrf {vrf-name | default | management}

no use-vrf {vrf-name | default | management}

構文の説明

コマンド  デフォルト なし

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  モード
TACACS+ サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 1 つのサーバ グループには、1 つの VRF インスタンスしか設定できません。

aaa group server radius コマン ドを使用して RADIUS サーバ グループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始するか、または aaa group server tacacs+ コマン ドを使用して TACACS+ サーバ グ
ループ コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始します。 

サーバが見つからない場合は、radius-server host コマン ド または tacacs-server host コマン ドを
使用してサーバを設定します。

TACACS+ を設定する前に、feature tacacs+ コマン ドを使用する必要があ り ます。

例 次に、RADIUS サーバ グループの VRF インスタンスを指定する例を示します。

switch(config)# aaa group server radius RadServer 
switch(config-radius)# use-vrf management 

次に、TACACS+ サーバ グループの VRF インスタンスを指定する例を示します。

switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer 
switch(config-tacacs+)# use-vrf management 

次に、TACACS+ サーバ グループから  VRF インスタンスを削除する例を示します。

switch(config)# aaa group server tacacs+ TacServer 
switch(config-tacacs+)# no use-vrf management 

vrf-name VRF インスタンス名です。名前は 大 32 文字の英数字で、大文字と小
文字が区別されます。

default デフォル ト  VRF を指定します。 

management 管理 VRF を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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use-vrf
関連コマンド コマンド 説明

aaa group server AAA サーバ グループを設定します。

feature tacacs+ TACACS+ をイネーブルにします。

radius-server host RADIUS サーバを設定します。

show radius-server 
groups

RADIUS サーバ情報を表示します。

show tacacs-server 
groups

TACACS+ サーバ情報を表示します。

tacacs-server host TACACS+ サーバを設定します。

vrf VRF インスタンスを設定します。
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username
ユーザ アカウン ト を作成し、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] [password {0 | 5} password] [role role-name] [priv-lvl level]

username user-id sshkey {key | filename filename}

no username user-id

構文の説明 user-id ユーザ アカウン ト のユーザ ID です。user-id 引数は、 大 28 文字の英
数字で、大文字と小文字が区別されます。

（注） Cisco NX-OS ソフ ト ウェアでは、user-id 引数の文字列に、「#」文
字と「@」文字は使用できません。

expire date （任意）ユーザ アカウン ト の有効期限を指定します。date 引数の形式
は、YYYY-MM-DD です。

password （任意）アカウン ト のパスワードを指定します。デフォル トは password 
です。

0 パスワードがク リ ア  テキス ト である こ と を指定します。これは、デ
フォル ト のモードです。

5 パスワードが暗号化される こ と を指定します。

password ユーザのパスワード（ク リ ア  テキス ト ）。パスワードは、 大 64 文字で
指定します。

（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、パスワードの先頭に引用符（“ または ‘）、縦棒（|）、大な り記
号（>）などの特殊文字を含める こ と もできません。

role role-name （任意）ユーザに割り当てられるロールを指定します。有効な値は、次の
とおりです。

• default-role - ユーザ ロール

• network-admin - システムで設定されたロール

• network-operator - システムで設定されたロール

• priv-0 - 権限ロール

• priv-1 - 権限ロール

• priv-2 - 権限ロール

• priv-3 - 権限ロール

• priv-4 - 権限ロール

• priv-5 - 権限ロール

• priv-6 - 権限ロール

• priv-7 - 権限ロール

• priv-8 - 権限ロール

• priv-9 - 権限ロール
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コマンド  デフォルト 有効期限、パスワード、SSH 鍵はあ り ません。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン スイ ッチは強力なパスワード しか受け入れません。強力なパスワードの特性には次のものがあ
り ます。

• 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り返し（「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

