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boot ipxe
iPXEブートを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで boot ipxeコマン
ドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no形式を使用します。

boot ipxe{forever |timeout seconds}switch switch-number
no boot ipxe{forever |timeout seconds}switch switch-number

構文の説明 iPXEブート期限なしを試行します。forever

iPXEネットワークブートのタイムアウトを秒単位で設定します。有効
な値は 1～ 2147483647です。

timeout seconds

スタック内のスイッチの iPXEブートを有効にします。有効値は 0～ 9
です。

switch
switch-number

コマンドデフォルト デバイスブートはデフォルトです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali
16.3.2

使用上のガイドライン iPXEは、ブート前実行環境（PXE）のオープンソース実装です。ブートローダは、HTTP、
FTP、または TFTPサーバにあるイメージを起動します。

foreverキーワードが設定されている場合、スイッチはDynamic Host Control Protocol（DHCP）
要求を期限なしで送信します。timeoutキーワードが設定されている場合、DHCP要求は指定
された時間の間送信され、タイムアウトが経過すると、スイッチはデバイスブートに戻りま

す。

例

次に、スイッチ 2の iPXEブートのタイムアウトを設定する例を示します。
Device(config)# boot ipxe timeout 240 switch 2

説明コマンド

デフォルトのブートシステムパラメー

タを変更します。

default boot
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boot manual
手動ブートを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで boot manualコマ
ンドを使用します。設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

boot manual switch switch-number
no boot manual switch switch-number

構文の説明 スタック内のスイッチの手動ブートを設定します。switch
swtich-number

コマンドデフォルト 手動ブートは有効です。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali 16.3.2

使用上のガイドライン 手動ブートが無効になっている場合に、スイッチをリロードすると、起動プロセスが自動的に

開始されます。手動ブートが無効になっている場合、ブートローダは、設定された iPXE
ROMMON変数の値に基づいて、デバイスブートを実行するかネットワークブートを実行す
るかを決定します。

例

次に、スイッチ 2の手動ブートを設定する例を示します。
Device(config)# boot manual switch 2
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boot system
システムイメージのブートを有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで

boot system コマンドを使用します。設定を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用
します。

boot system switch {all | number} {flash: | |ftp: | |http: | |tftp:}

no boot system [{switch |{all | number}}] [{flash: | |ftp: | |http: | |tftp: | |}]

構文の説明 イメージをブートするフラッシュファイルシステムを指定します。flash:

イメージをブートする FTPのロケーションを指定します。ftp:

イメージをブートする HTTPのロケーションを指定します。http:

イメージをブートする TFTPのロケーションを指定します。tftp:

スタック内のスイッチの起動を有効にします。有効値は0～9です。switch
number

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Denali 16.3.2

使用上のガイドライン リモートの FTP/HTTP/TFTPサーバには、IPv4または IPv6アドレスを使用できます。

IPv6アドレスの場合、角かっこ内に IPv6アドレスを入力する必要があります（RFC 2732に
従って）。そうしない場合、デバイスは起動しません。

例

次の例では、IPv4 HTTPサーバからイメージファイルをブートする方法を示します。

Device(config)# boot system switch 1 http://192.0.2.42/image-filename

次の例では、IPv6 HTTPサーバからイメージファイルをブートする方法を示します。

Device(config)# boot system switch 1 http://[2001:db8::1]/image-filename
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default boot
デフォルトのブートシステムパラメータを変更するには、グローバルコンフィギュレーショ

ンモードで defaut bootコマンドを使用します。

default boot {ipxe {forever | |timeout |seconds} | |manual | |system {flash: | |ftp: |
|http: | |tftp:}}switch number

構文の説明 iPXEブートを有効にします。ipxe

期限なしブートを設定します。forever

秒単位でブートタイムアウトを設定します。有効な値は 1～ 2147483647で
す。

timeout
seconds

手動ブートを有効にします。manual

システムイメージのブートを有効にします。system

イメージをブートするフラッシュファイルシステムを指定します。flash:

イメージをブートする FTPのロケーションを指定します。ftp:

イメージをブートする HTTPのロケーションを指定します。http:

イメージをブートする TFTPのロケーションを指定します。tftp:

スタック内のスイッチの起動を有効にします。有効値は 0～ 9です。switch number

コマンドデフォルト デバイスブートはデフォルトです。

コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。Cisco IOS XE Denali 16.3.2

使用上のガイドライン no boot ipxeまたは default boot ipxeコマンドを使用してデバイスブートを設定できます。

例

次に、デフォルトブートモードを有効にする例を示します。

Device(config)# default boot ipxe
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関連コマンド 説明コマンド

iPXEブートを設定します。boot ipxe
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install
ソフトウェアメンテナンスアップグレード（SMU）パッケージをインストールするには、
installコマンドを特権 EXECモードで使用します。

install {activate |file {bootflash: |flash: |webui:} [{prompt-level {all |none}}] |add file {bootflash:
|flash: |ftp: |http: |https: |rcp: |scp: |tftp: |webui:} [{activate [{prompt-level {all |none}}]}] |commit
|deactivate file {bootflash: |flash: |webui:} [{prompt-level {all |none}}] |remove {file {bootflash:
|flash: |ftp: |http: |https: |rcp: |scp: |tftp: |webui:}|inactive } |rollback to {base |committed |id
{install-ID }}}

構文の説明 SMUが install addコマンドにより追加されて
いることを確認し、Netconfプロセスを再開
します。

このキーワードは、互換性チェックを実行

し、パッケージステータスを更新します。

パッケージを再起動できる場合はポストイン

ストールスクリプトをトリガーして必要な

プロセスを再起動するか、または再起動でき

ないパッケージの場合はリロードをトリガー

します。

activate

アクティブにするパッケージを指定します。file

インストールしたパッケージのロケーション

を指定します。

{bootflash: | flash: | http: | https: | rcp: | scp: |
tftp:webui:}

（任意）インストールアクティビティにつ

いてのプロンプトをユーザに表示します。

たとえば、activateキーワードはリロードが
必要なパッケージに対してリロードを自動的

にトリガーします。パッケージをアクティブ

にする前に、続行するかどうかについてユー

ザに確認するプロンプトが表示されます。

allキーワードを使用するとプロンプトを有
効にすることができます。noneキーワード
はプロンプトを無効にします。

prompt-level {all | none}
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リモートのロケーションから（FTP、TFTP
経由で）デバイスにファイルをコピーし、プ

ラットフォームとイメージバージョンにソ

フトウェアメンテナンスアップグレード

（SMU）を実行します。

このキーワードは、指定したパッケージがプ

ラットフォームで必ずサポートされるように

基本の互換性チェックを実行します。また、

パッケージファイル内にエントリを追加す

ることで、ステータスを監視し、維持できる

ようにします。

add

追加するパッケージを指定します。{http: | https: | rcp: | scp: | tftp:}

リロード後も SMUの変更が持続されるよう
にします。

パッケージをアクティブにした後、システム

がアップ状態にある間、または最初のリロー

ド後にコミットを実行できます。パッケージ

がアクティブになっていてもコミットされて

いない場合は、最初のリロード後はアクティ

ブの状態を保ちますが、2回目のリロード後
はアクティブ状態を保ちません。

commit

インストールしたパッケージを非アクティブ

にします。

また、パッケージを非アクティブにすると、

パッケージステータスが更新され、プロセ

スが再起動またはリロードされます。

deactivate

インストールしたパッケージを削除します。

パッケージファイルがファイルシステムか

ら削除されます。removeキーワードは、現
在非アクティブ状態のパッケージでのみ使用

できます。

remove

非アクティブ状態のパケージをデバイスから

削除します。

inactive

SMUパッケージを基本バージョン、最後に
コミットしたバージョン、または既知のコ

ミット IDにロールバックし、Netconfプロセ
スを再起動します。

rollback

ベースイメージに戻します。tobase
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最後のコミット操作が実行されたときのイン

