
はじめに

こ こでは、『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマン 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、1 ページ

• 表記法、1 ページ

• 関連資料、2 ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート 、3 ページ

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。

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。

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。
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はじめに
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。

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

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

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

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

screen フォン ト ス イ ッチに表示される端末セッシ ョ ンおよび情報は、screen フォン ト で
示しています。

太字の screen フォン ト ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォン ト で示
しています。

イタ リ ッ ク体の screen 
フォン ト

ユーザが値を指定する引数は、イ タ リ ッ ク体の screen フォン ト で示し
ています。

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

[   ] システム  プロンプ ト に対するデフォル ト の応答は、角カッ コで囲んで
示しています。

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポン ド記号（#）がある場合には、コ メ ン
ト行である こ と を示します。
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
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

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.h
tml

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

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、または誤りや記載漏れに関する報告は、
nexus6k-docfeedback@cisco.com に送信して ください。皆様のフ ィードバッ クをお待ちしており
ます。

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、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の
詳細については、『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照して ください。

新し く作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信する
には、『What’s New in Cisco Product Documentation』 RSS フ ィードをご購読ください。RSS フ ィー
ドは無料のサービスです。
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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
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A コマンド

この章では、A で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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A コマンド

abort（セッシ ョ ン）
abort（セッシ ョ ン）
現在のコンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを廃棄するには、abort コマン ドを使用します。

abort

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 セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード  

コマンド履歴

例 次に、現在のコンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを停止する例を示します。

switch# configure session MySession1 
switch(config-s)# abort 
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

commit セッシ ョ ンをコ ミ ッ ト します。

configure session コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを作成します。

show configuration 
session

セッシ ョ ンの内容を表示します。

verify セッシ ョ ンを検証します。
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A コマンド
acllog match-log-level
acllog match-log-level
ACL 一致結果をログに記録するよ うに最小の重大度レベルを指定するには、acllog match-log-level 
コマンドを使用します。acllog match log level を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

acllog match-log-level severity-level

no acllog match-log-level severity-level

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、acllog match-log-level を  6 informational に設定する例を示します。

switch(config)# acllog match-log-level 6
switch(config)# 

関連コマンド

severity-level 作成する メ ッセージ ログの重大度です。指定したレベルの数字よ り低
いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度レベルは次のと
おりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態（デフォル ト  レベル）

• 6—informational：情報メ ッセージのみ（デフォル ト ）

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

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

logging level 指定のファシ リ テ ィからのロギング  メ ッセージをイネーブルにし
て、ロギング重大度レベルを設定します。

logging logfile システム  メ ッセージを保存するのに使用するログ  ファ イルの名前
と、記録する最小重大度を設定します。
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A コマンド
acllog match-log-level
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C コマンド

この章では、C で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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C コマンド
clear logging logfile
clear logging logfile
ログ  ファ イルの内容をク リ アするには、clear logging logfile コマン ドを使用します。

clear logging logfile

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、ロギング  ログファ イルをク リ アする例を示します。

switch# clear logging logfile 
switch# 

関連コマンド

リ リース 変更内容

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 logging logfile ログ  ファ イルのメ ッセージを表示します。
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C コマンド
clear logging nvram
clear logging nvram
NVRAM ログをク リ アするには、clear logging nvram コマン ドを使用します。

clear logging nvram

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、NVRAM ログを消去する例を示します。

switch# clear logging nvram 

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 logging nvram NVRAM ログを表示します。
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C コマンド
clear logging onboard
clear logging onboard
永続ログのオンボード障害ロギング（OBFL）エン ト リ をク リ アするには、clear logging onboard 
コマン ドを使用します。

clear logging onboard [environmental-history] [exception-log] [obfl-log] [stack-trace]

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、OBFL 環境履歴のエン ト リ をク リ アする例を示します。

switch# clear logging onboard environmental-history 

次に、OBFL 例外ログのエン ト リ をク リ アする例を示します。

switch# clear logging onboard exception-log 

次に、OBFL（boot-uptime/device-version/obfl-history）のエン ト リ をク リ アする例を示します。

switch# clear logging onboard obfl-log 

次に、OBFL スタ ッ ク  ト レースのエン ト リ をク リ アする例を示します。

switch# clear logging onboard stack-trace 

関連コマンド

environmental-history （任意）OBFL 環境履歴を消去します。

exception-log （任意）OBFL 例外ログ  エン ト リ を消去します。

obfl-log （任意）OBFL（boot-uptime/device-version/obfl-history）を消去します。

stack-trace （任意）OBFL スタ ッ ク  ト レース  エン ト リ を消去します。

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 logging onboard オンボード失敗ログを表示します。
12
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



C コマンド
clear logging session
clear logging session
現在のロギング  セッシ ョ ンをク リ アするには、clear logging session コマン ドを使用します。

clear logging session

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、現在のロギング  セッシ ョ ンを消去する例を示します。

switch# clear logging session 

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 logging session ロギング  セッシ ョ ンのステータスを表示します。
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C コマンド
clear ntp session
clear ntp session
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）セッシ ョ ンを消去するには、clear ntp session コマン ドを
使用します。

clear ntp session

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、処理中の NTP Cisco Fabric Service（CFS）配信セッシ ョ ンを廃棄する例を示します。

switch# clear ntp session 

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 ntp NTP 情報を表示します。
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C コマンド
clear ntp statistics
clear ntp statistics
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）セッシ ョ ンをク リ アするには、clear ntp statistics コマン
ドを使用します。

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

構文の説明

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、NTP I/O 統計情報を廃棄する例を示します。

switch# clear ntp statistics io 

関連コマンド

all-peers すべてのピア  ト ランザクシ ョ ン統計情報を消去します。

io I/O 統計情報を消去します。

local ローカル統計情報を消去します。

memory メモ リ統計情報を消去します。

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 ntp NTP 情報を表示します。
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C コマンド

commit（セッシ ョ ン）
commit（セッシ ョ ン）
現在のコンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンをコ ミ ッ トするには、commit コマンドを使用します。

commit

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 セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、現在のセッシ ョ ンをコ ミ ッ トする例を示します。

switch(config-s)# commit 
switch(config-s)# 

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

configure session コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを作成します。

show configuration 
session

セッシ ョ ンの内容を表示します。

verify セッシ ョ ンを検証します。
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D コマンド

この章では、D で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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D コマンド
diagnostic bootup level
diagnostic bootup level
デバイスの起動時に診断が ト リ ガーされるよ うにブート アップ診断レベルを設定するには、
diagnostic bootup level コマン ドを使用します。ブー ト アップ診断レベルを削除するには、このコ
マン ドの no 形式を使用します。

diagnostic bootup level {bypass | complete}

no diagnostic bootup level {bypass | complete}

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

次の手順を完了します。

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

例 次に、完全な診断を実行するよ うブー ト アップ診断レベルを設定する例を示します。

switch(config)# diagnostic bootup level complete 
switch(config)# 

次に、ブート アップ診断レベル設定を削除する例を示します。

switch(config)# no diagnostic bootup level complete 
switch(config)# 

関連コマンド

bypass すべてのブート アップ テス ト をスキップするよ うに指定します。

complete すべてのブート アップ診断を実行するよ うに指定します。これはデ
フォル ト値です。

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 diagnostic 
bootup level

起動時診断レベルを表示します。

show diagnostic 
bootup result

診断テス ト の結果を表示します。
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D コマンド

description（SPAN、ERSPAN）
description（SPAN、ERSPAN）
イーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）またはカプセル化リ モー ト  スイ ッチド  
ポート  アナラ イザ（ERSPAN）のセッシ ョ ンのコンフ ィギュレーシ ョ ンに説明を追加するには、
description コマン ドを使用します。説明を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

description 説明

no description

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

説明は追加されません。

コマンド  モード SPAN セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード
ERSPAN セッシ ョ ン  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

特定の SPAN セッシ ョ ンが何のために使用されているかを説明する注意書きをコンフ ィギュ
レーシ ョ ン中に設定するには、description コマン ドを使用します。この記述は、show monitor 
session や show running-config monitor などのコマン ドの出力に表示されます。

例 次に、SPAN セッシ ョ ンに説明を追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 9 type local
switch(config-monitor)# description A Local SPAN session
switch(config-monitor)#

次に、ERSPAN セッシ ョ ンに説明を追加する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 9 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# description An ERSPAN session
switch(config-erspan-src)#

説明 SPAN セッシ ョ ンのコンフ ィギュレーシ ョ ンについて説明する文字
列。この文字列には 80 文字まで使用できます。

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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D コマンド

description（SPAN、ERSPAN）
関連コマンド コマンド 説明

destination（SPAN 
セッシ ョ ン）

宛先 SPAN ポート を設定します。

monitor session 新規 SPAN セッシ ョ ン設定を作成します。

show monitor session SPAN セッシ ョ ン設定情報を表示します。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンの実行コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。

source（SPAN セッ
シ ョ ン）

送信元 SPAN ポート を設定します。
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D コマンド

destination（ERSPAN）
destination（ERSPAN）
カプセル化リ モー ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（ERSPAN）の宛先 IP アド レスを設定するに
は、destination コマン ドを使用します。ERSPAN の宛先 IP アド レスを削除するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。

destination ip ip_address

no destination ip ip_address

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

なし

コマンド  モード ERSPAN セッシ ョ ン  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

ERSPAN 送信元セッシ ョ ンには、宛先 IP アド レスを  1 つだけ設定できます。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、ERSPAN の宛先 IP アド レスを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# destination ip 192.0.3.1
switch(config-erspan-src)#

関連コマンド

ip リ モー ト  IP アド レスを設定します。

ip_address A.B.C.D 形式の IPv4 アド レス。

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

monitor session 新規 SPAN セッシ ョ ン設定を作成します。

show monitor session SPAN セッシ ョ ン設定情報を表示します。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンの実行コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。

source（SPAN セッ
シ ョ ン）

送信元 SPAN ポート を設定します。

source（ERSPAN セッ
シ ョ ン）

送信元 VLAN または VSAN インターフェイスを設定します。
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D コマンド

destination（SPAN セッシ ョ ン）
destination（SPAN セッシ ョ ン）
スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）の宛先ポート を設定するには、destination コマン ドを使
用します。宛先 SPAN ポート を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

destination interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port}

no source interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port}

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

なし

コマンド  モード SPAN セッシ ョ ン  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

各ローカル SPAN セッシ ョ ンおよび宛先セッシ ョ ンには、送信元ポート から ト ラフ ィ ッ クのコ
ピーを受信する宛先ポート （モニタ リ ングポート と も呼ばれる）がある必要があ り ます。

宛先ポート には、すべてのイーサネッ ト物理ポート を指定できますが、送信元ポート と同じス
イ ッチ上になければな り ません（ローカル SPAN セッシ ョ ンの場合）。送信元ポート 、ポー ト  チャ
ネル、SAN ポート  チャネル グループのいずれも、この宛先ポート にする こ とはできません。

宛先ポートは、すべてのモニタ対象送信元ポート の、送受信された ト ラフ ィ ッ クのコピーを受信
します。宛先ポート がオーバーサブスク ラ イブ型の場合、輻輳が発生する可能性があ り ます。輻
輳が発生する と、1 つまたは複数の送信元ポート での ト ラフ ィ ッ ク転送に影響を及ぼす可能性が
あ り ます。

例 次に、イーサネッ ト  インターフェイスの SPAN 宛先ポート を設定して、SPAN セッシ ョ ンをアク
テ ィブにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/5
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit 
switch(config)# monitor session 9 type local
switch(config-monitor)# description A Local SPAN session
switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/1
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/5

interface インターフェイス  タ イプを宛先 SPAN ポート と して使用するよ
うに指定します。

ethernet 
slot/[QSFP-module/]port 

イーサネッ ト  インターフェイスを宛先 SPAN ポート と して使用す
るよ うに指定します。スロ ッ ト番号は 1 ～ 255 です。QSFP-module 
番号は 1 ～ 199 です。指定できるポート番号は 1 ～ 128 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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D コマンド

destination（SPAN セッシ ョ ン）
switch(config-monitor)# no shutdown
switch(config-monitor)# 

関連コマンド コマンド 説明

source（SPAN セッ
シ ョ ン）

送信元 SPAN ポート を設定します。

monitor session 新規 SPAN セッシ ョ ン設定を作成します。

show monitor session SPAN セッシ ョ ン設定情報を表示します。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンの実行コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。
23
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J
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destination（SPAN セッシ ョ ン）
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F コマンド

この章では、F で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
25
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



F コマンド
feature ptp
feature ptp
PTP 機能をイネーブルにするには、feature ptp コマン ドを使用します。PTP 機能をディセーブル
にするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

feature ptp

no feature ptp

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

例 次に、デバイス上で PTP をイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# feature ptp

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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp source すべての PTP パケッ ト のソース  IP アド レスを設定します。

ptp domain このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定します。

ptp priority1 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  1 の
値を設定します。

ptp priority2 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  2 の
値を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。
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I コマンド

この章では、I で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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I コマンド

ip access-list（セッシ ョ ン）
ip access-list（セッシ ョ ン）
コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ン内に IPv4 アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を作成する
には、ip access-list コマン ドを使用します。コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンから  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 ACL-name

no ip access-list ACL-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 セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンに対し  IPv4 ACL を作成する例を示します。

switch# configure session MySession1
switch(config-s)# ip access-list myACL
switch(config-s-acl)# 

関連コマンド

ACL-name IPv4 ACL の名前です。名前には、最大 64 文字の英数字を指定できま
す。空白文字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

configure session コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを作成します。

deny IPv4 ACL に拒否ルールを設定します。

permit IPv4 ACL に許可ルールを設定します。

show configuration 
session

セッシ ョ ンの内容を表示します。
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I コマンド
ip dns source-interface
ip dns source-interface
ド メ イン  ネーム  サーバ（DNS）ド メ イン  ルッ クアップ用の送信元インターフェイスを設定する
には、ip dns source-interface コマン ドを使用します。デフォル ト設定に戻すには、このコマン ド
の no 形式を使用します。

ip dns source-interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port | loopback intf-num} [vrf {vrf-name | 
default | management}]

no ip dns source-interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port | loopback intf-num} [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 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 ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、DNS ルッ クアップの送信元インターフェイス と して、イーサネッ ト  インターフェイスを
設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# ip dns source-interface ethernet 1/5
switch(config)#

ethernet 
slot/[QSFP-module/]port 

イーサネッ ト  インターフェイスを宛先 SPAN ポー ト と して使用す
るよ うに指定します。スロ ッ ト番号は 1 ～ 255 です。QSFP-module 
番号は 1 ～ 199 です。指定できるポート番号は 1 ～ 128 です。

loopback intf-num ループバッ ク  インターフェイスを送信元インターフェイス と し
て使用するよ う指定します。有効な値の範囲は、0 ～ 1023 です。

vrf （任意）仮想ルーティ ングおよび転送（VRF）インスタンスを指定し
ます。

vrf-name （任意）VRF 名です。名前は最大 32 文字で、大文字と小文字が区別
されます。

default （任意）デフォル ト の VRF を指定します。

management （任意）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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I コマンド
ip dns source-interface
関連コマンド コマンド 説明

ip domain-lookup DNS ルッ クアップ機能をイネーブルにします。

show ip dns 
source-interface

DNS 送信元インターフェイスに関する情報を表示します。
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I コマンド
ip domain-list
ip domain-list
IP ド メ イン  リ ス ト を設定するには、ip domain-list コマン ドを使用します。IP ド メ イン  リ ス ト を
ディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip domain-list domain-name [use-vrf name]

no ip domain-list domain-name [use-vrf 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
VRF コンテキス ト  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 domain-list コマン ドは、デバイス用の追加のド メ イン名を設定するために使用します。vrf 
context コマン ドは、VRF コンテキス ト  モードに入って、特定の VRF 用の追加のド メ イン名を設
定するために使用します。

例 次に、デフォル ト  VRF の IP ド メ イン  リ ス ト を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# ip domain-list Mysite.com

次に、管理 VRF の IP ド メ イン  リ ス ト を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# ip domain-list Mysite.com

次に、デフォル ト  VRF を介してド メ イン名を解決できない場合に管理 VRF をバッ クアップと し
て使用するよ うに、デフォル ト  VRF の IP ド メ イン  リ ス ト を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# exit 
switch(config)# ip domain-name Mysite.com use-vrf management

domain-list IP ド メ イン  リ ス ト のド メ イン名を指定します。63 文字以内の英数字の
ス ト リ ング（大文字と小文字を区別）で指定します。

use-vrf name （任意）IP ド メ イン  リ ス ト のド メ イン名の解決に使用する仮想ルー
テ ィ ング/転送（VRF）を指定します。32 文字以内の英数字のス ト リ ング
（大文字と小文字を区別）で指定します。

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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I コマンド
ip domain-list
switch(config)# ip name-server 192.0.2.1
switch(config)# ip domain-list Mysite2.com 

関連コマンド コマンド 説明

show hosts IP ド メ イン名の設定に関する情報を表示します。
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I コマンド
ip domain-lookup
ip domain-lookup
ド メ イン  ネーム  サーバ（DNS）の検索機能をイネーブルにするには、ip domain-lookup コマン ド
を使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip domain-lookup

no ip domain-lookup

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 domain-lookup コマン ドは、DNS をイネーブルにするために使用します。