• 正しい名前を含んでいない

• 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、ユーザはアカウン ト にログインできま
せん。

priv-lvl キーワードを表示するには、feature privilege コマン ドを使用して TACACS+ サーバの累
積権限ロールをイネーブルにする必要があ り ます。

• priv-10 - 権限ロール

• priv-11 - 権限ロール

• priv-12 - 権限ロール

• priv-13 - 権限ロール

• priv-14 - 権限ロール

• priv-15 - 権限ロール

• vdc-admin - システムで設定されたロール

• vdc-operator - システムで設定されたロール

priv-lvl level （任意）特権レベルをユーザを割り当てるよ うに指定します。有効値は 
0 ～ 15 です。

sshkey （任意）ユーザ アカウン ト の SSH 鍵を指定します。

key SSH 鍵ス ト リ ングです。

filename filename SSH 鍵ス ト リ ングを含むファ イル名を指定します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 
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例 次に、パスワードを使用してユーザ アカウン ト を作成する例を示します。 

switch(config)# username user1 password Ci5co321 
switch(config)#

次に、ユーザ アカウン ト の SSH 鍵を設定する例を示します。 

switch(config)# username user1 sshkey file bootflash:key_file 
switch(config)#

次に、ユーザ アカウン ト の特権レベルを設定する例を示します。 

switch(config)# username user1 priv-lvl 15 
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

feature privilege TACACS+ サーバでのコマン ド認可に対するロールの累積権限をイ
ネーブルにします。

show privilege ユーザの累積権限サポート の現在の特権レベル、ユーザ名、およびス
テータスを表示します。

show user-account ユーザ アカウン ト の設定を表示します。
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この章では、V で始まる  Cisco NX-OS セキュ リ テ ィ  コマン ドについて説明します。
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vlan access-map
vlan access-map
新しい VLAN アクセス  マップを作成するか、または既存の VLAN アクセス  マップを設定するに
は、vlan access-map コマン ドを使用します。VLAN アクセス  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。

vlan access-map map-name

no vlan access-map map-name

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン 各 VLAN アクセス  マップには、1 つの match コマン ド と  1 つの action コマン ドを含める こ とが
できます。

例 次に、vlan-map-01 とい う名前で VLAN アクセス  マップを作成して、そのマップに ip-acl-01 とい
う名前の IPv4 ACL を割り当て、スイ ッチが ACL に一致するパケッ ト を転送するよ う指定し、
マップに一致する ト ラフ ィ ッ クの統計情報をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# vlan access-map vlan-map-01 
switch(config-access-map)# match ip address ip-acl-01 
switch(config-access-map)# action forward 
switch(config-access-map)# statistics 

関連コマンド

map-name 作成または変更する  VLAN アクセス  マップの名前です。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

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。

コマンド 説明

action VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う アク
シ ョ ンを指定します。

match VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う  ACL 
を指定します。

show vlan access-map すべての VLAN アクセス  マップまたは VLAN アクセス  マップを表示
します。

show vlan filter VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。

vlan filter VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用します。
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vlan filter
VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用するには、vlan filter コマン ドを使用し
ます。VLAN アクセス  マップの適用を解除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

vlan filter map-name vlan-list VLAN-list

no vlan filter map-name [vlan-list VLAN-list]

構文の説明

コマンド  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  モード  

コマンド履歴

使用上のガイド ライン VLAN アクセス  マップを  1 つまたは複数の VLAN に適用できます。

1 つの VLAN には、1 つの VLAN アクセス  マップしか適用できません。

このコマン ドの no 形式を使用する と、アクセス  マップの適用時に指定した  VLAN リ ス ト のす
べてまたは一部に対して、VLAN アクセス  マップの適用を解除できます。アクセス  マップが適
用されているすべての VLAN から適用を解除するには、VLAN-list 引数を省略します。現在アク
セス  マップが適用されている  VLAN のサブセッ ト に対して、アクセス  マップの適用を解除する
には、VLAN-list 引数を使用してアクセス  マップを削除する  VLAN を指定します。