ストール状態に戻します。

committed

特定のインストールポイント IDに戻しま
す。

有効な値は、1～ 4294967295です。

id install-ID

コマンドデフォルト パッケージはインストールされません。

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン SMUは、システムにインストールしてパッチ修正やセキュリティ解決をリリースされたイメー
ジに提供ができるパッケージです。このパッケージには、パッケージの内容を記述するいくつ

かのメタデータとともに、リリースにパッチを適用するための最小限の一連のファイルが含ま

れています。

パッケージは、SMUをアクティブにする前に追加する必要があります。

パッケージは、ブートフラッシュから削除する前に非アクティブにする必要があります。削除

したパッケージは、もう一度追加する必要があります。

例

次に、インストールパッケージをデバイスに追加する例を示します。

Device# install add file tftp://172.16.0.1//tftpboot/folder1/
isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin

install_add: START Sun Feb 26 05:57:04 UTC 2017
Downloading file
tftp://172.16.0.1//tftpboot/folder1/isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Finished downloading file
tftp://172.16.0.1//tftpboot/folder1/isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
to bootflash:isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
SUCCESS: install_add /bootflash/isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Sun Feb 26 05:57:22 UTC 2017
Device#

次に、インストールパッケージをアクティブにする例を示します。

Device# install activate file bootflash:isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin

install_activate: START Sun Feb 26 05:58:41 UTC 2017
DMP package.
Netconf processes stopped
SUCCESS: install_activate /bootflash/isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Sun Feb 26 05:58:58 UTC 2017*Feb 26 05:58:47.655: %DMI-4-CONTROL_SOCKET_CLOSED:
SIP0: nesd: Confd control socket closed Lost connection to ConfD (45): EOF on socket to
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ConfD.
*Feb 26 05:58:47.661: %DMI-4-SUB_READ_FAIL: SIP0: vtyserverutild:
Confd subscription socket read failed Lost connection to ConfD (45):
EOF on socket to ConfD.
*Feb 26 05:58:47.667: %DMI-4-CONTROL_SOCKET_CLOSED: SIP0: syncfd:
Confd control socket closed Lost connection to ConfD (45): EOF on socket to ConfD.
*Feb 26 05:59:43.269: %DMI-5-SYNC_START: SIP0: syncfd:
External change to running configuration detected.
The running configuration will be synchronized to the NETCONF running data store.
*Feb 26 05:59:44.624: %DMI-5-SYNC_COMPLETE: SIP0: syncfd:
The running configuration has been synchronized to the NETCONF running data store.
Device#

次に、インストールしたパッケージをコミットする例を示します。

Device# install commit

install_commit: START Sun Feb 26 06:46:48 UTC 2017
SUCCESS: install_commit Sun Feb 26 06:46:52 UTC 2017

次に、ベース SMUパッケージにロールバックする例を示します。
Device# install rollback to base

install_rollback: START Sun Feb 26 06:50:29 UTC 2017
7 install_rollback: Restarting impacted processes to take effect
7 install_rollback: restarting confd

*Feb 26 06:50:34.957: %DMI-4-CONTROL_SOCKET_CLOSED: SIP0: syncfd:
Confd control socket closed Lost connection to ConfD (45): EOF on socket to ConfD.
*Feb 26 06:50:34.962: %DMI-4-CONTROL_SOCKET_CLOSED: SIP0: nesd:
Confd control socket closed Lost connection to ConfD (45): EOF on socket to ConfD.
*Feb 26 06:50:34.963: %DMI-4-SUB_READ_FAIL: SIP0: vtyserverutild:
Confd subscription socket read failed Lost connection to ConfD (45):
EOF on socket to ConfD.Netconf processes stopped
7 install_rollback: DMP activate complete
SUCCESS: install_rollback Sun Feb 26 06:50:41 UTC 2017
*Feb 26 06:51:28.901: %DMI-5-SYNC_START: SIP0: syncfd:
External change to running configuration detected.
The running configuration will be synchronized to the NETCONF running data store.
*Feb 26 06:51:30.339: %DMI-5-SYNC_COMPLETE: SIP0: syncfd:
The running configuration has been synchronized to the NETCONF running data store.