例 次に、DNS サーバ検索機能を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# exit 
switch(config)# ip domain-name Mysite.com use-vrf management
switch(config)# ip name-server 192.0.2.1
switch(config)# ip domain-lookup
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 hosts DNS に関する情報を表示します。
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I コマンド
ip domain-name
ip domain-name
ド メ イン名を設定するには、ip domain-name コマン ドを使用します。ド メ イン名を削除するに
は、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip domain-name domain-name [use-vrf name]

no ip domain-name domain-name [use-vrf 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
VRF コンテキス ト  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 domain-name コマン ドは、デバイス用のド メ イン名を設定するために使用します。vrf context 
コマン ドは、VRF コンテキス ト  モードに入って、特定の VRF 用のド メ イン  モナステ リ を設定す
るために使用します。

例 次に、デフォル ト  VRF の IP ド メ イン名を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# ip domain-name Mysite.com
switch(config)#

次に、管理 VRF の IP ド メ イン名を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# ip domain-name Mysite.com
switch(config-vrf)#

次に、デフォル ト  VRF を介してド メ イン名を解決できない場合に管理 VRF をバッ クアップと し
て使用するよ うに、デフォル ト  VRF の IP ド メ イン名を設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# exit 
switch(config)# ip domain-name Mysite.com use-vrf management

domain-name ド メ イン名。63 文字以内の英数字のス ト リ ング（大文字と小文字を区
別）で指定します。

use-vrf name （任意）ド メ イン名の解決に使用される  VRF を指定します。32 文字以内
の英数字のス ト リ ング（大文字と小文字を区別）で指定します。

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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I コマンド
ip domain-name
関連コマンド コマンド 説明

ip domain-list IP ド メ イン  リ ス ト を設定します。

ip domain-lookup ド メ イン ネーム サーバ（DNS）ルッ クアップ機能をイネーブルにします。

show hosts IP ド メ イン名の設定に関する情報を表示します。
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ip host
ip host
ド メ イン  ネーム  システム（DNS）のホス ト名キャ ッシュ内でスタテ ィ ッ ク  ホス ト名/アド レス  
マッピングを定義するには、ip host コマン ドを使用します。ホス ト名/アド レス  マッピングを削
除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ip host name address1 [address2...address6]

no ip host name address1 [address2...address6]

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

ip host コマン ドは、スタテ ィ ッ ク  ホス ト名を  DNS に追加するために使用します。

例 次に、スタテ ィ ッ ク  ホス ト名の設定例を示します。

switch(config)# ip host mycompany.com 192.0.2.1

関連コマンド

name ホス ト名。name には最大 80 文字の英数字を使用できます。大文
字と小文字は区別されます。

address1 x.x.x.x 形式の IPv4 アド レス。

address2 ...address6 （任意）x.x.x.x 形式の追加の IPv4 アド レス（最大 5 個）。

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 hosts IP ド メ イン名の設定に関する情報を表示します。
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I コマンド
ip name-server
ip name-server 
ネーム  サーバを設定するには、ip name-server コマン ドを使用します。この機能をディセーブル
にするには、コマン ドの no 形式を使用します。

ip name-server ip-address [use-vrf name]

no ip name-server ip-address [use-vrf 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
VRF コンテキス ト  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 name-server コマンドは、ネーム  サーバをデバイス用に設定するために使用します。vrf context 
コマンドは、VRF コンテキス ト  モードに入って、特定の VRF 用のド メ イン名を設定するために使
用します。

例 次に、デフォル ト  VRF の IP ネーム  サーバを設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# exit 
switch(config)# ip domain-name Mysite.com use-vrf management
switch(config)# ip name-server 192.0.2.1

次に、管理 VRF の IP ネーム  サーバを設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# ip name-server 192.0.2.1

次に、IP ネーム  サーバにデフォル ト  VRF 経由で到達できない場合にバッ クアップと して管理 
VRF を使用するよ うにデフォル ト  VRF の IP ネーム  サーバを設定する例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# exit 

ip-address ネーム  サーバの IP アド レス。

use-vrf name （任意）ネーム  サーバに到達するために使用する  VRF を指定します。
32 文字以内の英数字のス ト リ ング（大文字と小文字を区別）で指定し
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 name-server
switch(config)# ip domain-name Mysite.com use-vrf management
switch(config)# ip name-server 192.0.2.1 use-vrf management

関連コマンド コマンド 説明

ip domain-list ド メ インの リ ス ト を定義します。

ip domain lookup DNS ベースのホス ト名からアド レスへの変換をイネーブルにします。

show hosts IP ド メ イン名の設定に関する情報を表示します。

vrf context 仮想ルーティ ング/転送（VRF）インスタンスを作成します。
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ip port access-group（セッシ ョ ン）
ip port access-group（セッシ ョ ン）
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 | out}

no ip port access-group 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 セッシ ョ ン  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

例 次に、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 をポート  ACL と
して適用する例を示します。

switch# configure session MySession1 
switch(config-s)# interface ethernet 1/2 
switch(config-s-if)# ip port access-group ip-acl-01 in 
switch(config-s-if)#

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-s)# interface ethernet 1/2 
switch(config-s-if)# no ip port access-group ip-acl-01 in 
switch(config-s-if)#

関連コマンド

access-list-name IPv4 ACL の名前です。名前では最大 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。

in ACL が着信ト ラフ ィ ッ クに適用されるよ う指定します。

out ACL を発信ト ラフ ィ ッ クに適用するよ 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。

コマンド 説明

show access-lists すべての ACL を表示します。

show configuration 
session

セッシ ョ ンの内容を表示します。
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ip port access-group（セッシ ョ ン）
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この章では、L で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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L コマンド
locator-led
locator-led 
ファブ リ ッ ク  エクステンダのロケータ  LED を点灯するには、locator-led コマン ドを使用しま
す。ロケータ  LED を消灯するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

locator-led {chassis pattern {long| medium | short} | fex fex_number}

no locator-led {chassis pattern {long| medium | short} | fex fex_number}

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

locator-led コマン ドを使用してファブ リ ッ ク  エクステンダのロケータ  LED を点灯/消灯する と、
入り組んだデータセンター内でマシンを簡単に識別できるよ うにな り ます。

例 次に、特定のファブ リ ッ ク  エクステンダ シャーシでロケータ  LED を点灯する例を示します。

switch# locator-led fex 100
switch#

次に、特定のファブ リ ッ ク  エクステンダ シャーシでロケータ  LED を消灯する例を示します。

switch# no locator-led fex 100
switch#

chassis LED を点滅させるシャーシ指定します。

pattern LED の点滅パターンを指定します。

long LED を長い間隔で点滅させる場合に指定します。

medium LED を中程度の間隔で点滅させる場合に指定します。

short LED を短い間隔で点滅させる場合に指定します。

fex_number ファブ リ ッ ク  エクステンダ番号。有効な範囲は 100 ～ 199 です。

リ リース 変更内容

5.0(2)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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locator-led
関連コマンド コマンド 説明

show fex スイ ッチに接続されている、すべての設定済みファブ リ ッ ク  エクステ
ンダ シャーシを表示します。

show locator-led ファブ リ ッ ク  エクステンダ モジュールのロケータ  LED のステータ
スを表示します。
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logging abort
logging abort
Syslog サーバの設定に対する保留中の変更を廃棄するには、logging abort コマンドを使用します。

logging abort

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

例 次に、Syslog サーバの設定に加えられた変更を廃棄する例を示します。

switch(config)# logging distribute 
switch(config)# logging abort 
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

logging distribute CFS インフラス ト ラ クチャを使用して、ネッ ト ワーク  スイ ッチへの 
Syslog サーバ設定の配布をイネーブルにします。

show logging pending Syslog サーバ設定に対する保留中の変更を表示します。

show logging status ロギング  ステータスを表示します。
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logging commit
logging commit
ファブ リ ッ ク内のスイ ッチへ配布するための Syslog サーバ設定に対する保留中の変更をコ ミ ッ
トするには、logging commit コマン ドを使用します。

logging commit

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

例 次に、Syslog サーバ設定の配布をコ ミ ッ トする例を示します。

switch(config)# logging distribute 
switch(config)# commit 
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

logging distribute CFS インフラス ト ラ クチャを使用して、ネッ ト ワーク  スイ ッチへの 
Syslog サーバ設定の配布をイネーブルにします。

show logging status ロギング  ステータスを表示します。
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logging console
logging console
コンソール セッシ ョ ンでロギング  メ ッセージをイネーブルにするには、logging console コマン
ドを使用します。コンソール セッシ ョ ンのロギング  メ ッセージをディセーブルにするには、こ
のコマン ドの no 形式を使用します。

logging console [severity-level]

no logging console

構文の説明

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、コンソール セッシ ョ ンで重大度レベル 4（警告）以上を使用してロギング  メ ッセージをイ
ネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging console 4 

関連コマンド

severity-level （任意）作成する メ ッセージ ログの重大度のレベルです。指定したレベ
ルの数字よ り低いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度
レベルは次のとおりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態（デフォル ト  レベル）

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

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 logging console コンソール ロギング設定を表示します。
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logging distribute
logging distribute
Cisco Fabric Service（CFS）インフラス ト ラ クチャを使用して、ネッ ト ワーク  スイ ッチへの Syslog 
サーバ設定の配布をイネーブルにするには、logging distribute コマン ドを使用します。配信を
ディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

logging distribute

no logging distribute

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

配布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

例 次に、Syslog サーバ設定の配布をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# logging distribute 
switch(config)# 

次に、Syslog サーバ設定の配布をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no logging distribute 
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

logging abort Syslog サーバ設定に対する保留中の変更をキャンセルします。

logging commit ファブ リ ッ ク内のスイ ッチへ配布するための Syslog サーバ設定に対
する変更をコ ミ ッ ト します。

show logging status ロギング  ステータスを表示します。
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logging event
logging event
インターフェイス  イベン ト を記録するには、logging event コマン ドを使用します。インターフェ
イス  イベン ト のロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使用します。

logging event port {link-status | trunk-status} {default | enable}

no logging event port {link-status | trunk-status} {default | enable}

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、インターフェイス  イベン ト を記録する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging event link-status default 

関連コマンド

link-status すべての UP/DOWN および CHANGE メ ッセージをログに記録します。

trunk-status すべての TRUNK ステータス  メ ッセージをログに記録します。

default ロギングが明示的に設定されてないインターフェイスで、デフォル ト
のロギング設定を使用します。

enable ポート  レベルの設定を上書きしてロギングをイネーブルにします。

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。

コマンド 説明

show logging ロギング  ステータスを表示します。
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logging event port
logging event port
インターフェイスのイベン ト をログに記録するには、logging event port コマン ドを使用します。
インターフェイス  イベン ト のロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no 形式を使
用します。

logging event port {link-status | trunk-status} [default]

no logging event port {link-status | trunk-status}

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

例 次に、インターフェイス  イベン ト を記録する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# logging event port link-status default 

関連コマンド

link-status すべての UP/DOWN および CHANGE メ ッセージをログに記録します。

trunk-status すべての TRUNK ステータス  メ ッセージをログに記録します。

default （任意）ロギングが明示的に設定されてないインターフェイスで、デ
フォル ト のロギング設定を使用します。

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 interface インターフェイス設定情報を表示します。

show logging ロギング  ステータスを表示します。
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logging ip access-list cache
logging ip access-list cache
最適化された ACL ロギング（OAL）パラ メータを設定するには、logging ip access-list cache 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。

logging ip access-list cache {{entries num_entries} | {interval seconds} | {threshold 
num_packets}} 

no logging ip access-list cache {{entries num_entries} | {interval seconds} | {threshold 
num_packets}}

構文の説明

デフォルト なし

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  

サポート される
ユーザ ロール

ネッ ト ワーク管理者

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、ソフ ト ウェア内にキャ ッシュする最大ログ  エン ト リ数を指定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging ip access-list cache entries 200 
switch(config)#

entries 
num_entries 

ソフ ト ウェア内にキャ ッシュする最大ログ  エン ト リ数を指定します。範囲
は 0 ～ 1048576 です。デフォル ト値は 8000 エン ト リ です。

intervalseconds エン ト リ が Syslog に送信されるまでの最大時間を指定します。範囲は 
5 ～ 86400 です。デフォル ト値は 300 秒です。

threshold 
num_packets 

エン ト リ が Syslog に送信されるまでのパケッ ト一致（ヒ ッ ト ）の数を指定
します。範囲は 0 ～ 1000000 です。デフォル ト値は 0 パケッ ト （レー ト制限
なし）です。したがって、デフォル ト では、パケッ ト  マッチ個数によってシ
ステム  ログが ト リ ガーされる こ とはあ り 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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logging ip access-list cache
次に、エン ト リ の Syslog への送信が発生する最大時間間隔を指定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging ip access-list cache interval 350 
switch(config)#

次に、エン ト リ の Syslog への送信が発生する最大パケッ ト  マッチ数を指定する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# logging ip access-list cache threshold 125 
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show logging ip 
access-list

IP アクセス  リ ス ト のロギング  ステータスを表示します。
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logging level
logging level
指定した重大度以上の定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ  ロギングをイネーブルにするに
は、logging level コマン ドを使用します。定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ  ロギングを
ディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

logging level facility severity-level

no logging level facility severity-level

構文の説明

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、重大度レベル 2 以上の AAA ファシ リ テ ィから ロギング  メ ッセージをイネーブルにする例
を示します。

switch(config)# logging level aaa 2 

facility ファシ リ テ ィ。ファシ リ テ ィの リ ス ト を付録 1「システム  メ ッセージ 
ロギング  ファシ リ テ ィ 」の表 1-1 に示します。

同じ重大度をすべてのファシ リ テ ィに適用するには、all ファシ リ テ ィ
を使用します。

severity-level 作成する メ ッセージ ログの重大度です。指定したレベルの数字よ り低
いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度レベルは次のと
おりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態（デフォル ト  レベル）

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

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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logging level
関連コマンド コマンド 説明

show logging level ファシ リ ティ  ロギング レベル コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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logging logfile
logging logfile
システム  メ ッセージを格納するログ  ファ イルの名前、およびそのファ イルへのログ記録の対象
となる最小重大度を設定するには、logging logfile コマン ドを使用します。ログ  ファ イルへのロ
ギングをディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

logging logfile logfile-name severity-level [size bytes]

no logging logfile [logfile-name severity-level [size bytes]]]

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、システム  メ ッセージを格納する  logfile とい う名前のログ  ファ イルを設定し、その重大度
を  4 に設定する例を示します。

switch(config)# logging logfile logfile 4 

関連コマンド

logfile-name システム  メ ッセージを格納するログ  ファ イルの名前を設定します。

severity-level 作成する メ ッセージ ログの重大度です。指定したレベルの数字よ り低
いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度レベルは次のと
おりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態（デフォル ト  レベル）

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

size bytes （任意）ファ イルの最大サイズを指定します。デフォルトのサイズは 
4194304 バイ トで、4096 バイ トから  4194304 バイ トの間で設定できます。

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

show logging logfile ログ  ファ イルを表示します。
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logging module
logging module
モジュール ログ  メ ッセージをイネーブルにするには、logging module コマン ドを使用します。モ
ジュール ログ  メ ッセージをディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

logging module [severity-level]

no logging module

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

指定した重大度レベルを設定するか、デフォル ト のレベルを使用します。

例 次に、モジュール ログ  メ ッセージをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# logging module 

関連コマンド

severity-level （任意）作成する メ ッセージ ログの重大度のレベルです。指定したレベ
ルの数字よ り低いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度
レベルは次のとおりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態（デフォル ト  レベル）

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

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 logging module モジュール ロギング  ステータスを表示します。
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logging monitor
デバイスでモニタ（端末回線）のメ ッセージのログをイネーブルにするには、logging monitor コ
マン ドを使用します。モニタ  ログ  メ ッセージをディセーブルにするには、このコマン ドの no 形
式を使用します。

logging monitor [severity-level]

no logging monitor

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

この設定は、Telnet セッシ ョ ン とセキュア  シェル（SSH）に適用されます。

例 次に、モニタ  ログ  メ ッセージをイネーブルにする例を示します。

switch(config)# logging monitor 

severity-level （任意）作成する メ ッセージ ログの重大度のレベルです。指定したレベ
ルの数字よ り低いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度
レベルは次のとおりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態（デフォル ト  レベル）

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

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

show logging monitor モニタ  ロギングのステータスを表示します。
57
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



L コマンド
logging server
logging server
指定したホス ト名または IPv4/IPv6 アド レスの リモー ト  Syslog サーバを設定するには、logging 
server コマン ドを使用します。リモー ト  Syslog 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。

logging server host [severity-level] [facility {auth | authpriv | cron | daemon | ftp | kernel | local0 
| local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 | lpr | mail | news | syslog | user | uucp}| 
use-vrf {vrf_name | management}]

no logging server host [severity-level] [facility {auth | authpriv | cron | daemon | ftp | kernel | 
local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 | lpr | mail | news | syslog | user 
| uucp}| use-vrf {vrf_name | management}]

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

デフォル ト の発信ファシ リ テ ィは local7 です。
デフォル ト  VRF は management 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  

ホス ト  リ モー ト  Syslog サーバのホス ト名または IPv4/IPv6 アド レス。

severity-level （任意）作成する メ ッセージ ログの重大度のレベルです。指定したレベ
ルの数字よ り低いレベルのメ ッセージのログが作成されます。重大度
レベルは次のとおりです。