例 次に、vlan-map-01 とい う名前の VLAN アクセス  マップを  20 ～ 45 の VLAN に適用する例を示
します。

switch(config)# vlan filter vlan-map-01 20-45 

map-name 作成または変更する  VLAN アクセス  マップの名前です。

vlan-list VLAN-list VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クをフ ィルタ リ ングする  VLAN 
の ID を  1 つ以上指定します。

ハイフン（-）を使用して、VLAN ID 範囲の開始 ID と終了 ID を区切り ま
す。たとえば、70 ～ 100 を使用します。

カンマ（,）を使用して、個別の VLAN ID と  VLAN ID の範囲を区切り ま
す。たとえば、20, 70 ～ 100, 142 を使用します。

（注） このコマン ドの no 形式を使用する場合、VLAN-list 引数は任意
とな り ます。この引数を省略する と、スイ ッチはアクセス  マッ
プが適用されているすべての VLAN からアクセス  マップを削
除します。

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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関連コマンド コマンド 説明

action VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う アク
シ ョ ンを指定します。

match VLAN アクセス  マップで ト ラフ ィ ッ クのフ ィルタ リ ングを行う  ACL 
を指定します。

show vlan access-map すべての VLAN アクセス  マップまたは VLAN アクセス  マップを表示
します。

show vlan filter VLAN アクセス  マップの適用方法に関する情報を表示します。

vlan access-map VLAN アクセス  マップを設定します。
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vlan policy deny
ユーザ ロールの VLAN ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始するには、vlan policy 
deny コマン ドを使用します。ユーザ ロールの VLAN ポ リ シーをデフォル ト に戻すには、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。

コマンド  デフォルト すべての VLAN

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロールの VLAN ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vlan policy deny 
switch(config-role-vlan)# 

次に、ユーザ ロールの VLAN ポ リ シーをデフォル ト に戻す例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# no vlan policy deny 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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vrf policy deny
ユーザの仮想ルーティ ングおよび転送（VRF）インスタンス  ポ リ シーへの拒否アクセスを設定す
るには、vrf policy deny コマン ドを使用します。ユーザ ロールのデフォル ト の VRF ポ リ シー設定
に戻すには、このコマン ドの no 形式を使用します。

vrf policy deny

no vrf 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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、ユーザ ロールの VRF ポ リ シー コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始する例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vrf policy deny 
switch(config-role-vrf)# 

次に、ユーザ ロールの VRF ポ リ シーをデフォル ト に戻す例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# no vrf policy deny 

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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V コマンド
vsan policy deny
vsan policy deny
ユーザ ロールの VSAN ポ リ シーへの拒否アクセスを設定するには、vsan policy deny コマン ドを
使用します。ユーザ ロールのデフォル ト の VSAN ポ リ シー設定に戻すには、このコマン ドの no 
形式を使用します。

vsan policy deny

no vsan 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。

コマンド  デフォルト なし

コマンド  モード ユーザ ロール コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ライン VSAN ポ リ シーへのアクセスを許可するには、permit vsan コマン ドを使用します。

例 次に、ユーザ ロールの VSAN ポ リ シーへのアクセスを拒否する方法の例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vsan policy deny 
switch(config-role-vsan)# 

次に、ユーザ ロールのデフォル ト の VSAN ポ リ シー設定に戻す例を示します。

switch(config)# role name MyRole 
switch(config-role)# vsan policy deny 
switch(config-role-vsan)# no vsan policy deny 
switch(config-role)#

関連コマンド

リ リース 変更内容

6.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。 

コマンド 説明

permit vsan ユーザの VSAN ポ リ シーへの許可アクセスを設定します。

role name ユーザ ロールを作成または指定し、ユーザ ロール コンフ ィギュレー
シ ョ ン  モードを開始します。

show role ユーザ ロール情報を表示します。
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V コマンド
vsan policy deny
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