関連コマンド 説明コマンド

インストールパッケージに関する情報

を表示します。

show install
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show install
インストールパッケージに関する情報を表示するには、show install コマンドを特権 EXEC
モードで使用します。

show install {active |committed |inactive |log |package {bootflash: |flash: |webui:}|rollback |summary
|uncommitted}

構文の説明 アクティブなパッケージに関する情報を表

示します。

active

永続的なパッケージのアクティベーション

を表示します。

committed

非アクティブなパッケージを表示します。inactive

ログインストレーションバッファに格納さ

れているエントリを表示します。

log

説明、再起動情報、パッケージ内のコンポー

ネントなど、パッケージに関するメタデー

タ情報を表示します。

package

インストールパッケージのロケーションを

指定します。

{bootflash: | flash: | webui:}

保存されているインストレーションに関連

付けられたソフトウェアセットを表示しま

す。

rollback

アクティブ、非アクティブ、コミット済み、

廃止されたパッケージのリストに関する情

報を表示します。

summmary

非永続的なパッケージのアクティベーショ

ンを表示します。

uncommitted

コマンドモード 特権 EXEC（#）

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン インストールパッケージのステータスを表示するには、showコマンドを使用します。
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例

次に、show install packageコマンドの出力例を示します。
Device# show install package bootflash:isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin

Name: isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Version: 16.5.1.0.199.1484082952..Everest
Platform: ISR4300
Package Type: dmp
Defect ID: CSCxxxxxxx
Package State: Added
Supersedes List: {}
Smu ID: 1
Device#

次に、show install summaryコマンドの出力例を示します。
Device# show install summary

Active Packages:
bootflash:isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Inactive Packages:
No packages
Committed Packages:
bootflash:isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
Uncommitted Packages:
No packages
Device#

下の表に、ディスプレイ内に表示される重要なフィールドのリストを示します。

表 1 : show install summaryフィールドの説明

説明フィールド

アクティブなインストールパッケージの名前。Active Packages

非アクティブなパッケージのリスト。Inactive Packages

変更がリロード以降も存続するように、ハー

ドディスクに変更を保存またはコミットした

インストールパッケージ。

Committed Packages

非永続的なインストールパッケージのアクティ

ベーション。

Uncommitted Packages

次に、show install log コマンドの出力例を示します。

Device# show install log
[0|install_op_boot]: START Fri Feb 24 19:20:19 Universal 2017
[0|install_op_boot]: END SUCCESS Fri Feb 24 19:20:23 Universal 2017
[3|install_add]: START Sun Feb 26 05:55:31 UTC 2017
[3|install_add( FATAL)]: File path (scp) is not yet supported for this command
[4|install_add]: START Sun Feb 26 05:57:04 UTC 2017
[4|install_add]: END SUCCESS /bootflash/isr4300-universalk9.16.05.01.CSCxxxxxxx.dmp.bin
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Sun Feb 26 05:57:22 UTC 2017
[5|install_activate]: START Sun Feb 26 05:58:41 UTC 2017
Device#

関連コマンド 説明コマンド

SMUパッケージをインストールします。install
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dig
ドメインネームシステム（DNS）サーバのルックアップを実行するには、rommonモードで
digコマンドを使用します。

dig hostname {v4 v6} [{dns-server-address}]

構文の説明 DNSホスト名hostname

IPv4アドレス。v4

IPv6アドレス。v6

（任意）DNSサーバの IPアドレス。dns-server-address

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン このコマンドは DNS名のルックアップを実行し、DNSサーバの IP/IPv6アドレスを表示しま
す。

例

次に、dig hostnameコマンドの出力例を示します。
Device: dig example.org

DNS lookup using 2001:DB8::1
addr = 2001:DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

次に、dig hostname v4コマンドの出力例を示します。
Device: dig example.org v4

DNS lookup using 10.29.27.5
addr = 172.16.0.1

次に、dig hostname v4 dns-server-addressコマンドの出力例を示します。
Device: dig example.org v4 10.29.27.5