• 0—emergency：システムが使用できない

• 1—alert：迅速な対処が必要

• 2—critical：ク リ テ ィ カルな状態（デフォル ト  レベル）

• 3—error：エラーの状態

• 4—warning：警告の状態

• 5—notification：通常であるが重大な状態

• 6—informational：情報メ ッセージだけ

• 7—debugging：デバッグ中にだけ表示

facility facility （任意）発信ファシ リ テ ィ（facility）を指定します。ファシ リ テ ィの リ ス
ト を付録 1「システム  メ ッセージ ロギング  ファシ リ テ ィ 」の表 1-1 に
示します。

デフォル ト の発信ファシ リ テ ィは local7 です。

vrf vrf_name （任意） リ モー ト  サーバで使用される仮想ルーティ ングおよび転送
（VRF）を指定します。この名前には最大 32 文字までの英数字を指定で
きます。

management 管理 VRF を指定します。これがデフォル ト の VRF です。
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コマンド履歴

例 次に、デフォル ト の発信ファシ リ テ ィ を使用して、指定した IPv4 アド レスの リモー ト  Syslog 
サーバを設定する例を示します。

switch(config)# logging server 192.168.2.253 

次に、指定されたホス ト名の リモー ト  Syslog サーバで、重大度 5 以上のメ ッセージがログに記録
されるよ うに設定する例を示します。

switch(config)# logging server syslogA 5 

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 logging server 設定された Syslog サーバを表示します。
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logging timestamp
ロギング  タ イムスタンプの単位を設定するには、logging timestamp コマン ドを使用します。ロ
ギング  タ イムスタンプの単位をデフォル ト に リ セッ トするには、このコマン ドの no 形式を使用
します。

logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

no logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds}

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、単位は秒です。

例 次に、ロギング  タ イムスタンプの単位をマイ ク ロ秒に設定する例を示します。

switch(config)# logging timestamp microseconds 

関連コマンド

microseconds ロギング  タ イムスタンプに使用する単位をマイ ク ロ秒に指定します。
デフォル ト の単位は seconds です。

milliseconds ロギング  タ イムスタンプに使用する単位を ミ リ秒に指定します。

seconds ロギング  タ イムスタンプに使用する単位を秒に指定します。デフォル
ト の単位は seconds 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 logging 
timestamp

ロギング  タ イムスタンプの設定を表示します。
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この章では、M で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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monitor erspan origin ip-address
monitor erspan origin ip-address
Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）起点 IP アド レスを設定するには、monitor 
espan origin ip-address コマン ドを使用します。ERSPAN の起点 IP アド レス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。

monitor erspan origin ip-address ip-address [global]

no monitor erspan origin ip-address ip-address [global]

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 の VDC で起点 IP アド レスを変更する と、すべてのセッシ ョ ンに影響を与えます。

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、ERSPAN の起点 IP アド レスを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.1.1.1 global
switch(config)# 

次に、ERSPAN IP アド レスを削除する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# no monitor erspan origin ip-address 10.1.1.1 global
switch(config)#

関連コマンド

ip-address IP アド レス。

global （任意）すべての VDC のデフォル ト の仮想デバイス  コンテキス ト
（VDC）設定を指定します。

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

monitor session SPAN セッシ ョ ンまたは ERSPAN セッシ ョ ンを設定します。
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monitor session
ポート間の ト ラフ ィ ッ ク分析のために、イーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）
セッシ ョ ンまたは Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）セッシ ョ ンのコンフ ィ
ギュレーシ ョ ンを新規作成するか、既存のセッシ ョ ンのコンフ ィギュレーシ ョ ンに追加するに
は、monitor session コマン ドを使用します。SPAN セッシ ョ ンまたは ERSPAN セッシ ョ ンをク リ
アするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

monitor session {session-number [shut | type {local | erspan-source} | all shut}

no monitor session {session-number | all} [shut]

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

完全に新しいセッシ ョ ンを利用できるよ うに、任意のセッシ ョ ン番号またはすべての SPAN 
セッシ ョ ンをク リ アできます。

（注） Cisco Nexus デバイスは、2 つのアクテ ィブな SPAN セッシ ョ ンをサポート します。Cisco Nexus 
5548 スイ ッチは、4 つのアクテ ィブな SPAN セッシ ョ ンをサポート します。2 つを超える  SPAN 
セッシ ョ ンを設定する と、最初の 2 つのセッシ ョ ンがアクテ ィブにな り ます。起動中にアクテ ィ
ブなセッシ ョ ンの順序が逆にな り、最後の 2 つのセッシ ョ ンがアクテ ィブにな り ます。たとえ
ば、セッシ ョ ン  1 ～ 10 を設定して、1 と  2 がアクテ ィブな場合、リブー ト後はセッシ ョ ン  9 と  10 
がアクテ ィブにな り ます。確定した動作を可能にするには、monitor session session-number shut 
コマン ドを使用して、セッシ ョ ン  3 ～ 10 を明示的に一時停止します。

5548 のノー トは 6000 に適用されますか。

session-number 作成または設定する  SPAN セッシ ョ ン。有効な範囲は 1 ～ 18 です。

all 設定情報をすべての SPAN セッシ ョ ンに適用するよ うに指定します。

shut （任意）選択されたセッシ ョ ンがモニタ リ ングのためにシャ ッ ト ダウン
されるよ うに指定します。

type （任意）設定するセッシ ョ ンのタ イプを指定します。

local セッシ ョ ン  タ イプをローカルに指定します。

erspan-source ERSPAN 送信元セッシ ョ ンを作成します。

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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monitor session
（注） モニタ  セッシ ョ ンの出力（TX）送信元の数に対する制限がな く な り ました。ポー ト  チャネル イ
ンターフェイスを出力送信元と して設定できます。

ERSPAN セッシ ョ ンを作成した後でセッシ ョ ンを記述し、送信元および宛先と してインター
フェイスおよび VLAN を追加できます。

例 次に、SPAN セッシ ョ ンを作成する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# monitor session 2 
switch(config)#

次に、モニタ  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始し、ポー ト間の ト ラフ ィ ッ ク分析のために 
SPAN セッシ ョ ン番号 9 を設定する例を示します。

switch(config)# monitor session 9 type local 
switch(config-monitor)# description A Local SPAN session 
switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/1 
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/2 
switch(config-monitor)# no shutdown 

次に、SPAN セッシ ョ ンを起動する前に、任意の SPAN 宛先インターフェイスをレイヤ 2 SPAN モ
ニタ と して設定する例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# switchport 
switch(config-if)# switchport monitor 
switch(config-if)# no shutdown 

次に、通常の SPAN 宛先ト ランク  インターフェイスを設定する例を示します。

switch(config)# interface Ethernet1/2 
switch(config-if)# switchport 
switch(config-if)# switchport mode trunk 
switch(config-if)# switchport monitor 
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-12 
switch(config-if)# no shutdown 

次に、ERSPAN セッシ ョ ンを作成する例を示します。

switch# configure terminal 
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)#

関連コマンド コマンド 説明

description（SPAN、
ERSPAN）

説明を  SPAN セッシ ョ ンを識別するために追加します。

destination（ERSPAN） ERSPAN パケッ ト の宛先 IP ポー ト を設定します。

erspan-id（ERSPAN） ERSPAN セッシ ョ ンのフロー ID を設定します。

ip dscp（ERSPAN） ERSPAN パケッ ト の DSCP 値を設定します。

ip prec（ERSPAN） ERSPAN パケッ ト の IP precedence 値を設定します。

ip ttl（ERSPAN） ERSPAN パケッ ト の存続可能時間（TTL）値を設定します。

mtu（ERSPAN） ERSPAN パケッ ト の最大伝送値（MTU）を設定します。
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show monitor session SPAN セッシ ョ ン設定情報を表示します。

source（SPAN、
ERSPAN）

SPAN 送信元ポート を追加します。

コマンド 説明
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mtu
指定したイーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）セッシ ョ ンのパケッ ト に対する最
大伝送ユニッ ト （MTU）の切り捨てサイズを設定するには、mtu コマン ドを使用します。MTU の
切り捨てサイズ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。

mtu mtu-size

no mtu

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 モニタ  コンフ ィギュレーシ ョ ン（config-monitor）

サポート される
ユーザ ロール

ネッ ト ワーク管理者
VDC 管理者

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

MTU の切り捨てと  SPAN のレート制限は、同じ  SPAN セッシ ョ ンでイネーブルにできません。
1 セッシ ョ ンで両方を設定した場合、レー ト制限の設定をディセーブルにするまで、レー ト制限
だけが F1 シ リーズ モジュールで許可され、MTU 切り捨てがディセーブルにな り ます。

（注） MTU の切り捨ては、F1 シ リーズ モジュールおよび F2 シ リーズ モジュールだけでサポート され
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、指定された SPAN セッシ ョ ンのパケッ トの MTU の切り捨てサイズを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 5
switch(config-monitor)# mtu 128
switch(config-monitor)#

mtu-size MTU の切り捨てサイズ。範囲は 64 ～ 1500 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、指定された SPAN セッシ ョ ンのパケッ ト の MTU の切り捨てサイズの設定を削除する例を
示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 5
switch(config-monitor)# no mtu

関連コマンド コマンド 説明

monitor session SPAN セッシ ョ ンを設定するため、モニタ  コンフ ィギュレーシ ョ ン  
モードを開始します。

show monitor session SPAN セッシ ョ ンのステータスを表示します。
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この章では、N で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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ntp
スイ ッチのネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）ピアおよびサーバを設定するには、ntp コマ
ン ドを使用します。設定したピアおよびサーバを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用
します。

ntp {peer hostname | server hostname} [prefer] [use-vrf vrf-name]

no ntp {peer hostname | server hostname}

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

複数のピア  アソシエーシ ョ ンを指定できます。

例 次に、サーバとのサーバ アソシエーシ ョ ンを作成する例を示します。

switch(config)# ntp server ntp.cisco.com 

次に、ピアとのピア  アソシエーシ ョ ンを作成する例を示します。

switch(config)# ntp peer 192.168.10.0 

次に、ピアとのアソシエーシ ョ ンを削除する例を示します。

switch(config)# no ntp peer 192.168.10.0 

関連コマンド

peer hostname NTP ピアのホス ト名または IP アド レスを指定します。

server hostname NTP サーバのホス ト名または IP アド レスを指定します。

prefer （任意）このピア/サーバを優先ピア/サーバに指定します。

use-vrf vrf-name （任意）このピア/サーバに到達するために使用される仮想ルーテ ィ ン
グおよびフォワーディ ング（VRF）を指定します。

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

ntp distribute NTP の CFS 配信をイネーブルにします。

show ntp NTP 情報を表示します。
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N コマンド
ntp abort
ntp abort
進行中のネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）Cisco Fabric Services（CFS）配信セッシ ョ ンを廃
棄するには、ntp abort コマン ドを使用します。

ntp abort

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

例 次に、処理中の NTP CFS 配信セッシ ョ ンを廃棄する例を示します。

switch(config)# ntp abort 

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

ntp distribute NTP の CFS 配信をイネーブルにします。

show ntp NTP 情報を表示します。
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ntp authenticate
ntp authenticate
システムが、未認証、未設定のネッ ト ワーク  ピアと同期しないよ うにするには、ntp authenticate 
コマン ドを使用します。未認証、未設定のネッ ト ワーク  ピアとの同期を許可するには、このコマ
ン ドの no 形式を使用します。

ntp authenticate

no ntp authenticate

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（config）

サポート される
ユーザ ロール

ネッ ト ワーク管理者
ネッ ト ワーク  オペレータ
VDC 管理者
VDC オペレータ

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

システムが ntp passive、ntp broadcast client、または ntp multicast client コマン ドで設定されてい
る場合、NTP が、着信対称アクテ ィブ、ブロードキャス ト 、またはマルチキャス ト  パケッ ト を受信
する と、送信者と同期するために一時的にピア  アソシエーシ ョ ンをセッ ト アップします。

ntp authenticate が指定されている場合、対称アクテ ィブ、ブロードキャス ト 、またはマルチキャ
ス ト  パケッ ト を受信する と、パケッ ト が ntp trusted-key グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  コ
マン ドで指定された認証キーのいずれかを含んでいない限り、システムはピアと同期しません。

未承認のネッ ト ワーク  ホス ト と同期しないよ うにするには、ntp passive、ntp broadcast client、ま
たは ntp multicast client が指定された場合は常に、ntp access-group コマン ドなど、未承認ホス ト
がデバイス上で NTP サービス と通信する こ と を回避するよ う な他の方法を取らない限り、ntp 
authenticate を指定する必要があ り ます。

正しい仮想デバイス  コンテキス ト （VDC）を使用している こ と を確認します。VDC の変更は 
switchto vdc コマン ドを使用します。

リ リース 変更内容

5.2(1)N1(1) このコマン ドが導入されました。
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N コマンド
ntp authenticate
このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

（注） このコマン ドは、ntp server および ntp peer コマン ドで設定されているピア  アソシエー
シ ョ ンを認証しません。NTP サーバおよび NTP ピア  アソシエーシ ョ ンを認証するには、
key にキーワードを指定します。

例 次に、NTP 認証をイネーブルにする例を示します。

switch# config terminal
switch(config)# ntp authenticate

次に、NTP 認証をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no ntp authenticate
switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

ntp authentication-key NTP 認証キーを設定します。

ntp trusted-key デバイスで同期を とれるよ うにするために、時刻源によってその NTP 
パケッ ト で提供される必要がある  1 つ以上のキーを指定します。

show ntp 
authentication-status

NTP 認証の状況を表示します。
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ntp commit
ntp commit
ファブ リ ッ ク内で進行中のネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）Cisco Fabric Services（CFS）配
信セッシ ョ ンに関する未決定コンフ ィギュレーシ ョ ンを適用するには、ntp commit コマン ドを
使用します。

ntp commit

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

例 次に、変更をアクテ ィブ NTP 設定にコ ミ ッ トする例を示します。

switch(config)# ntp commit

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

ntp distribute NTP の CFS 配信をイネーブルにします。

show ntp NTP 情報を表示します。
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ntp distribute
ntp distribute
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）の Cisco Fabric Services（CFS）配信をイネーブルにするに
は、ntp distribute コマン ドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマン ドの 
no 形式を使用します。

ntp distribute

no ntp distribute

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

ファ イバ チャネル タ イマーの変更をファブ リ ッ クに配信する前に、ntp commit コマン ドを使用
して、コンフ ィギュレーシ ョ ンへの一時的な変更をアクテ ィブ コンフ ィギュレーシ ョ ンに確定
する必要があ り ます。

例 次に、アクテ ィブ NTP 設定をファブ リ ッ クに配信する例を示します。

switch(config)# ntp distribute 

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

ntp commit NTP コンフ ィギュレーシ ョ ンの変更をアクテ ィブ コンフ ィギュレー
シ ョ ンに確定します。

show ntp NTP 情報を表示します。
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ntp sync-retry
ntp sync-retry
設定したネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）サーバとの同期化を再試行するには、ntp 
sync-retry コマン ドを使用します。

ntp sync-retry

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、設定した NTP サーバとの同期化を再試行する例を示します。

switch# ntp sync-retry 

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

ntp distribute NTP の CFS 配信をイネーブルにします。

show ntp NTP 情報を表示します。
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P コマンド

この章では、P で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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poweroff module
poweroff module
モジュールの電源を切断するには、poweroff module コマン ドを使用します。モジュールの電源
を再投入するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

poweroff module module 

no poweroff module module 

構文の説明

デフォルト なし  

コマンド  デフォ
ルト

グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン（config） 

サポート される
ユーザ ロール

ネッ ト ワーク管理者 

VDC 管理者 

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、モジュール 2 の電源を切断する例を示します。

switch# poweroff module 2 

関連コマンド

module モジュール番号。有効な範囲は 1 ～ 18 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 module モジュールに関する情報を表示します。
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P コマンド
ptp announce
ptp announce
インターフェイス上の PTP アナウンス  メ ッセージの間隔またはインターフェイスでタ イムアウ
ト が発生する前の PTP 間隔の数を設定するには、ptp announce コマン ドを使用します。この機能
をディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ptp announce {interval log-seconds | timeout count}

no ptp announce

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

デフォル ト  インターバルは 1 ログ秒です。

デフォル ト のタ イムアウ トは 3 アナウンス間隔です。

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

例 次に、インターフェイス  5/1 のアナウンス間隔を  1 に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config) # interface ethernet 5/1
switch(config-if)# ptp announce interval 1
switch(config-if)

関連コマンド

interval log-seconds PTP アナウンス  メ ッセージ間のログ秒数。範囲は 0 ～ 4 秒です。

timeout count タ イムアウ ト がインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数。範囲
は 2 ～ 10 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp delay request 
minimum interval

ポート がマスター ステー ト の場合に PTP 遅延要求メ ッセージ間で許
可される最小間隔を設定します。

ptp sync interval インターフェイス上の PTP 同期メ ッセージの送信間隔を設定します。

ptp vlan PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp port 
interface ethernet

スイ ッチの PTP ポート のステータスを表示します。
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P コマンド
ptp delay request minimum interval
ptp delay request minimum interval
ポート がマスター ステー ト の場合に、PTP 遅延要求メ ッセージ間で許可される最小間隔を設定
するには、ptp delay request minimum interval コマン ドを使用します。この機能をディセーブル
にするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ptp delay request minimum interval log-seconds

no ptp delay request minimum interval

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

0 ログ秒

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

例 次に、最小遅延要求間隔を  3 に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config) # interface ethernet 5/1
switch(config-if) # ptp delay request minimum interval 3

関連コマンド

log-seconds PTP 遅延要求メ ッセージ間のログの秒数。範囲は -1 ～ 6 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp announce インターフェイス上の PTP アナウンス  メ ッセージ間の間隔またはタ
イムアウ ト がインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定
します。

ptp sync interval インターフェイス上の PTP 同期メ ッセージの送信間隔を設定します。

ptp vlan PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp port 
interface ethernet

スイ ッチの PTP ポート のステータスを表示します。
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P コマンド
ptp domain
ptp domain
このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定するには、ptp domain コマン ドを使用します。PTP 
ド メ インを使用する と、1 つのネッ ト ワーク上で、複数の独立した  PTP ク ロ ッキング  サブド メ イ
ンを使用できます。

ptp domain number

no ptp domain number

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

0

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、ク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定する例を示します。

switch(config)# ptp domain 1

関連コマンド

number このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定します。有効な範囲は 
0 ～ 128 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp source すべての PTP パケッ ト のソース  IP アド レスを設定します。

ptp priority1 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  1 の
値を設定します。

ptp priority2 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  2 の
値を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。
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P コマンド
ptp priority1
ptp priority1
このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用する  priority1 の値を設定するには、ptp priority1 コ
マン ドを使用します。

ptp priority1 value

no ptp priority1 value

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

ク ロ ッ クをアドバタ イズする場合、255

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、このク ロ ッ クをアドバタ イズするための priority1 値を設定する例を示します。

switch(config)# ptp priority1 10

関連コマンド

value priority1 値を設定して、最良のマスター ク ロ ッ クを選択するためのデ
フォル ト の条件（ク ロ ッ ク品質、ク ロ ッ ク  ク ラスなど）を上書きしま
す。低い値が優先されます。有効な範囲は 0 ～ 255 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp source すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスを設定します。

ptp domain このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定します。

ptp priority2 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用する  priority2 の値を設定
します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。
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ptp priority2
ptp priority2
このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用する  priority2 の値を設定するには、ptp priority2 コ
マン ドを使用します。

ptp priority2 value

no ptp priority2 value

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

ク ロ ッ クをアドバタ イズする場合、255

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、このク ロ ッ クをアドバタ イズするための priority2 値を設定する例を示します。

switch(config)# ptp priority2 20

関連コマンド

value この設定値は、デフォル ト の基準では同等に一致する  2 台のデバイス
の う ち、どちらを優先するかを決めるために使用されます。たとえば、
priority2 値を使用して、特定のスイ ッチが他の同等のスイ ッチよ り も
優先されるよ うにする こ とができます。有効な範囲は 0 ～ 255 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp source すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスを設定します。

ptp domain このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定します。

ptp priority1 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用する  priority1 の値を設定
します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。
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ptp source
ptp source
すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスを設定するには、ptp source コマン ドを使用します。
すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスの設定を解除するには、このコマン ドの no 形式を
使用します。

ptp source ip-address [vrf vrf]

no ptp source ip-address [vrf vrf]

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、すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスを設定する例を示します。

switch(config)# ptp source 192.0.2.1

関連コマンド

ip-address すべての PTP パケッ ト の送信元 IP アド レスを指定します。IP アド レ
スは IPv4 または Ipv6 形式で指定できます。

vrf vrf VRF を設定します。

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

feature ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp domain このク ロ ッ クで使用する ド メ イン番号を設定します。

ptp priority1 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  1 の
値を設定します。

ptp priority2 このク ロ ッ クをアドバタ イズする と きに使用するプラ イオ リ テ ィ  2 の
値を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。
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ptp sync interval
ptp sync interval
PTP 同期メ ッセージの間隔を設定するには、ptp sync interval コマン ドを使用します。この機能を
ディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ptp sync interval log-seconds

no ptp sync interval

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

例 次に、PTP 同期間隔を  -3 に設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config) # interface ethernet 5/1
switch(config-if) # ptp sync interval -3

関連コマンド

log-seconds インターフェイス上の PTP 同期メ ッセージ間のログの秒数。範囲は 
-3 ～ 1 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 ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp announce インターフェイス上の PTP アナウンス  メ ッセージ間の間隔またはタ
イムアウ ト がインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定
します。

ptp delay request 
minimum interval

ポート がマスター ステー ト の場合に PTP 遅延要求メ ッセージ間で許
可される最小間隔を設定します。

ptp vlan PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp port 
interface ethernet

スイ ッチの PTP ポート のステータスを表示します。
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ptp vlan
ptp vlan
PTP をイネーブルにするインターフェイスに VLAN を指定するには、ptp vlan コマン ドを使用
します。この機能をディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

ptp vlan vlan-id

no ptp vlan

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

1

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

PTP は、インターフェイス上の 1 つの VLAN でのみイネーブルにできます。

例 次に、PTP をイネーブルにするインターフェイス と して  VLAN 10 を指定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config) # interface ethernet 5/1
switch(config-if) # ptp vlan 10

関連コマンド

vlan-id PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN ID。指定できる範
囲は 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

feature ptp デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

ptp announce インターフェイス上の PTP アナウンス  メ ッセージ間の間隔またはタ
イムアウ ト がインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定
します。

ptp delay request 
minimum interval

ポート がマスター ステー ト の場合に PTP 遅延要求メ ッセージ間で許
可される最小間隔を設定します。

ptp sync interval インターフェイス上の PTP 同期メ ッセージの送信間隔を設定します。

show ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp port 
interface ethernet

スイ ッチの PTP ポート のステータスを表示します。
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この章では、S で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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shut（ERSPAN）
shut（ERSPAN）
Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN）、セッシ ョ ンをシャ ッ ト  ダウンするには、
shut コマン ドを使用します。ERSPAN セッシ ョ ンをイネーブルにするには、このコマン ドの no 
形式を使用します。

shut

no shut

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 ERSPAN セッシ ョ ン  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 ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、ERSPAN セッシ ョ ンをシャ ッ ト ダウンする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# shut
switch(config-erspan-src)#

次に、ERSPAN セッシ ョ ンをイネーブルにする例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)#

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

monitor session モニタ  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始します。

show monitor session 仮想 SPAN または ERSPAN のコンフ ィギュレーシ ョ ンを表示します。
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snmp-server community

SNMPv1 または SNMPv2c の簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）コ ミ ュニテ ィ を作成する
には、snmp-server community コマン ドを使用します。デフォル ト設定に戻すには、このコマン ド
の no 形式を使用します。

snmp-server community com-name [group grp-name | ro | rw | use-acl acl-name]

no snmp-server community com-name [group grp-name | ro | rw | use-acl acl-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

アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）をコ ミ ュニテ ィに割り当てて、着信 SNMP 要求にフ ィルタ
を適用できます。割り当てた ACL によ り着信要求パケッ ト が許可される場合、SNMP はその要求
を処理します。ACL によ り要求が拒否される場合、SNMP はその要求を廃棄して、システム  メ ッ
セージを送信します。

ACL の作成の詳細については、使用中のプラ ッ ト フォームの『Security Configuration Guide』を参
照して ください。ACL は、UDP および TCP を介する  IPv4 および IPv6 の両方に適用されます。
ACL を作成したら、ACL を  SNMP コ ミ ュニテ ィに割り当てます。

コマンド 説明

show snapshots スイ ッチ上に存在するスナップシ ョ ッ ト を表示します。

snapshot create スナップシ ョ ッ ト を生成します。

snapshot delete スナップシ ョ ッ ト を削除します。

com-name SNMP コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ング。名前は、最大 32 文字の英数字で指定
できます。

group grp-name （任意）コ ミ ュニテ ィが属するグループを指定します。名前は、最大 
32 文字まで指定できます。

ro （任意）このコ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングで読み取り専用アクセスを指定
します。

rw （任意）このコ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングで読み取り と書き込みアクセス
を指定します。

use-acl acl-name （任意）アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL）を指定して、SNMP 要求
にフ ィルタを適用します。名前は、最大 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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snmp-server community
例 次に、SNMP コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングを作成し、ACL をコ ミ ュニテ ィに割り当て、SNMP 要求に
フ ィルタを適用する例を示します。

switch(config)# snmp-server community public use-acl my_acl_for_public 
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show snmp community SNMP コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングを表示します。
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snmp-server contact
Simple Network Management Protocol（SNMP）連絡先（sysContact）情報を設定するには、
snmp-server contact コマン ドを使用します。連絡先情報を削除するには、このコマン ドの no 形
式を使用します。

snmp-server contact [text]

no snmp-server contact [text]

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

システム接点（sysContact）文字列が設定されていません。

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

例 次に、SNMP 連絡先を設定する例を示します。

switch(config)# snmp-server contact DialSystemOperatorAtBeeper#1235 
switch(config)# 

次に、SNMP 連絡先を削除する例を示します。

switch(config)# no snmp-server contact DialSystemOperatorAtBeeper#1235 
switch(config)# 

関連コマンド

text （任意）システム接点情報を示す文字列。テキス トは、最大 32 文字の英
数字文字列で、スペースを含める 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

show snmp SNMP に関する情報を表示します。

snmp-server location システムの場所を表す文字列を設定します。
91
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



S コマンド
snmp-server context
snmp-server context
Simple Network Management Protocol（SNMP）コンテキス ト と論理ネッ ト ワーク  エンテ ィテ ィ と
のマッピングを設定するには、snmp-server context コマン ドを使用します。コンテキス ト を削除
するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

snmp-server context context-name [instance instance-name] [vrf {vrf-name | default | 
management}] [topology topology-name]

no snmp-server context context-name [instance instance-name] [vrf {vrf-name | default | 
management}] [topology topology-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

SNMP コンテキス ト と論理ネッ ト ワーク  エンテ ィテ ィ（プロ ト コル インスタンスや VRF）を
マッピングするには、snmp-server context コマン ドを使用します。

例 次に、public1 コンテキス ト をデフォル ト  VRF にマッピングする例を示します。

switch(config)# snmp-server context public1 vrf default 
switch(config)# 

関連コマンド

context-name SNMP コンテキス ト 。名前は、最大 32 文字の英数字で指定できます。

instance instance-name （任意）プロ ト コル インスタンスを指定します。名前は、最大 32 文字の
英数字で指定できます。

vrf vrf-name （任意）仮想ルーテ ィ ングおよび転送（VRF）インスタンスを指定しま
す。名前は最大 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。

topology 
topology-name

（任意） ト ポロジを指定します。名前は、最大 32 文字の英数字で指定で
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。

コマンド 説明

show snmp SNMP ステータスを表示します。

show snmp context SNMP コンテキス ト に関する情報を表示します。
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snmp-server enable traps
Simple Network Management Protocol（SNMP）通知をイネーブルにするには、snmp-server enable 
traps コマン ドを使用します。SNMP 通知をディセーブルにするには、コマン ドの no 形式を使用
します。

snmp-server enable traps 
[aaa [server-state-change] | 
callhome [event-notify | smtp-send-fail] | 
entity {entity_fan_status_change | entity_mib_change | entity_module_inserted | 
entity_module_removed | entity_module_status_change | entity_power_out_change | 
entity_power_status_change | entity_unrecognised_module} | 
fcdomain | 
fcns | 
fcs | 
fctrace | 
fspf | 
license [notify-license-expiry | notify-license-expiry-warning | notify-licensefile-missing | 
notify-no-license-for-feature] | 
link | 
rf [redundancy_framework] | 
rmon [fallingAlarm | hcFallingAlarm | hcRisingAlarm | risingAlarm] | 
rscn | 
snmp [authentication] | 
vsan | vtp | 
zone [default-zone-behavior-change | merge-failure | merge-success | request-reject1 | 
unsupp-mem]]

no snmp-server enable traps 
[aaa [server-state-change] | 
callhome [event-notify | smtp-send-fail] | 
entity {entity_fan_status_change | entity_mib_change | entity_module_inserted | 
entity_module_removed | entity_module_status_change | entity_power_out_change | 
entity_power_status_change | entity_unrecognised_module} | 
fcdomain | 
fcns | 
fcs | 
fctrace | 
fspf | 
license [notify-license-expiry | notify-license-expiry-warning | notify-licensefile-missing | 
notify-no-license-for-feature] | 
link | 
rf [redundancy_framework] | 
rmon [fallingAlarm | hcFallingAlarm | hcRisingAlarm | risingAlarm] | 
rscn | 
snmp [authentication] | 
vsan | vtp | 
zone [default-zone-behavior-change | merge-failure | merge-success | request-reject1 | 
unsupp-mem]]
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構文の説明 aaa （任意）AAA サーバ ステー ト変更の通知をイネーブルにします。

server-state-change （任意）AAA サーバ ステー ト変更を指定します。

callhome （任意）Cisco Call Home 通知をイネーブルにします。

event-notify （任意）Cisco Call Home 外部イベン ト通知を指定します。

smtp-send-fail （任意）SMTP メ ッセージ送信失敗通知を指定します。

entity （任意）モジュール ステータス、ファン  ステータス、または電源ステー
タスの変更に関する通知をイネーブルにします。

entity_fan_status_
change

（任意）エンテ ィテ ィ  ファン  ステータスの変更を指定します。

entity_mib_change （任意）エンテ ィテ ィの MIB の変更を指定します。

entity_module_
inserted（挿入）

（任意）エンテ ィテ ィ  モジュールの挿入を指定します。

entity_module_
removed

（任意）エンテ ィテ ィ  モジュールの削除を指定します。

entity_module_status_
change

（任意）エンテ ィテ ィ  モジュール ステータスの変更を指定します。

entity_power_out_
change

（任意）エンテ ィテ ィ電源出力の変更を指定します。

entity_power_status_
change

（任意）エンテ ィテ ィ電源ステータスの変更を指定します。

entity_unrecognised_
module

（任意）エンテ ィテ ィの未認識モジュールを指定します。

fcdomain （任意）フ ァ イバ チャネル ド メ インの通知をイネーブルにします。

fcns （任意）ネーム  サーバの通知をイネーブルにします。

fcs （任意）フ ァブ リ ッ ク  コンフ ィギュレーシ ョ ン  サーバの通知をイネー
ブルにします。

fctrace （任意）N ポートへのルート の通知をイネーブルにします。

fspf （任意）Fabric Shortest Path First（FSPF）の通知をイネーブルにします。

license （任意）ラ イセンス  マネージャの通知をイネーブルにします。

notify-license-expiry （任意）ラ イセンスの有効期限の通知を指定します。

notify-license-expiry-
warning

（任意）ラ イセンスの有効期限警告通知を指定します。

notify-licensefile-
missing

（任意）ラ イセンス  ファ イルの不足通知を指定します。

notify-no-license-for-
feature

（任意）機能のラ イセンスがインス トールされている必要がない場合
に通知が送信される こ と を指定します。

link （任意）アップ リ ンクおよびダウン  リ ンク  インターフェイスの通知を
イネーブルにします。

rf （任意）冗長フレームワークの通知をイネーブルにします。

redundancy_
framework

（任意）冗長フレームワーク（RF）スーパーバイザ スイ ッチオーバー 
MIB を指定します。

rmon （任意）上限アラーム、下限アラーム、および高容量アラームの通知を
イネーブルにします。

fallingAlarm （任意）RMON 下限アラームを指定します。

hcFallingAlarm （任意）高容量 RMON 下限アラームを指定します。
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snmp-server enable traps
コマンド  デフォ
ルト

すべての通知

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

snmp-server enable traps コマン ドは、設定されている通知ホス ト  レシーバに応じて、ト ラ ップと
インフォームの両方をイネーブルにします。

例 次に、サーバ ステー ト変更に関する  SNMP 通知をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# snmp-server enable traps aaa 
switch(config)# 

次に、すべての SNMP 通知をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no snmp-server enable traps 
switch(config)# 

関連コマンド

hcRisingAlarm （任意）高容量 RMON 上限アラームを指定します。

risingAlarm （任意）RMON 上限アラームを指定します。

rscn （任意）RSCN 通知をイネーブルにします。

snmp （任意）SNMP 認証通知をイネーブルにします。

authentication （任意）SNMP 認証ト ラ ップを指定します。

vsan （任意）VSAN の通知をイネーブルにします。

vtp （任意）VLAN Trunking Protocol（VTP）ド メ インの通知をイネーブルに
します。

zone （任意）ゾーン通知をイネーブルにします。

default-zone-behavior-
change

（任意）デフォル ト  ゾーン動作変更通知を指定します。

merge-failure （任意）マージ失敗通知を指定します。

merge-success （任意）マージ成功通知を指定します。

request-reject1 （任意）要求拒否通知を指定します。

unsupp-mem （任意）サポー ト対象外メ ンバー通知を指定します。

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

snmp-server enable 
traps link

リ ンク  ト ラ ップの Simple Network Management Protocol（SNMP）通知
をイネーブルにします。

show snmp trap イネーブルまたはディセーブルである  SNMP 通知を表示します。
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snmp-server enable traps link
リ ンク  ト ラ ップの Simple Network Management Protocol（SNMP）通知をイネーブルにするには、
snmp-server enable traps link コマン ドを使用します。リ ンク  ト ラ ップの SNMP 通知をディセー
ブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

snmp-server enable traps link [notification-type]

no snmp-server enable traps link [notification-type]

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

notification-type （任意）イネーブルにする通知の種類。どの種類も指定されていない場
合、デバイスで使用可能なすべての通知が送信されます。通知の種類
には、次のいずれかのキーワードを指定できます。

• IETF-extended-linkDown：Internet Engineering Task Force（IETF）拡
張 リ ンク  ステー ト  ダウン通知をイネーブルにします。