DNS lookup using 10.29.27.5
addr = 172.16.0.1

次に、dig hostname v6コマンドの出力例を示します。
Device: dig example.org v6
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DNS lookup using 2001:DB::1
addr = 2001:DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

関連コマンド 説明コマンド

ネットワークのデバッグ値を表示または

変更します。

net-debug
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mlog
ログメッセージをシリアルポートではなくメモリバッファに指定するには、rommonモード
で mlogコマンドを使用します。

mlog [{show |reset |ctrl [{on |off |toggle}]}]

構文の説明 （任意）メモリログメッセージを表示

します。

show

（任意）メッセージのロギングをメモ

リログにリセットします。

reset

（任意）ctrl

（任意）on

（任意）off

（任意）toggle

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン このコマンドは、プロトコルログ（net-debugコマンドによって制御されるすべてのログ）
メッセージをシリアルポートではなくメモリバッファへ指定します。

メモリログでは、テストの実行後にログメッセージが表示されます。たとえば、メモリロギ

ングによって HTTPのデバッグを有効にできます。ログメッセージは、http://server/nameから
null:へのコピーコマンドを実行した後、メモリバッファに表示されます。

例

次の例では、ログメッセージをメモリバッファに指定する方法を示します。

Device: mlog show

関連コマンド 説明コマンド

ネットワークのデバッグ値を表示または

変更します。

net-debug
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net-debug
ネットワークのデバッグ値を表示または変更するには、rommonモードで net-debugコマンド
を使用します。

net-debug [{new-value}]

構文の説明 （任意）使用する新しいデバッグ値。new-value

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン このコマンドは、次の機能エリアごとのログレベルを有効または無効にします。

•ドメインネームシステム（DNS）

•動的ホスト制御プロトコル（DHCP）

•ファイル転送プロトコル（FTP）

•ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）

• IP

• TCP

• UDP

• Uniform Resource Identifier（URI）

例

次に、net-debugコマンドの出力例を示します。
Device: net-debug

ether: 0
ip: 0

dhcp: 0
udp: 0
tcp: 0
http: 0
dns: 0
uri: 0

t/ftp: 2
ip6: 0

dhcp6: 0:000 200 000 000

プログラマビリティ
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関連コマンド 説明コマンド

ログメッセージをシリアルポートでは

なくメモリバッファに指定します。

mlog

プログラマビリティ
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net-dhcp
リモート設定の IPv4DynamicHost Control Protocol（DHCP）要求を開始するには、rommonモー
ドで net-dhcpコマンドを使用します。

net-dhcp [{timeout}]

構文の説明 （任意）秒単位のタイムアウト。timeout

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン このコマンドは、IPv4 DHCP要求を開始し、応答を処理します。

例

次に、net-dhcpコマンドを有効にする例を示します。
Device: net-dhcp

関連コマンド 説明コマンド

ネットワークのデバッグ値を表示または

変更します。

net-debug

ネットワークパラメータを表示します。net-show

リモート設定の IPv6 DHCP要求を開始
します。

net6-dhcp

プログラマビリティ
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net6-dhcp
リモート設定の IPv6DynamicHost Control Protocol（DHCP）要求を開始するには、rommonモー
ドで net6-dhcpコマンドを使用します。

net6-dhcp [{timeout}]

構文の説明 （任意）秒単位のタイムアウト。timeout

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン 秒単位の時間を指定することにより、タイムアウトを変更できます。

例

次に、net6-dhcpコマンドを有効にする例を示します。
Device: net6-dhcp

関連コマンド 説明コマンド

ネットワークのデバッグ値を表示または

変更します。

net-debug

IPv4DHCP要求を開始し、応答を処理し
ます。

net-dhcp

ネットワークパラメータを表示します。net-show

プログラマビリティ
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net-show
ネットワークパラメータを表示するには、rommonモードで net-showコマンドを使用します。

net-show

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン このコマンドは、IPアドレス、ゲートウェイ、MACアドレスなどのネットワーク構成を表示
します。