• IETF-extended-linkUp：IETF 拡張リ ンク  ステー ト  アップ通知を
イネーブルにします。

• cisco-extended-linkDown：Cisco 拡張リ ンク  ステー ト  ダウン通知
をイネーブルにします。

• cisco-extended-linkUp：Cisco 拡張リ ンク  ステー ト  アップ通知を
イネーブルにします。

• connUnitPortStatusChange：接続装置の全体的なステータスの通
知をイネーブルにします。

• delayed-link-state-change：遅延 リ ンク  ステー ト変更をイネーブル
にします。

• fcTrunkIfDownNotify：フ ァ イバ チャネル ファブ リ ッ ク要素
（FCFE） リ ン ク  ステー ト  ダウン通知をイネーブルにします。

• fcTrunkIfUpNotify：FCFE リ ンク  ステー ト  アップ通知をイネーブ
ルにします。

• fcot-inserted：フ ァ イバ チャネル光ト ランス ミ ッ タ（FCOT）ハード
ウェアが装着されたこ とを指定します。

• fcot-removed：FCOT が取り外されたこ とを指定します。

• linkDown：IETF リ ンク  ステート  ダウン通知をイネーブルにします。

• linkUp：IETF リ ンク  ステー ト  アップ通知をイネーブルにします。
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S コマンド
snmp-server enable traps link
コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

このコマン ドは、デフォル ト でディセーブルになっています。大部分の種類の通知はディセーブ
ルにな り ます。

notification-type 引数を指定せずにこのコマン ドを入力する と、デフォル ト設定によ り、このコマ
ン ドで制御できる全通知タイプがイネーブルにな り ます。

例 次に、スイ ッチの SNMP リ ンク  ト ラ ップ通知をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# snmp-server enable traps link 
switch(config)# 

次に、スイ ッチの SNMP リ ンク  ト ラ ップ通知をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no snmp-server enable traps link 
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 snmp trap イネーブルまたはディセーブルである  SNMP 通知を表示します。
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S コマンド
snmp-server globalEnforcePriv
snmp-server globalEnforcePriv
すべてのユーザについて Simple Network Management Protocol（SNMP）メ ッセージの暗号化を設
定するには、snmp-server globalEnforcePriv コマン ドを使用します。暗号化を除去するには、この
コマン ドの no 形式を使用します。

snmp-server globalEnforcePriv

no snmp-server globalEnforcePriv

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  デフォ
ルト

SNMP エージェン トは、認証と暗号化なしで SNMPv3 メ ッセージを受け入れます。

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、すべてのユーザについて  SNMP メ ッセージの暗号化を設定する例を示します。

switch(config)# snmp-server globalEnforcePriv 
switch(config)# 

次に、すべてのユーザについて  SNMP メ ッセージの暗号化を無効にする例を示します。

switch(config)# no snmp-server globalEnforcePriv 
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

snmp-server user SNMP グループに新しいユーザを設定します。

show snmp sessions 現在の SNMP セッシ ョ ンを表示します。
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S コマンド
snmp-server host
snmp-server host
Simple Network Management Protocol（SNMP）通知操作の受信者を指定するには、snmp-server host 
コマンドを使用します。このコマンドの no 形式を使用する と、指定したホス ト を削除します。

snmp-server host host-address {community-string 
| filter-vrf {vrf-name | default | management} 
| {informs | traps} {community-string | version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}} 
community-string [udp-port port]} 
| version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}} community-string [udp-port port]}

no snmp-server host host-address {community-string 
| filter-vrf {vrf-name | default | management} 
| {informs | traps} {community-string | version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}} 
community-string [udp-port port]} 
| version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}} community-string [udp-port port]}

構文の説明 host-address SNMP 通知ホス トの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または DNS 名です。

community-string 通知操作で送信される文字列。最大 32 文字の英数字を入力できます。

snmp-server host コマン ドを使用する前に snmp-server community コ
マン ドを使用して、この文字列を定義する こ と を推奨します。

filter-vrf vrf-name 仮想ルーティ ング/転送（VRF）インスタンスを指定します。名前は最
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。

informs このホス ト に SNMP インフォームを送信します。

traps SNMP ト ラ ップをホス ト に送信します。

version ト ラ ップの送信に使用する  SNMP のバージ ョ ンを指定します。最も安
全なモデルはバージ ョ ン  3 です。このバージ ョ ンでは、priv キーワー
ドを使用してパケッ ト を暗号化できるためです。version キーワード
を使用する場合、次のいずれかを指定する必要があ り ます。

• 1：SNMPv1。

• 2c：SNMPv2C

• 3：SNMPv3。version 3 キーワードのあとには次の 3 つのオプシ ョ
ンのキーワードを使用できます。

– auth：Message Digest 5（MD5）および Secure Hash Algorithm
（SHA）パケッ ト認証をイネーブルにします。

– noauth（デフォル ト ）：noAuthNoPriv セキュ リ テ ィ  レベル。こ
れは、auth、noauth、または priv キーワードが指定されていな
い場合のデフォル ト です。

– priv：データ暗号規格（DES）によ るパケッ ト暗号化をイネー
ブルにします（「privacy」と も呼ばれます）。

udp-port port （任意）使用するホス ト の UDP ポー ト を指定します。ポー ト範囲は 
0 ～ 65535 です。
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S コマンド
snmp-server host
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

SNMP 通知は、ト ラ ップまたは情報要求と して送信できます。ト ラ ップを受信しても受信側は確
認応答を送信しないため、ト ラ ップは信頼できません。送信側では、ト ラ ップが受信されたかど
うかを判別できません。ただし、情報要求を受信した SNMP エンテ ィテ ィは、SNMP 応答 PDU を
使用して メ ッセージに確認応答します。送信側が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を
送信できます。このため、インフォームは、目的の宛先に到達できる可能性が高くな り ます。

例 次に、IPv4 アド レス  192.168.0.10 で指定されたホス ト に SNMP ト ラ ップを送信する例を示しま
す。コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングは my_acl_for_public と して定義されます。

switch(config)# snmp-server community public use-acl my_acl_for_public 
switch(config)# snmp-server host 192.168.0.10 my_acl_for_public 
switch(config)# 

次に、コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ング  my_acl_for_public を使用してホス ト  myhost.cisco.com にすべて
の情報要求を送信する例を示します。

switch(config)# snmp-server enable traps 
switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com informs version 2c my_acl_for_public 
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 snmp host SNMP ホス ト に関する情報を表示します。
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S コマンド
snmp-server location
snmp-server location
Simple Network Management Protocol（SNMP）システム  ロケーシ ョ ン文字列を設定するには、
snmp-server location コマン ドを使用します。位置のス ト リ ングを削除するには、このコマン ドの 
no 形式を使用します。

snmp-server location [text]

no snmp-server location [text]

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

システム位置のス ト リ ングは設定されていません。

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

例 次に、システム  ロケーシ ョ ン文字列を設定する例を示します。

switch(config)# snmp-server location Building 3/Room 21 
switch(config)# 

次に、システム  ロケーシ ョ ン文字列を削除する例を示します。

switch(config)# no snmp-server location Building 3/Room 21 
switch(config)# 

関連コマンド

text （任意）システム  ロケーシ ョ ン情報を示す文字列。

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

snmp-server contact SNMP システム接点（sysContact）文字列を設定します。
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S コマンド
snmp-server mib community-map
snmp-server mib community-map
Simple Network Management Protocol（SNMP）コンテキス ト をプロ ト コル インスタンスや VRF な
どの論理ネッ ト ワーク  エンテ ィテ ィにマッピングするよ うに設定するには、snmp-server mib 
community-map コマン ドを使用します。マッピングを削除するには、このコマン ドの no 形式を
使用します。

snmp-server mib community-map community-string context context-name

no snmp-server mib community-map community-string context context-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、my_acl_for_public とい う名前の SNMPv2c コ ミ ュニテ ィ を  SNMP コンテキス ト  public1 に
マッピングする例を示します。

switch(config)# snmp-server mib community-map my_acl_for_public context public1 
switch(config)# 

次に、SNMPv2c コ ミ ュニテ ィの SNMP コンテキス トへのマッピングを削除する例を示します。

switch(config)# no snmp-server mib community-map my_acl_for_public context public1 
switch(config)# 

関連コマンド

community-string 通知操作で送信される文字列。最大 32 文字の英数字を入力できます。

snmp-server mib community-map コマン ドを使用する前に 
snmp-server community コマン ドを使用して、この文字列を定義する
こ と を推奨します。

context 論理ネッ ト ワーク  エンテ ィテ ィにマッピングする  SNMP コンテキス
ト を指定します。

context-name SNMP コンテキス ト 。名前は、最大 32 文字の英数字で指定できます。

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。

コマンド 説明

snmp-server 
community

SNMP コ ミ ュニテ ィ を設定します。

snmp-server context SNMP コンテキス ト を設定します。

show snmp SNMP ステータスを表示します。
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S コマンド
snmp-server tcp-session
snmp-server tcp-session
TCP セッシ ョ ンでの Simple Network Management Protocol（SNMP）のワンタ イム認証をイネーブ
ルにするには、snmp-server tcp-session コマン ドを使用します。ワンタ イム認証をディセーブル
にするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

snmp-server tcp-session [auth]

no snmp-server tcp-session [auth]

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

例 次に、TCP セッシ ョ ンでの SNMP のワンタ イム認証をイネーブルにする例を示します。

switch(config)# snmp-server tcp-session auth 
switch(config)# 

次に、TCP セッシ ョ ンでの SNMP のワンタ イム認証をディセーブルにする例を示します。

switch(config)# no snmp-server tcp-session auth 
switch(config)# 

関連コマンド

auth （任意）TCP セッシ ョ ンで SNMP のワンタイム認証をイネーブルにす
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。

コマンド 説明

show snmp SNMP ステータスを表示します。
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S コマンド
snmp-server user
snmp-server user
Simple Network Management Protocol（SNMP）グループに新しいユーザを設定するには、
snmp-server user コマン ドを使用します。SNMP グループからユーザを削除するには、このコマ
ン ドの no 形式を使用します。

snmp-server user username [groupname] [auth {md5 | sha} auth-password [{engineID engine-ID 
| localizedkey | priv {priv-password | aes-128}}]]

no snmp-server user

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

username エージェン ト に接続する、ホス ト上のユーザの名前。この名前には最
大 32 文字までの英数字を指定できます。

groupname （任意）ユーザが関連付けられているグループの名前。この名前には最
大 32 文字までの英数字を指定できます。

auth （任意）セッシ ョ ンで認証レベルの設定を開始する こ と を指定します。

md5 （任意）セッシ ョ ンで HMAC-MD5-96 認証レベルを使用する こ と を指
定します。

sha （任意）セッシ ョ ンで HMAC-SHA-96 認証レベルを使用する こ と を指
定します。

auth-password （任意）エージェン ト がホス ト からパケッ ト を受信できるよ うにする、
ユーザの認証パスワード。パスワードは、最大 130 文字で指定します。

engineID engine-ID （任意）SNMP エンジン  ID を指定します。

localizedkey （任意）パスワードがローカラ イズされたキー フォーマッ ト かど うか
を指定します。

priv （任意）プラ イバシー認証レベルの設定セッシ ョ ンを開始するオプ
シ ョ ン。

priv-password （任意）ホス ト がエージェン ト に送信する メ ッセージの内容を暗号化
できるよ うにする、ユーザのプラ イバシー パスワード。パスワードは、
最大 130 文字で指定します。

aes-128 （任意）セッシ ョ ンでプラ イバシーに 128 ビッ ト  AES アルゴ リ ズムを
使用する 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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S コマンド
snmp-server user
例 次に、auth および priv パラ メータを使用して authuser とい う名前の SNMP ユーザを設定する例
を示します。

switch(config)# snmp-server user authuser publicsecurity auth sha shapwd priv aes-128 
switch(config)# 

次に、SNMP ユーザを削除する例を示します。

switch(config)# no snmp-server user authuser 
switch(config)# 

関連コマンド コマンド 説明

show snmp user 1 人または複数の SNMP ユーザに関する情報を表示します。
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S コマンド
snmp trap link-status
snmp trap link-status
インターフェイス上での Simple Network Management Protocol（SNMP） リ ン ク  ト ラ ップ生成をイ
ネーブルにするには、snmp trap link-status コマン ドを使用します。SNMP リ ンク  ト ラ ップを
ディセーブルにするには、このコマン ドの no 形式を使用します。

snmp trap link-status

no snmp trap link-status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  デフォ
ルト

イネーブル

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
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、SNMP リ ンク  ト ラ ップは、レイヤ 2 インターフェイスがアップまたはダウンし
たと きに送信されます。個々 のインターフェイスの SNMP リ ンク  ト ラ ップ通知をディセーブル
にできます。これによ り、フラ ッピング  インターフェイス（アップとダウン間の移行を繰り返し
ているインターフェイス）に関する通知を制限できます。

このコマン ドは、次のインターフェイスで使用できます。

• レイヤ 2 インターフェイス

• レイヤ 3 インターフェイス

（注） インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイス と して設定するには、no switchport 
コマン ドを使用します。

• 仮想イーサネッ ト  インターフェイス

例 次に、特定のレイヤ 2 インターフェイスの SNMP リ ンク ステー ト  ト ラ ップをディセーブルにす
る例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/1 
switch(config-if)# no snmp trap link-status 
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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S コマンド
snmp trap link-status
次に、特定のレイヤ 3 インターフェイスの SNMP リ ンク ステー ト  ト ラ ップをイネーブルにする
例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/5 
switch(config-if)# no switchport 
switch(config-if)# snmp trap link-status 
switch(config-if)# 

次に、特定のレイヤ 2 インターフェイスの SNMP リ ンク ステー ト  ト ラ ップをイネーブルにする
例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/1 
switch(config-if)# snmp trap link-status 
switch(config-if)# 

次に、特定の仮想イーサネッ ト  インターフェイスの SNMP リ ンク ステー ト  ト ラ ップをイネーブ
ルにする例を示します。

switch(config)# interface vethernet 1
switch(config-if)# snmp trap link-status
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。

no switchport インターフェイスを、レイヤ 3 ルーテッ ド  インターフェイス と して設
定します。

show snmp trap イネーブルまたはディセーブルである  SNMP 通知を表示します。
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S コマンド

source（SPAN、ERSPAN）
source（SPAN、ERSPAN）
イーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）またはカプセル化リ モー ト  スイ ッチド  
ポート  アナラ イザ（ERSPAN）の送信元ポート を追加するには、source コマン ドを使用します。送
信元 SPAN または ERSPAN ポート を削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

source {interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port | port-channel channel-num | vethernet 
veth-num} [{both | rx | tx}] | vlan vlan-num | vsan vsan-num}

no source {interface {ethernet slot/[QSFP-module/]port | port-channel channel-num | vethernet 
veth-num} | vlan vlan-num | vsan vsan-num}

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

なし

コマンド  モード SPAN セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード
ERSPAN セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

interface インターフェイス  タ イプを送信元 SPAN ポート と して使用するよ
うに指定します。

ethernet 
slot/[QSFP-module/]port 

イーサネッ ト  インターフェイスを送信元 SPAN ポート と して使用
するよ うに指定します。スロ ッ ト番号は 1 ～ 255 です。QSFP-module 
番号は 1 ～ 199 です。指定できるポート番号は 1 ～ 128 です。

port-channel channel-num EtherChannel インターフェイスを送信元 SPAN ポート と して使用
するよ うに指定します。EtherChannel 番号の範囲は 1 ～ 4096 です。

vethernet veth-num SPAN または ERSPAN の送信元ポート と して使用する仮想イーサ
ネッ ト  インターフェイスを指定します。仮想イーサネッ ト  イン
ターフェイスの番号は 1 ～ 1048575 です。

both （任意）送信元ポート に入力および出力ト ラフ ィ ッ クの両方を指定
します。

（注） このキーワードは、ERSPAN 送信元ポート に適用されます。

rx （任意）送信元ポート に入力ト ラフ ィ ッ クのみを指定します。

（注） このキーワードは、ERSPAN 送信元ポート に適用されます。

tx （任意）送信元ポート に出力ト ラフ ィ ッ クのみを指定します。

（注） このキーワードは、ERSPAN 送信元ポート に適用されます。

vlan vlan-num VLAN インターフェイスを送信元 SPAN ポート と して使用するよ
うに指定します。有効な範囲は 1 ～ 3967 および 4048 ～ 4093 です。

vsan vsan-num 仮想ス ト レージ エ リ ア  ネッ ト ワーク（VSAN）を送信元 SPAN ポー
ト と して使用するよ うに指定します。有効な範囲は 1 ～ 4093 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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S コマンド

source（SPAN、ERSPAN）
使用上のガイド ラ
イン

送信元ポート （別名モニタ対象ポート ）は、ネッ ト ワーク  ト ラフ ィ ッ ク分析のためにモニタ リ ン
グするスイ ッチド  ポート です。単一のローカル SPAN セッシ ョ ンで、受信（Rx）、送信（Tx）、また
は双方向（both）の送信元ポー ト  ト ラフ ィ ッ クをモニタできます。

送信元ポート には、イーサネッ ト  ポート 、ポー ト  チャネル、SAN ポート  チャネル、VLAN、または 
VSAN ポート を使用できます。宛先ポート にする こ とはできません。