例

次に、net-showコマンドの出力例を示します。
Device: net-show
Network params:
IPv4:

ip addr 10.29.27.150
netmask 255.255.0.0
gateway 10.29.0.1

IPv6:
link-local addr fe80::366f:90ff:feb8:cb80
site-local addr fec0::366f:90ff:feb8:cb80

DHCP addr 2001:dead:beef:cafe::9999
router addr fe80::7ada:6eff:fe13:8580
SLAAC addr 2001:dead:beef:cafe:366f:90ff:feb8:cb80 /64
SLAAC addr f00d::366f:90ff:feb8:cb80 /64
SLAAC addr feed::366f:90ff:feb8:cb80 /64

Common:
macaddr 34:6f:90:b8:cb:80

dns 2001:dead:beef:cafe::5
bootfile http://www.example.org/ed10m
domain ip6.example.org

説明コマンド

IPv6ネットワークパラメータを表示し
ます。

net6-show

プログラマビリティ
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net6-show
IPv6ネットワークパラメータを表示するには、rommonモードで net6-showコマンドを使用し
ます。

net6-show

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン

例

次に、net6-showコマンドの出力例を示します。
Device: net6-show

switch: net6-show
IP6 addresses
link-local addr fe80::366f:90ff:feb8:cb80
site-local addr fec0::366f:90ff:feb8:cb80

DHCP addr 2001:dead:beef:cafe::9999
router addr fe80::7ada:6eff:fe13:8580
SLAAC addr 2001:dead:beef:cafe:366f:90ff:feb8:cb80 /64
SLAAC addr f00d::366f:90ff:feb8:cb80 /64
SLAAC addr feed::366f:90ff:feb8:cb80 /64

--
null addr ::

all-nodes addr ff02::1
all-routers addr ff02::2

all-dhcp addr ff02::1:2
Slct-node addr ff02::1:ffb8:cb80
ll mmac addr 33:33:00:00:00:01
sl mmac addr 33:33:00:00:00:02
sn mmac addr 33:33:ff:b8:cb:80

dhcp mmac addr 33:33:ff:00:99:99
router mac addr 78:da:6e:13:85:80

IP6 neighbour table
0: ip6 fec0::366f:90ff:feb8:cb80 MAC 34:6f:90:b8:cb:80
1: ip6 fe80::366f:90ff:feb8:cb80 MAC 34:6f:90:b8:cb:80
2: ip6 fe80::7ada:6eff:fe13:8580 MAC 78:da:6e:13:85:80
3: ip6 2001:dead:beef:cafe::5 MAC 30:f7:0d:08:7e:bd
4: ip6 fe80::32f7:dff:fe08:7ebd MAC 30:f7:0d:08:7e:bd

関連コマンド 説明コマンド

ネットワークパラメータを表示します。net-show
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net-tcp-bufs
TCPバッファを表示するには、rommonモードで net-tcp-bufsコマンドを使用します。

net-tcp-bufs [{mss}]

構文の説明 （任意）TCPバッファの最大セグメント
サイズ（MSS）。

mss

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン mss引数を使用して TCPバッファのMSSを設定することができます。

例

次に、net-tcp-bufsコマンドの出力例を示します。
Device: net tcp-bufs

tcp_num_buffs 4

関連コマンド 説明コマンド

TCP MSSを表示または設定します。net-tcp-mss

プログラマビリティ
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net-tcp-mss
TCP最大セグメントサイズ（MSS）を表示または設定するには、rommonモードで net-tcp-mss
コマンドを使用します。

net-tcp-mss [{mss}]

構文の説明 （任意）TCPバッファの最大セグメント
サイズ（MSS）。

mss

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン mss引数を使用してMSSサイズを変更します。

例

次に、net-tcp-mssコマンドの出力例を示します。
Device: net-tcp-mss

switch: net-tcp-mss
tcp_segment_size 1024

次に、net-tcp-mss mssコマンドの出力例を示します。
Device: net-tcp-mss 700

switch: net-tcp-mss 700
tcp_segment_size 700

関連コマンド 説明コマンド

TCPバッファを表示します。net-tcp-bufs
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ping
基本的なネットワーク接続を診断するには、rommonモードで pingコマンドを使用します。

ping [{host_ip_address}] [{retries}]

構文の説明 （任意）ホストの IPアドレス。host_ip_address

（任意）リトライの数。retries

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン pingと ping4コマンドは同じです。

pingコマンドは、デバイスのアクセス可能性のトラブルシューティングに非常によく使用され
る方法です。

ブートローダデバイスプロンプトにタイムアウトが実装されており、これによりブートロー

ダが200ミリ秒ごとにTCPスタックのポーリングを行います。このため、ブートローダがping
に応答するには最大 200 msかかる場合があります。ただし、ブートローダがファイルをダウ
ンロードしているときは、新しいパケットのポーリングが活発になり、迅速に pingに応答し
ます。

例

次に、pingコマンドの出力例を示します。
Device: ping 10.29.27.5

Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ...
Host 10.29.27.5 is alive.

次は、ping host_ip_address retries コマンドの出力例です。
Device: ping 10 6.29.27.5 6

Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 0 ms
Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 0 ms
Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 0 ms
Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 1 ms
Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 0 ms
Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ... reply received in 0 ms
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関連コマンド 説明コマンド

基本的なネットワーク接続を診断しま

す。

ping4

IPv6アドレッシングを使用する別のデ
バイスへのネットワーク接続性を調べま

す。

ping6
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ping4
基本的なネットワーク接続を診断するには、rommonモードで ping4コマンドを使用します。

ping4 [{host_ip_address }][{retries}]

構文の説明 （任意）pingされるホストの IPアドレス。host_ip_address

（任意）リトライの数。retries

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン pingと ping4コマンドは同じです

ブートローダデバイスプロンプトにタイムアウトが実装されており、これによりブートロー

ダが200ミリ秒ごとにTCPスタックのポーリングを行います。このため、ブートローダがping
に応答するには最大 200 msかかる場合があります。ただし、ブートローダがファイルをダウ
ンロードするしているときは、新しいパケットのポーリングが活発になり、迅速に pingに応
答します。

例

次に、 ping4 host_ip_addressコマンドの出力例を示します。
Device: ping4 10.29.27.5

Ping 10.29.27.5 with 32 bytes of data ...
Host 10.29.27.5 is alive.

関連コマンド 説明コマンド

基本的なネットワーク接続を診断しま

す。

ping

IPv6アドレッシングを使用する別のデ
バイスへのネットワーク接続性を調べま

す。

ping6
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ping6
IPv6アドレッシングを使用して他のデバイスへのネットワーク接続性を調べるには、rommon
モードで ping6コマンドを使用します。

ping6 [{host}] [{repeats}] [{len}]

構文の説明 （任意）pingされるホストの IPアドレス。host

（任意）pingを繰り返す回数。repeats

コマンドモード Rommon

コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されました。Cisco IOS XE Everest 16.5.1

使用上のガイドライン ブートローダデバイスプロンプトにタイムアウトが実装されており、これによりブートロー

ダが200ミリ秒ごとにTCPスタックのポーリングを行います。このため、ブートローダがping
に応答するには最大 200 msかかる場合があります。ただし、ブートローダがファイルをダウ
ンロードするしているときは、新しいパケットのポーリングが活発になり、迅速に pingに応
答します。

例

次は、 ping6 host retries lenコマンドの出力例です。
Device: ping6 2001:dead:beef:cafe::5 6 1000

Ping host 2001:dead:beef:cafe::5, 6 times, 1000 bytes
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 0 ms
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 1 ms
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 1 ms
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 0 ms
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 0 ms
Pinging 2001:dead:beef:cafe::5 ... reply in 0 ms

関連コマンド 説明コマンド

基本的なネットワーク接続を診断しま

す。

ping

基本的なネットワーク接続を診断しま

す。

ping4
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