出力 SPAN 送信元ポート の数に対する制限がな く な り ました。

SAN ポート  チャネル インターフェイスは、入力または出力送信元ポート と して設定できます。

モニタ  セッシ ョ ンの出力（TX）送信元の数に対する制限がな く な り ました。

ポー ト  チャネル インターフェイスを出力送信元と して設定できます。

both、rx、tx のいずれも指定していない場合、ERSPAN に対しては両方向の送信元ト ラフ ィ ッ ク
が分析されます。

例 次に、イーサネッ ト  SPAN 送信元ポート を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 9 type local
switch(config-monitor)# description A Local SPAN session
switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/1
switch(config-monitor)# 

次に、ポー ト  チャネル SPAN 送信元を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface port-channel 5 
switch(config-monitor)# 

次に、ポートで ト ラフ ィ ッ クを受信するために、ERSPAN 送信元ポート を設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/5 rx
switch(config-erspan-src)#

関連コマンド コマンド 説明

destination（SPAN、
ERSPAN）

宛先 SPAN ポート を設定します。

monitor session 新規 SPAN セッシ ョ ン設定を作成します。

show monitor session SPAN セッシ ョ ン設定情報を表示します。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンの実行コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示します。
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S コマンド
switchport monitor rate-limit
switchport monitor rate-limit
インターフェイス上の ト ラフ ィ ッ クをモニタする と きのレー ト制限を設定するには、switchport 
monitor rate-limit コマン ドを使用します。レー ト制限を削除するには、このコマン ドの no 形式
を使用します。

switchport monitor rate-limit 1G

no switchport monitor rate-limit [1G]

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

このコマン ドは 6000 に適用されますか。

このコマン ドは、次の Cisco Nexus 5000 シ リーズ スイ ッチに適用されます。

• Cisco Nexus 5010 シ リーズ 

• Cisco Nexus 5020 シ リーズ 

このコマン ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、イーサネッ ト  インターフェイス  1/2 の帯域幅を  1 GB に制限する例を示します。

switch(config)# interface ethernet 1/2 
switch(config-if)# switchport monitor rate-limit 1G 
switch(config-if)#

関連コマンド

1G （任意）レー ト制限が 1 GB である 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

show interface 
switchport

スイ ッチポート と して設定されているすべてのインターフェイスに
関する情報を表示します。

switchport 
private-vlan 
association trunk

プラ イベート  VLAN のプラ イマ リ  VLAN およびセカンダ リ  VLAN 
に、独立ト ランク  ポート を関連付けます。
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S コマンド
switch-profile
switch-profile
スイ ッチ プロファ イルを作成または設定するには、switch-profile コマン ドを使用します。ス
イ ッチ プロファ イルを削除するには、このコマン ドの no 形式を使用します。

switch-profile sw-profile-name

no switch-profile sw-profile-name {all-config | local-config | profile-only}

構文の説明

コマンド  デフォ
ルト

なし

コマンド  モード コンフ ィギュレーシ ョ ン同期化モード

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

各ピア  スイ ッチにスイ ッチ プロファ イルを作成するには、このコマン ドを使用します。Cisco 
Fabric Service（CFS）ピア  コンフ ィギュレーシ ョ ンの両方のスイ ッチに同じプロファ イル名を使
用する必要があ り ます。

（注） Cisco NX-OS の本リ リースでは、スイ ッチのペアのみをピアと して設定できます。

各ピア  スイ ッチにアクテ ィブなスイ ッチ プロファ イルを  1 つだけ設定できます。2 つ目のス
イ ッチ プロファ イルを作成または設定する と、次のメ ッセージが表示されます。

Error: Another switch profile already exists. Cannot configure more than one 
switch-profile.

スイ ッチ上でローカルに作成されたコンフ ィギュレーシ ョ ンは、ピア  スイ ッチ間の接続が確立
され、ローカル スイ ッチでコンフ ィギュレーシ ョ ンが検証およびコ ミ ッ ト されて初めてピア  ス
イ ッチで同期され、使用可能にな り ます。

sw-profile-name スイ ッチ プロファ イルの名前です。名前は、大文字と小文字が区別さ
れ、最大 64 文字の英数字を使用でき、アンダースコアおよびハイフン
を含める こ とができます。名前にはスペースや特殊文字は使用できま
せん。

all-config スイ ッチ プロファ イルをすべてのローカルおよびピア  コンフ ィギュ
レーシ ョ ン と と もに削除する こ と を指定します。

local-config スイ ッチ プロファ イルとすべてのローカル コンフ ィギュレーシ ョ ン
を削除する こ と を指定します。

profile-only スイ ッチ プロファ イルだけを削除し、他のコンフ ィギュレーシ ョ ンを
削除しないこ 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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S コマンド
switch-profile
インターフェイス  コンフ ィギュレーシ ョ ン、Quality of Service（QoS）、および仮想ポート  チャネ
ル（vPC）コマン ド を含むよ うにスイ ッチ プロファ イルを設定できます。FCoE コマン ドはスイ ッ
チ プロファ イルではサポート されません。

スイ ッチ プロファ イルを削除する と きには、ローカル スイ ッチ プロファ イルをスイ ッチ上の
ローカル コンフ ィギュレーシ ョ ン と と もに削除する、スイ ッチ プロファ イルをピアのローカル 
コンフ ィギュレーシ ョ ンおよびコンフ ィギュレーシ ョ ン情報と と もに削除する、スイ ッチ プロ
ファ イルのみを削除しその他すべてのコンフ ィギュレーシ ョ ン情報を保存する、のいずれかを
選択できます。ピアは到達不能にな り ます。

例 次に、ピアのスイ ッチ 1 の s6000a とい う スイ ッチ プロファ イルを作成する例を示します。

ピア A
switch# configure terminal 
switch(config)# cfs ipv4 distribute 
switch(config)# exit 
switch# config sync 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# switch-profile s6000a 
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)#

次に、ピアのスイ ッチ 2 の s6000a とい う スイ ッチ プロファ イルを作成する例を示します。

ピア B
switch# configure terminal 
switch(config)# cfs ipv4 distribute 
switch(config)# exit 
switch# config sync 
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# switch-profile s6000a 
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)#

次に、ピアのスイ ッチ 1 の s6000a とい う スイ ッチ プロファ イルとそのローカル コンフ ィギュ
レーシ ョ ンを削除する例を示します。

ピア A
switch# config sync 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# no switch-profile s6000a local-config 
switch(config-sync)#

関連コマンド コマンド 説明

config sync コンフ ィギュレーシ ョ ン同期モードを開始します。

show switch-profile スイ ッチ上に作成されたスイ ッチ プロファ イルとそのコンフ ィギュ
レーシ ョ ン  リ ビジ ョ ンを表示します。

sync-peers destination コンフ ィギュレーシ ョ ンを同期するピア  スイ ッチを設定します。
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show コマンド

この章では、システム管理 show コマン ドについて説明します。
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show コマンド
show diagnostic bootup level
show diagnostic bootup level
スイ ッチ上の現在のブート アップ診断レベルを表示するには、show diagnostic bootup level コマ
ン ドを使用します。

show diagnostic bootup level

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、現在のブート アップ診断レベルを表示する例を示します。

switch# show diagnostic bootup level 

        Current bootup diagnostic level: complete

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

diagnostic bootup level よ り高速なモジュールのブー ト アップ時間に対するブー ト アップ診
断レベルを設定します。

show diagnostic result 診断テス ト の結果を表示します。
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show コマンド
show diagnostic result
show diagnostic result
診断テス ト の結果を表示するには、show diagnostic result コマン ドを使用します。

show diagnostic result module {module-no | 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、指定したモジュールの診断結果を表示する例を示します。

switch# show diagnostic result module 1 

Current bootup diagnostic level: complete

Module 1: 48X10GE/Supervisor  SerialNo : JAF1339ANGH

  Overall Diagnostic Result for Module 1 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: complete

  Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete,
                 U = Untested, A = Abort)

     1) TestUSBFlash ------------------------> .
     2) TestSPROM ---------------------------> .
     3) TestPCIe ----------------------------> .
     4) TestLED -----------------------------> .
     5) TestOBFL ----------------------------> .
     6) TestNVRAM ---------------------------> .
     7) TestPowerSupply ---------------------> F
     8) TestTemperatureSensor ---------------> .
     9) TestFan -----------------------------> .
    10) TestVoltage -------------------------> .
    11) TestGPIO ----------------------------> .
    12) TestInbandPort ----------------------> .
    13) TestManagementPort ------------------> .
    14) TestMemory --------------------------> .
    15) TestFabricEngine :

module 診断結果が表示されるモジュールを指定します。

module-no モジュール番号。有効な値は 1 ～ 3 です。

all すべてのモジュールの診断結果を表示します。

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。
115
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



show コマンド
show diagnostic result
   Eth    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   Eth   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

    16) TestFabricPort :

   Eth    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   Eth   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

    17) TestForwardingEngine :

   Eth    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   Eth   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

    18) TestForwardingEnginePort :

   Eth    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   Eth   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

    19) TestFrontPort :

   Eth    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   Eth   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   Port ------------------------------------------------------------------------
          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

switch#

関連コマンド コマンド 説明

diagnostic bootup level よ り高速なモジュールのブー ト アップ時間に対するブー ト アップ診
断レベルを設定します。

show diagnostic 
bootup level

起動時診断レベルを表示します。
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show コマンド
show hosts
show hosts
ド メ イン  ネーム  サーバ（DNS）のネーム  サーバおよびド メ イン名を表示するには、show hosts コ
マン ドを使用します。

show hosts

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、ホス ト名の解決に使用する  DNS サーバの IP アド レスを表示する例を示します。

switch# show hosts
DNS lookup enabled
Default domain for vrf:default is mysite.com
Name/address lookup uses domain service
Name servers are 255.255.255.255

Vrf                  Use-vrf             Token           Config

default              management          domain          mysite.com
default              management          add. domain(s)  mysite2.com

Host                    Address
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 domain-list ド メ インの リ ス ト を定義します。

ip domain lookup DNS ベースのホス ト名からアド レスへの変換をイネーブルにします。

ip domain-name ネーム  サーバを設定します。
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show コマンド
show ip dns source-interface
show ip dns source-interface
ド メ イン  ネーム  サーバ（DNS）ド メ イン  ルッ クアップ用に設定された送信元インターフェイス
を表示するには、show ip dns source-interface コマン ドを使用します。

show ip dns source-interface [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、DNS ド メ イン  ルッ クアップ用に設定された送信元インターフェイスを表示する例を示し
ます。

switch# show ip dns source-interface
VRF Name                                 Interface
default                                  Ethernet1/5
switch#

関連コマンド

vrf （任意）仮想ルーテ ィ ング/転送（VRF）インスタンスに関する情報を表
示します。

vrf-name （任意）VRF 名です。名前は最大 32 文字で、大文字と小文字が区別され
ます。

all （任意）すべての VRF インスタンスを示します。

default （任意）デフォル ト の VRF の情報を表示します。

management （任意）管理 VRF 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 domain-lookup DNS ルッ クアップ機能をイネーブルにします。

ip dns source-interface DNS ド メ イン  ルッ クアップ用のインターフェイスを設定します。
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show コマンド
show logging console
show logging console
コンソール ロギングの設定を表示するには、show logging console コマン ドを使用します。

show logging console

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、コンソール ロギング  コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging console 

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

logging console コンソールにロギングを設定します。
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show コマンド
show logging info
show logging info
ロギングの設定を表示するには、show logging info コマン ドを使用します。

show logging info

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、ロギング  コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging info 

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

logging level 定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ ロギングをイネーブルにし
ます。
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show コマンド
show logging last
show logging last
ログ  ファ イルの末尾から指定数の行を表示するには、show logging last コマン ドを使用します。

show logging last number

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、ログ  ファ イルの最後の 42 行を表示する例を示します。

switch# show logging last 42 

関連コマンド

number 表示する行数を  1 から  9999 の範囲で入力します。

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

logging level 定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ ロギングをイネーブルにし
ます。
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show コマンド
show logging level
show logging level
ファシ リ テ ィ  ロギング重大度の設定を表示するには、show logging level コマン ドを使用します。

show logging level [facility]

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、EtherChannel ロギング重大度レベル コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging level port-channel 

次に、Flex Link ロギング重大度の設定を表示する例を示します。

switch# show logging level flexlink 
Facility        Default Severity        Current Session Severity
--------        ----------------        ------------------------
Flexlink                2                       5

0(emergencies)          1(alerts)       2(critical)
3(errors)               4(warnings)     5(notifications)
6(information)          7(debugging)

switch#

次に、FCoE NPV ロギング重大度の設定を表示する例を示します。

switch# show logging level fcoe_mgr 
Facility        Default Severity        Current Session Severity
--------        ----------------        ------------------------
fcoe_mgr                2                       3

0(emergencies)          1(alerts)       2(critical)
3(errors)               4(warnings)     5(notifications)
6(information)          7(debugging)

switch#

関連コマンド

facility （任意）ロギング  ファシ リ テ ィ。ファシ リ テ ィの リ ス ト を付録 1「システ
ム  メ ッセージ ロギング  ファシ リ テ ィ 」の表 1-1 に示します。

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

logging level ファシ リ テ ィ  ロギング  レベルを設定します。
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show コマンド
show logging logfile
show logging logfile
入力した範囲内でタイムスタンプが設定されているログ  ファ イルのメ ッセージを表示するに
は、show logging logfile コマン ドを使用します。

show logging logfile [start-time yyyy mmm dd hh:mm:ss] [end-time yyyy mmm dd 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

使用上のガイド ラ
イン

終了時間を入力しないと、現在の時間が使用されます。

例 次に、示されている範囲内でタイムスタンプが設定されているログ  ファ イルのメ ッセージを表
示する例を示します。

switch# show logging logfile start-time 2008 mar 11 12:10:00 

関連コマンド

start-time yyyy mmm 
dd hh:mm:ss

（任意）開始時間を  yyyy mmm dd hh:mm:ss の形式で指定します。月
（mmm）フ ィールドに 3 文字を、年（yyyy）、日（dd）フ ィールドに数字を、
および時刻（hh:mm:ss）フ ィールドにコロンで区切られた数字を使用し
ます。

end-time yyyy mmm dd 
hh:mm:ss

（任意）終了時間を  yyyy mmm dd hh:mm:ss の形式で指定します。月
（mmm）フ ィールドに 3 文字を、年（yyyy）、日（dd）フ ィールドに数字を、
および時刻（hh:mm:ss）フ ィールドにコロンで区切られた数字を使用し
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

logging logfile ログ  ファ イルのロギングを設定します。
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show コマンド
show logging module
show logging module
モジュール ロギングの設定を表示するには、show logging module コマン ドを使用します。

show logging module

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、モジュール ロギング  コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging module 

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

logging module モジュール ロギングを設定します。
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show コマンド
show logging monitor
show logging monitor
モニタ  ロギングの設定を表示するには、show logging monitor コマン ドを使用します。

show logging monitor

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、モニタ  ロギング  コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging monitor 

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

logging monitor モニタにロギングを設定します。
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show コマンド
show logging nvram
show logging nvram
不揮発性 RAM（NVRAM）ログのメ ッセージを表示するには、show logging nvram コマン ドを使
用します。

show logging nvram [last number-lines]

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、NVRAM ログの最後の 20 行を表示する例を示します。

switch# show logging nvram last 20 

関連コマンド

last number-lines （任意）表示する行数を入力します。1 ～ 100 の範囲で指定します。

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

logging level 定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ ロギングをイネーブルにし
ます。
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show コマンド
show logging onboard
show logging onboard
エラーのタイプに基づいてオンボード  ロギング情報を表示するには、show logging onboard コマ
ン ドを使用します。

show logging onboard {boot-uptime | device-version | endtime | environmental-history | 
exception-log | kernel-trace | obfl-history | obfl-logs | stack-trace | starttime | status} [> file 
| | type]

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

starttime キーワード と  endtime キーワードの日付および時刻の引数は、月/日/年（mm/dd/yy）、ハ
イフン、24 時間形式の時間:分:秒（HH:MM:SS）の順で入力します。次に例を示します。

• starttime 01/30/13-15:01:57

• endtime 01/30/13-15:04:57 

boot-uptime オンボード障害ロギング（OBFL）ブー ト と動作時間情報を表示します。

device-version OBFL デバイスのバージ ョ ン情報を表示します。

endtime mm/dd/yy-HH:MM:SS 形式で指定された終了時刻までの OBFL ログを
表示します。

environmental-history OBFL 環境履歴を表示します。

exception-log OBFL 例外ログを表示します。

kernel-trace OBFL カーネル ト レース情報を表示します。

obfl-history OBFL 履歴情報を表示します。

obfl-logs OBFL テクニカル サポー ト  ログ情報を表示します。

stack-trace OBFL カーネル スタ ッ ク  ト レース情報を表示します。

starttime 形式 mm/dd/yy-HH:MM:SS で指定された開始時刻からの OBFL ログを
表示します。

status OBFL ステータスがイネーブルであるかディセーブルであるかを表示
します。

> file （任意）出力をファ イルに リ ダイレ ク ト します。詳細については、「使用
上のガイ ド ラ イン」の項を参照して ください。

| type （任意）出力にフ ィルタを適用します。詳細については、「使用上のガイ
ド ラ イン」の項を参照して ください。

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 logging onboard
file で有効な値は次のとおりです。

• bootflash:

• ftp:

• scp:

• sftp:

• tftp:

• volatile:

type で有効な値は次のとおりです。

• begin [-i] [-x] [word]：テキス ト に一致する行で始ま り ます。

– -i：文字列を比較する と きに、大文字小文字の違いを無視します。

– -x：行全体が一致する行だけを出力します。

– word：表現を指定します。

• count [> file | | type]：一致する行をカウン ト します。

• egrep | grep print-match：Egrep または Grep です。Egrep は、grep よ り も高度な正規表現構文を
使用して、一致するテキス ト の行を検索します。grep は 1 つまたは複数の正規表現に一致す
るテキス ト の行を検索し、一致する行だけを出力します。

– -A num：すべての一致行の後に、指定した行数のコンテキス ト を出力します。有効な範
囲：1 ～ 999。

– -B num：すべての一致行の前に、指定した行数のコンテキス ト を出力します。有効な範
囲：1 ～ 999。

– -c：一致行の数だけを出力します。

– -i：文字列を比較する と きに、大文字小文字の違いを無視します。

– -n：各行番号の後にそれぞれの一致内容を出力します。

– -v：word 引数に一致する ものがない行だけを出力します。

– -w：語が完全に一致する行だけを出力します。

– -x：行全体が一致する行だけを出力します。

– word：表現を指定します。

• exclude [-i] [-x] [word]：テキス ト に一致する行を除外します。

– -i：文字列を比較する と きに、大文字小文字の違いを無視します。

– -x：行全体が一致する行だけを出力します。

– word：表現を指定します。

• head [-n num]：ス ト リーム  エディ タです。オプシ ョ ンの -n num キーワード と引数を使用する
と、出力する行数を指定できます。有効な範囲：0 ～ 2147483647。

• include [-i] [-x] [word]：テキス ト に一致する行を含めます。

– -i：文字列を比較する と きに、大文字小文字の違いを無視します。

– -x：行全体が一致する行だけを出力します。

– word：表現を指定します。

• last [num]：出力する最後の行を表示します。オプシ ョ ンの num で、出力する行数を指定しま
す。有効な範囲：0 ～ 9999。
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show コマンド
show logging onboard
• less [-E | -d]：フ ァ イルの最後で終了します。

– -E：（任意）フ ァ イルの最後で終了します。

– -d：（任意）ダム  ターミナルを指定します。

• no-more：コマン ド出力の割付をオフにします。

• sed command：ス ト リーム  エディ タ

• wc：語、行、文字数をカウン ト します。

– -c：（任意）出力する文字数を指定します。

– -l：（任意）出力する行数を指定します。

– -w：（任意）出力する語数を指定します。

– >：（任意）フ ァ イルに リ ダイレク ト します。

– |：フ ィルタにコマン ド出力をパイプします。

このコマン ドを使用する と、システム  ハード ウェアから  OBFL データを表示できます。OBFL 機
能はデフォル ト でイネーブルになっており、シスコ  ルータまたはスイ ッチにインス トールされ
ているハード ウェア  カード またはモジュールの問題の診断に役立つ動作温度、ハード ウェア動
作時間、中断、その他の重要なイベン ト と メ ッセージを記録します。データのログは、不揮発性メ
モ リに保存されるファ イルに作成されます。オンボード  ハード ウェアが起動する と、監視されて
いる各領域で最初のレコードが作成され、後続のレコードの基準値とな り ます。

OBFL 機能は、継続的なレコードの収集と古い（履歴）レコードのアーカイブで循環更新スキーム
を提供し、システムに関する正確なデータを保証します。データは、測定と継続ファ イルのサン
プルのスナップシ ョ ッ ト を表示する継続情報の形式、または収集したデータに関する詳細を提
供する要約情報の形式で記録されます。履歴データが利用できない場合は、「No historical data to 
display」とい う メ ッセージが表示されます。

例 次に、OBFL ブート と動作時間情報を表示する例を示します。

switch# show logging onboard boot-uptime 
Wed Jan 30 06:11:59 2013:  Boot Record
-------------------------------------------------------------------------------
Boot Time..........: Wed Jan 30 06:11:59 2013
Slot Number........:  1
Serial Number......:  FLC12345678
Bios Version.......:    v1.2.0(06/19/08)
Firmware Version...:  6.0(2)N1(1) [build 6.0(2)N1(1)]

表 1 に、この出力で表示される重要なフ ィールドの説明を示します。

表 1 show logging onboard boot-uptime コマンドの出力

フ ィールド 説明

Boot Time ブー ト が発生した時刻

Slot Number スロ ッ ト番号

Serial Number モジュールのシ リ アル番号

Bios Version プラ イマ リ  Binary Input and Output System
（BIOS）のバージ ョ ン

Firmware Version ファームウェアのバージ ョ ン
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show コマンド
show logging onboard
次に、OBFL ロギング  デバイス情報を表示する例を示します。

switch# show logging onboard device-version 
----------------------------
OBFL Data for
    Module:  1
----------------------------

Device Version Record
----------------------------------------------------------------------
Timestamp                  Device Name      Instance Hardware Software
                                                 Num  Version  Version
----------------------------------------------------------------------
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   2        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   3        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   4        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   5        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   6        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   7        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   8        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   9        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                  10        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                  11        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                  12        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                  13        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   ALTOS                   0        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   0        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   1        2        0
Wed  Jan 30 07:07:00 2013   GATOS                   2        2        0

表 2 に、この出力で表示される重要なフ ィールドの説明を示します。

次に、OBFL 履歴情報を表示する例を示します。

switch# show logging onboard obfl-history 

show logging onboard obfl-history コマン ドは、次の情報を表示します。

• OBFL が手動でディセーブルにされたと きのタ イムスタンプ

• OBFL が手動でイネーブルにされたと きのタ イムスタンプ 

• OBFL データが手動で消去されたと きのタ イムスタンプ

次に、OBFL カーネル スタ ッ ク  ト レース情報を表示する例を示します。

switch# show logging onboard stack-trace 

表 2 show logging onboard device-version コマンドの出力

フ ィールド 説明

Timestamp 日、日付、時刻

Device Name デバイス名

Instance Num インスタンス数

Hardware Version ハード ウェア  デバイスのバージ ョ ン

Software Version ソフ ト ウェア  デバイスのバージ ョ ン
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show logging onboard
show logging onboard stack-trace コマン ドは、次の情報を表示します。

• 秒単位の時間

• マイ ク ロ秒単位の時間

• エラーを説明する文字列

• 現在のプロセス名と  ID

• カーネル ジフ ィー

• スタ ッ ク  ト レース

関連コマンド コマンド 説明

clear logging onboard 永続ログの OBFL エン ト リ を消去します。

hw-module logging 
onboard

エラーのタイプに基づいて OBFL エン ト リ 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 logging pending
show logging pending
Syslog サーバの設定に対する保留中の変更を表示するには、show logging pending コマン ドを使
用します。

show logging pending

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、Syslog サーバの設定に対する保留中の変更を表示する例を示します。

switch# show logging pending 
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

logging abort Syslog サーバ設定に対する保留中の変更をキャンセルします。
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show コマンド
show logging pending-diff
show logging pending-diff
Syslog サーバの現在の設定と保留中の変更との差異を表示するには、show logging pending-diff 
コマン ドを使用します。

show logging pending-diff

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、Syslog サーバの現在の設定と保留中の変更との差異を表示する例を示します。

switch# show logging pending-diff 
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

logging abort Syslog サーバ設定に対する保留中の変更をキャンセルします。
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show コマンド
show logging session status
show logging session status
ロギング  セッシ ョ ン  ステータスを表示するには、show logging session status コマン ドを使用し
ます。

show logging session status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  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、ロギング  セッシ ョ ン  ステータスを表示する例を示します。

switch# show logging session status 

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

logging level 定義済みファシ リ テ ィからのメ ッセージ ロギングをイネーブルにし
ます。
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show コマンド
show logging server
show logging server
Syslog サーバの設定を表示するには、show logging server コマン ドを使用します。

show logging server

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、Syslog サーバ コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show logging 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

logging server リ モー ト  Syslog サーバを設定します。
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show コマンド
show logging status
show logging status
ロギング  ステータスを表示するには、show logging status コマン ドを使用します。

show logging status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  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、ロギング  ステータスを表示する例を示します。

switch# show logging status 
Fabric Distribute     : Enabled
Session State         : IDLE
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

logging distribute Cisco Fabric Service（CFS）インフラス ト ラ クチャを使用して、ネッ ト
ワーク  スイ ッチへの Syslog サーバ設定の配布をイネーブルにします。
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show logging timestamp
show logging timestamp
ロギング タイムスタンプの設定を表示するには、show logging timestamp コマンドを使用します。

show logging timestamp

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、ロギング  タ イムスタンプの設定を表示する例を示します。

switch# show logging timestamp 

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

logging timestamp ロギング  タ イムスタンプの細かさを設定します。
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show コマンド
show monitor session
show monitor session
スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）またはカプセル化リ モー ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イ
ザ（ERSPAN）のセッシ ョ ンに関する情報を表示するには、show monitor session コマン ドを使用
します。

show monitor session [session | all [brief] | range range [brief] | status] 

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、SPAN セッシ ョ ン  1 に関する情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session 1
session 1
---------------
description       : A Local SPAN session
type              : local
state             : down (No operational src/dst)
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
    rx            :
source VLANs      :
    rx            :
destination ports : Eth1/21

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

switch#

session （任意）セッシ ョ ンの番号。有効な範囲は 1 ～ 18 です。

all （任意）すべてのセッシ ョ ンを表示します。

brief （任意）情報の簡潔な要約を表示します。

range range （任意）セッシ ョ ンの範囲を表示します。有効な範囲は 1 ～ 18 です。

status （任意）すべてのセッシ ョ ンの動作ステー ト を表示します。

（注） このキーワードは、SPAN セッシ ョ ンにのみ適用されます。

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 monitor session
次に、SPAN セッシ ョ ンに関する要約情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session range 1 brief
session 1
---------------
description       : A Local SPAN session
type              : local
state             : down (No operational src/dst)
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
destination ports : Eth1/21

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

switch#

次に、スイ ッチ上の ERSPAN セッシ ョ ンに関する情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session 1
session 1
---------------
description       : ERSPAN Source configuration
type              : erspan-source
state             : down (No valid global IP Address)
flow-id           : 1
vrf-name          : default
destination-ip    : 192.0.2.1
ip-ttl            : 255
ip-dscp            : 0
origin-ip         : origin-ip not specified
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
    rx            : 5

switch#

関連コマンド コマンド 説明

monitor session 新しいスイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）セッシ ョ ン設定が作成さ
れます。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンに関する実行コンフ 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 ntp authentication-status
show ntp authentication-status
Network Time Protocol（NTP）認証のステータスを表示するには、show ntp authentication-status 
コマン ドを使用します。

show ntp authentication-status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  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、NTP の認証ステータスを表示する例を示します。

switch(config)# show ntp authentication-status 

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

[no] ntp authenticate NTP ピアに関する情報を表示します。
140
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



show コマンド
show ntp peer-status
show ntp peer-status
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）ピアのステータスを表示するには、show ntp peer-status 
コマン ドを使用します。

show ntp peer-status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、NTP のピア  ステータスを表示する例を示します。

switch(config)# show ntp peer-status 

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 ntp peers NTP ピアに関する情報を表示します。
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show コマンド
show ntp peers
show ntp peers
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）ピアに関する情報を表示するには、show ntp peers コマ
ン ドを使用します。

show ntp peers

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、NTP ピアに関する情報を表示する例を示します。

switch(config)# show ntp peers 

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 ntp peer-status NTP ピアに関するステータス情報を表示します。
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show コマンド
show ntp statistics
show ntp statistics
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）統計情報を表示するには、show ntp statistics コマン ドを
使用します。

show ntp statistics {io | local | memory | peer {ipaddr address | name name1 [..nameN]}

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、NTP の統計情報を表示する例を示します。

switch(config)# show ntp statistics local 

関連コマンド

io 入出力統計情報を表示します。

local ローカル NTP によ り保持されているカウンタを表示します。

memory メモ リ  コードに関連する統計カウンタを表示します。

peer ピアのピア単位の統計カウンタを表示します。

ipaddr address 設定された IPv4 または IPv6 アド レスを持つピアの統計情報を表示し
ます。IPv4 アド レスの形式は、ド ッ ト付き  10 進の x.x.x.x です。IPv6 ア
ド レスの形式は、16 進の A:B::C:D です。

name name1 指定したピアの統計情報を表示します。

..nameN （任意）1 つ以上の指定ピアの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。

コマンド 説明

clear ntp statistics NTP 統計情報を消去します。
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show コマンド
show ntp timestamp-status
show ntp timestamp-status
ネッ ト ワーク  タ イム  プロ ト コル（NTP）タ イムスタンプ情報を表示するには、show ntp 
timestamp-status コマン ドを使用します。

show ntp timestamp-status

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  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、NTP タ イムスタンプのステータスを表示する例を示します。

switch(config)# show ntp timestamp-status 

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 ntp statistics NTP 統計情報を消去します。

ntp スイ ッチに NTP ピアおよびサーバを設定します。
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show コマンド
show ptp brief
show ptp brief
PTP 情報を表示するには、show ptp brief コマン ドを使用します。

show ptp brief

構文の説明 このコマン ドには引数またはキーワードはあ り ません。

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、PTP ステータスを表示する例を示します。

switch(config)# show ptp brief

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 ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
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show コマンド
show ptp clock
show ptp clock
ク ロ ッ ク  アイデンテ ィテ ィ を含むローカル PTP ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示するには、show 
ptp clock コマン ドを使用します。

show ptp clock

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

例 次に、ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示する例を示します。

switch(config)# show ptp clock

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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
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show コマンド
show ptp clocks foreign-masters-record
show ptp clocks foreign-masters-record
PTP プロセスが認識している外部マスターの状態に関する情報を表示するには、show ptp clocks 
foreign-masters-record コマン ドを使用します。

show ptp clocks foreign-masters-record [ethernet slot/[QSFP-module/]port]

構文の説明

コマンド  モード グローバル コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

使用上のガイド ラ
イン

外部マスターご とに、出力に、ク ロ ッ ク  ID、基本的なク ロ ッ ク  プロパティ、およびク ロ ッ クがグ
ラン ドマスターと して使用されているかど うかが表示されます。

例 次に、PTP プロセスが認識している外部マスターを表示する例を示します。

switch(config)# show ptp foreign-masters-record

関連コマンド

ethernet イーサネッ ト  インターフェイスを指定します。

slot/[QSFP-module/]port スロ ッ ト番号は 1 ～ 255 です。QSFP-module 番号は 1 ～ 199 で
す。指定できるポー ト番号は 1 ～ 128 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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
147
Cisco Nexus 6000 Series NX-OS システム管理コマンド  リファレンス

OL-27915-01-J



show コマンド
show ptp corrections
show ptp corrections
直近の数個の PTP 修正を表示するには、show ptp corrections コマン ドを使用します。

show ptp corrections

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

コマンド履歴

例 次に、スイ ッチ上で最新の PTP 修正を表示する方法を示します。

switch(config)# show ptp corrections

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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
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show コマンド
show ptp parent
show ptp parent
PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示するには、show ptp 
parent コマン ドを使用します。

show ptp parent

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

コマンド履歴

例 次に、PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示する例を示します。

switch(config)# show ptp parent

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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
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show コマンド
show ptp port interface
show ptp port interface
PTP ポートのステータスを表示するには、show ptp port interface ethernet コマンドを使用します。

show ptp port interface [ethernet slot/[QSFP-module/]port]

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、スイ ッチ上の PTP ポート のステータスを表示する例を示します。

switch(config)# show ptp port interface ethernet 5/1

関連コマンド

ethernet イーサネッ ト  インターフェイスを指定します。

slot/[QSFP-module/]port スロ ッ ト番号は 1 ～ 255 です。QSFP-module 番号は 1 ～ 199 です。
指定できるポー ト番号は 1 ～ 128 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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp 
time-property

PTP ク ロ ッ ク  タ イムのプロパテ ィ を表示します。
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show コマンド
show ptp time-property
show ptp time-property
PTP ク ロ ッ クのタイム  プロパテ ィ を表示するには、show ptp time-property コマン ドを使用し
ます。

show ptp time-property

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

コマンド履歴

例 次に、PTP ク ロ ッ クのタ イム  プロパテ ィ を表示する例を示します。

switch(config)# show ptp time-property

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 ptp brief PTP のステータスを表示します。

show ptp clock ローカル ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表示します。

show ptp clocks 
foreign-masters-record

PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。

show ptp corrections 最後の数個の PTP 修正を表示します。

show ptp parent PTP ペアレン トおよびグラン ドマスター ク ロ ッ クのプロパテ ィ を表
示します。

show ptp port 
interface

PTP ポート のステータスを表示します。
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show コマンド
show running-config monitor
show running-config monitor
スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）またはカプセル化リ モー ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イ
ザ（ERSPAN）のセッシ ョ ンの実行コンフ ィギュレーシ ョ ンを表示するには、show running-config 
monitor コマン ドを使用します。

show running-config monitor [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、SPAN の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの情報を表示する例を示します。

switch# show running-config monitor 

!Command: show running-config monitor
!Time: Wed  Jan 30 07:07:00 2013

version 6.0(2)N1(1)
monitor session 1
  description A Local SPAN session
  source interface Ethernet1/5 both
  destination interface Ethernet1/21
  no shut

switch#

次に、SPAN の実行コンフ ィギュレーシ ョ ンの詳細情報を表示する例を示します。

switch# show running-config monitor all 

!Command: show running-config monitor all
!Time: Wed  Jan 30 07:07:00 2013

version 6.0(2)N1(1)
monitor session 1 type local
  description A Local SPAN session
  source interface Ethernet1/5 both
  destination interface Ethernet1/21
  no shut

switch#

all （任意）デフォル ト設定も含めた、現在の SPAN 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。
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show コマンド
show running-config monitor
関連コマンド コマンド 説明

monitor session SPAN または ERSPAN のセッシ ョ ンを設定します。

show monitor session SPAN または ERSPAN のセッシ ョ ンに関する情報を表示します。
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show コマンド
show running-config port-security
show running-config port-security
セキュア  ポート に関する実行システム  コンフ ィギュレーシ ョ ン情報を表示するには、show 
running-config port-security コマン ドを使用します。

show running-config port-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

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、インターフェイス上のすべてのセキュア  ポート の実行システム  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 port-security

!Command: show running-config port-security
!Time: Wed  Jan 30 07:07:00 2013

version 5.1(3)N1(1)
feature port-security

interface Ethernet1/5
  switchport port-security
  switchport port-security aging time 3
  switchport port-security maximum 10
  switchport port-security mac-address sticky

switch#

all （任意）デフォル ト設定も含め、セキュア  ポート に関する詳細情報を表
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。
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show コマンド
show running-config port-security
関連コマンド コマンド 説明

clear port-security 
dynamic

ポート の動的にセキュアなアド レスをク リ アします。

show startup-config 
port-security

スタート アップ ファイルのコンフ 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 snmp community
show snmp community
スイ ッチに設定されている簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ング
を表示するには、show snmp community コマン ドを使用します。

show snmp community

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、SNMP コ ミ ュニテ ィ  ス ト リ ングを表示する例を示します。

switch# show snmp community 
Community            Group / Access      context    acl_filter
---------            --------------      -------    ----------
public                network-admin
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

snmp-server 
community

SNMP プロ ト コルへのアクセスを許可するコ ミ ュニテ ィ  アクセス  ス
ト リ ングを設定します。
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show コマンド
show snmp context
show snmp context
スイ ッチに設定されている簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）コンテキス ト を表示する
には、show snmp context コマン ドを使用します。

show snmp context

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、SNMP コンテキス ト を表示する例を示します。

switch# show snmp context 

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

snmp-server context SNMP コンテキス ト を設定します。
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show コマンド
show snmp engineID
show snmp engineID
ローカルの簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）エンジンの ID を表示するには、show 
snmp engineID コマン ドを使用します。

show snmp engineID

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

SNMP エンジンは、ローカルまたは リ モー ト  デバイスに常駐できる  SNMP のコピーです。SNMP 
パスワードは、権威 SNMP エンジンの SNMP ID を使用してローカラ イズされます。

例 次に、SNMP エンジン  ID を表示する例を示します。

switch# show snmp engineID 
Local SNMP engineID: [Hex] 8000000903000DECB230C0
                     [Dec] 128:000:000:009:003:000:013:236:178:048:192
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

show running-config 
snmp

SNMP に関する実行コンフ 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 snmp group
show snmp group
スイ ッチに設定されている簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）グループの名前を表示す
るには、show snmp group コマン ドを使用します。

show snmp group

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、SNMP グループを表示する例を示します。

switch# show snmp group 

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

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 snmp group
  1       permit  read

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)
  -------------------------------------------------------------------
  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 *
  1       permit  read

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
switch#

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 
snmp

SNMP に関する実行コンフ 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 snmp host
show snmp host
簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）ホス ト情報を表示するには、show snmp host コマン ド
を使用します。

show snmp host

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、SNMP ホス ト を表示する例を示します。

switch# show snmp host 

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

snmp-server host SNMP ホス ト を設定します。
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show コマンド
show snmp sessions
show snmp sessions
現在の簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP）セッシ ョ ンを表示するには、show snmp sessions 
コマンドを使用します。

show snmp sessions

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、SNMP セッシ ョ ンを表示する例を示します。

switch# show snmp sessions 

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 
snmp

SNMP に関する実行コンフ 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 snmp trap
show snmp trap
簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル（SNMP） リ ン ク  ト ラ ップ生成情報を表示するには、show snmp 
trap コマン ドを使用します。

show snmp trap

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、SNMP ト ラ ップを表示する例を示します。

switch# show snmp trap 
--------------------------------------------------------------------------------
Trap type                       Description                   Enabled
--------------------------------------------------------------------------------
entity               : entity_mib_change                            Yes
entity               : entity_module_status_change                  Yes
entity               : entity_power_status_change                   Yes
entity               : entity_module_inserted                       Yes
entity               : entity_module_removed                        Yes
entity               : entity_unrecognised_module                   Yes
entity               : entity_fan_status_change                     Yes
link                 : linkDown                                     Yes
link                 : linkUp                                       Yes
link                 : IETF-extended-linkDown                       Yes
link                 : IETF-extended-linkUp                         Yes
link                 : cisco-extended-linkDown                      Yes
link                 : cisco-extended-linkUp                        Yes
callhome             : event-notify                                 No
callhome             : smtp-send-fail                               No
cfs                  : state-change-notif                           No
cfs                  : merge-failure                                No
rf                   : redundancy_framework                         Yes
aaa                  : server-state-change                          No
license              : notify-license-expiry                        Yes
license              : notify-no-license-for-feature                Yes
license              : notify-licensefile-missing                   Yes
license              : notify-license-expiry-warning                Yes
zone                 : unsupp-mem                                   No
upgrade              : UpgradeOpNotifyOnCompletion                  Yes
upgrade              : UpgradeJobStatusNotify                       Yes
feature-control      : FeatureOpStatusChange                        No
sysmgr               : cseFailSwCoreNotifyExtended                  No

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 snmp trap
rmon                 : risingAlarm                                  No
rmon                 : fallingAlarm                                 No
rmon                 : hcRisingAlarm                                No
rmon                 : hcFallingAlarm                               No
config               : ccmCLIRunningConfigChanged                   No
snmp                 : authentication                               No
bridge               : topologychange                               No
bridge               : newroot                                      No
stp                  : inconsistency                                No
stpx                 : loop-inconsistency                           No
stpx                 : root-inconsistency                           No
switch#

関連コマンド コマンド 説明

snmp trap link-status SNMP リ ンク  ト ラ ップの生成をイネーブルにします。
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show コマンド
show snmp user
show snmp user
個々の Simple Network Management Protocol（SNMP）ユーザの情報を表示するには、show snmp 
user コマン ドを使用します。

show snmp 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、スイ ッチ上で設定された SNMP ユーザを表示する例を示します。

switch# show snmp user 
______________________________________________________________
                  SNMP USERS
______________________________________________________________

User                          Auth  Priv(enforce) Groups
____                          ____  _____________ ______
admin                         md5   des(no)       network-admin
______________________________________________________________
 NOTIFICATION TARGET USERS (configured  for sending V3 Inform)
______________________________________________________________

User                          Auth  Priv
____                          ____  ____
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 snmp user admin 
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

snmp-server user SNMP グループに新しいユーザを設定します。
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show コマンド
show monitor session
show monitor session
スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）またはカプセル化リ モー ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イ
ザ（ERSPAN）のセッシ ョ ンに関する情報を表示するには、show monitor session コマン ドを使用
します。

show monitor session [session | all [brief] | range range [brief] | status] 

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、SPAN セッシ ョ ン  1 に関する情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session 1
session 1
---------------
description       : A Local SPAN session
type              : local
state             : down (No operational src/dst)
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
    rx            :
source VLANs      :
    rx            :
destination ports : Eth1/21

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

switch#

session （任意）セッシ ョ ンの番号。有効な範囲は 1 ～ 18 です。

all （任意）すべてのセッシ ョ ンを表示します。

brief （任意）情報の簡潔な要約を表示します。

range range （任意）セッシ ョ ンの範囲を表示します。有効な範囲は 1 ～ 18 です。

status （任意）すべてのセッシ ョ ンの動作ステー ト を表示します。

（注） このキーワードは、SPAN セッシ ョ ンにのみ適用されます。

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 monitor session
次に、SPAN セッシ ョ ンに関する要約情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session range 1 brief
session 1
---------------
description       : A Local SPAN session
type              : local
state             : down (No operational src/dst)
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
destination ports : Eth1/21

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

switch#

次に、ERSPAN セッシ ョ ンに関する情報を表示する例を示します。

switch# show monitor session 1
session 1
---------------
description       : ERSPAN Source configuration
type              : erspan-source
state             : down (No valid global IP Address)
flow-id           : 1
vrf-name          : default
destination-ip    : 192.0.2.1
ip-ttl            : 255
ip-dscp            : 0
origin-ip         : origin-ip not specified
source intf       :
    rx            : Eth1/5
    tx            : Eth1/5
    both          : Eth1/5
source VLANs      :
    rx            : 5

switch#

関連コマンド コマンド 説明

monitor session 新しいスイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）セッシ ョ ン設定が作成さ
れます。

show running-config 
monitor

SPAN セッシ ョ ンに関する実行コンフ 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 monitor session
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V コマンド

この章では、V で始まるシステム管理コマン ドについて説明します。
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V コマンド

verify（セッシ ョ ン）
verify（セッシ ョ ン）
現在のコンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを検証するには、verify コマン ドを使用します。

verify

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 セッシ ョ ン  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モード

コマンド履歴

例 次に、セッシ ョ ンを検証する例を示します。

switch(config-s)# verify 
Failed to start Verification: Session Database already locked, Verify/Commit in
Progress.
switch(config-s)# 

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

commit セッシ ョ ンをコ ミ ッ ト します。

configure session コンフ ィギュレーシ ョ ン  セッシ ョ ンを作成します。

show configuration 
session

セッシ ョ ンの内容を表示します。
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V コマンド

vrf（ERSPAN）
vrf（ERSPAN）
送信元ので、Encapsulated Remote Switched Port Analyzer（ERSPAN） ト ラフ ィ ッ ク転送のための仮
想ルーティ ング/転送（VRF）インスタンスを設定するには、vrf 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。

vrf {vrf_name | default | management}

no 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 ERSPAN セッシ ョ ン  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 ドにラ イセンスは必要あ り ません。

例 次に、ESRSPAN 送信元の VRF インスタンスを設定する例を示します。

switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)#

関連コマンド

vrf_name VRF の名前。VRF 名には最大 32 文字の英数字を使用できます。大文字と
小文字は区別されます。

default デフォル ト の VRF インスタンスを指定します。

management 管理 VRF インスタンスを指定します。

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

monitor-session ポート間 ト ラフ ィ ッ ク分析のために、ERSPAN またはセッシ ョ ンを設
定するためのモニタ  コンフ ィギュレーシ ョ ン  モードを開始します。

show monitor session イーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）または ERSPAN 
モニタのセッシ ョ ンに関する情報を表示します。
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V コマンド

vrf（ERSPAN）
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A
 P P E N D I X 1

システム メ ッセージ ロギング ファシリ
ティ

この付録には、システム  メ ッセージ ロギング情報が含まれます。表 1-1 に、システム  メ ッセージ 
ロギング  コンフ ィギュレーシ ョ ンで使用できるファシ リ テ ィの一覧を示します。

表 1-1 システム メ ッセージ ロギング ファシリテ ィ

フ ァシリテ ィ 説明

aaa aaa Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

aclmgr aclmgr Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

adjmgr 隣接関係マネージャの Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

afm afm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

all すべてのファシ リ テ ィのレベルを設定します。

altos Syslog レベルを割り当てます。

arp ARP の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

ascii-cfg ascii-cfg 用のロギング  レベルを設定します。

auth 認証システムのレベルを設定します。

authpriv 認証（プラ イベート ）システムのレベルを設定します。

backup switchport backup Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

bootvar bootvar のレベルを設定します。

callhome Callhome Syslog レベルです。

capability mig utils デーモンの Syslog レベルを設定します。

cdp CDP のロギング  レベルを設定します。

cert-enroll Cert-enroll Syslog レベルです。

cfs CFS のロギング  レベルを設定します。

clis CLIS の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

core コア  デーモン  Syslog レベル。

cron Cron/ファシ リ テ ィのレベルを設定します。

daemon システム  デーモンのレベルを設定します。

dcbx dcx Syslog メ ッセージのレベルを設定します。
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device-alias デバイス  エイ リ アス分配サービスの Syslog レベルを設定します。

dhcp_snoop DHCP スヌーピングの Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

dstats delta 統計情報 Syslog レベル。

epp EPP Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ethpc ethpc Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ethpm イーサネッ ト  ポート  マネージャ（ethpm）Syslog メ ッセージのレ
ベルを設定します。

evmc evmc Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

fabric_start_cfg_mgr FabricPath コンフ ィギュレーシ ョ ン  マネージャの Syslog フ ィル
タ  レベルを設定します。

fc2d fc2d Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

fcdomain fcdomain Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

fcns ネーム  サーバの Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

fcoe_mgr イーサネッ ト （FCoE）マネージャ  Syslog メ ッセージのファ イバ 
チャネルのレベルを設定します。

fcpc fcpc Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

fcs FCS の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

fdmi Fabric-Device Management Interface（FDMI）のロギング  レベルを
設定します。

feature-mgr 機能マネージャの Syslog レベルです。

fex Cisco Nexus 2000 シ リーズ ファブ リ ッ ク  エクステンダ Syslog 
メ ッセージのレベルを設定します。

flexlink switchport backup Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

flogi flogi Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

fs-daemon FS daemon Syslog レベル。

fspf FSPF Syslog レベルです。

ftp ファ イル転送システムのレベルを設定します。

fwm fwm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

gatos Gatos Syslog レベルです。

im im Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

interface-vlan interface VLAN Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ip IP Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ipconf ipconf Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ipqos ipqosmgr Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

kernel カーネルのレベルを設定します。

l3vm L3VM の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

lacp LACP Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

表 1-1 システム メ ッセージ ロギング ファシリテ ィ（続き）

フ ァシリテ ィ 説明
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license ラ イセンシング  Syslog レベルです。

（注） このファシ リ テ ィは廃止予定で、Cisco NX-OS 5.0(2)N1(1) 
で licmgr ファシ リ テ ィに置き換えられました。上位互換
のために、今後数リ リースの間はこのコマン ドが維持さ
れます。

licmgr ラ イセンシング  Syslog レベルです。

lldp LLDP Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

local0 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local1 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local2 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local3 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local4 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local5 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local6 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

local7 ローカル ユース  デーモンのレベルを設定します。

lpr ラ イン  プ リ ンタ  システムのレベルを設定します。

m2rib マルチキャス ト  ルーティ ング情報ベースの（MRIB）ロギング  
メ ッセージのレベルを設定します。

mail メール システムのレベルを設定します。

mfdm マルチキャス ト転送情報ベースの配信（FIB）配信（MFDM）Syslog 
メ ッセージのレベルを設定します。

mfwd マルチキャス ト転送システム  メ ッセージのレベルを設定します。

monitor イーサネッ ト  スイ ッチド  ポート  アナラ イザ（SPAN）の Syslog 
メ ッセージのレベルを設定します。

news USENET ニュースのレベルを設定します。

nohms nohms Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

nqosm nqosm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ntp NTP の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

pfm pfm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

pktmgr パケッ ト  マネージャの Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

plugin plugin Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

port ポート  Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

port-channel EtherChannel Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

port-profile ポート  プロファ イルの Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

port-resources prm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

provision プロビジ ョ ニングの Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

qd qd Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

radius RADIUS Syslog レベルです。

表 1-1 システム メ ッセージ ロギング ファシリテ ィ（続き）

フ ァシリテ ィ 説明
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rdl RDL のロギング  レベルを設定します。

res_mgr res_mgr Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

rib rib のレベルを設定します。

rlir RLIR のレベルを設定します。

routing ルーティ ング情報のレベルを設定します。

rscn RSCN のレベルを設定します。

san-port-channel san-port-channel Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

scsi-target SCSI ターゲッ ト  デーモン  Syslog レベル。

security セキュ リ テ ィ  Syslog レベルです。

session セッシ ョ ン  マネージャ  Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

（注） このファシ リ テ ィは廃止予定で、Cisco NX-OS 5.0(2)N1(1) 
で session-mgr ファシ リ テ ィに置き換えられました。これ
は、下位互換性のためにいくつかの リ リースにわたって
保持されます。

session-mgr セッシ ョ ン  マネージャ  Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

smm 共有メモ リ  マネージャのロギング  レベルを設定します。

snmpd SNMP Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

sifmgr sifmgr Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

spanning-tree stp Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

stp stp Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

syslog 内部 Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

sysmgr システム  マネージャの Syslog レベルです。

tacacs TACACS+ Syslog レベル。

track オブジェ ク ト  ト ラ ッキング  メ ッセージのレベルを設定します。

tcpudp TCPUDP の Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

track ト ラ ッ ク  Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

udld UDLD Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

ufdm ユニキャス ト転送情報ベースの配信（FIB）配信（UFDM）Syslog 
メ ッセージのレベルを設定します。

urib ユニキャス ト  ルーティ ング情報ベース（URIB）の Syslog フ ィル
タ  レベルを設定します。

user ユーザ プロセスのレベルを設定します。

uucp Unix-to-Unix コピー システムのレベルを設定します。

vlan_mgr VLAN Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

vmm vmm Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

vpc vPC Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

vsan 仮想 SAN（VSAN）Syslog レベルです。

表 1-1 システム メ ッセージ ロギング ファシリテ ィ（続き）

フ ァシリテ ィ 説明
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vshd vshd のロギング  レベルを設定します。

vtp interface VLAN Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

wwnm WWN マネージャの Syslog レベルを設定します。

xml XML エージェン ト  Syslog レベルです。

zone ゾーン  サーバの Syslog フ ィルタ  レベルを設定します。

zschk zschk Syslog メ ッセージのレベルを設定します。

表 1-1 システム メ ッセージ ロギング ファシリテ ィ（続き）

フ ァシリテ ィ 説明
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