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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, vii ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

^記号と Ctrlは両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^Dまたは Ctrl+Dというキーの組み合わせは、Ctrlキーを押
しながら Dキーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で表
記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

^または Ctrl

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォ

ントで示しています。

boldフォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引

数は、italicフォントで示しています。
Italicフォント

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courierフォ

ントで示しています。

courierフォント

太字の courierフォントは、ユーザが入力しなければならないテキスト

を示します。

太字の courierフォン

ト

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。

...
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説明表記法

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である

ことを示します。

|

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。

[x | y]

必ずいずれか 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}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須

の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内

の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し

ています。

[x {y | z}]

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。

string

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。

!、#

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

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

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「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。

注意
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時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。ワンポイントアドバイス

「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。警告

関連資料

コントローラをインストールまたはアップグレードする前に、コントローラのリリースノー

トを参照してください。

（注）

•次の URLにある Cisco Catalyst 3850スイッチのマニュアル：

http://www.cisco.com/go/cat3850_docs

•次の URLにある Cisco 5700シリーズワイヤレスコントローラのマニュアル：

http://www.cisco.com/go/wlc5700_sw

•次の URLにある Cisco SFPおよび SFP+モジュールのマニュアル（互換性マトリクスを含
む）：

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html

•次の URLにある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：

http://www.cisco.com/go/designzone

•エラーメッセージデコーダ、位置:

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

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

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

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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コマンドラインインターフェイスの使用

• コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ

• CLIを使用して機能を設定する方法, 7 ページ

コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報

コマンドモード

Cisco IOSユーザインターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。システムプロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンドモードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。

コンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用して CLIセッションを開始できます。

セッションを開始するときは、ユーザモード（別名 EXECモード）が有効です。ユーザ EXEC
モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。たとえばユーザ EXECコマンドの大
部分は、showコマンド（現在のコンフィギュレーションステータスを表示する）、clearコマン
ド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1回限りのコマンドです。
ユーザ EXECコマンドは、コントローラをリブートするときには保存されません。

すべてのコマンドにアクセスするには、特権EXECモードを開始する必要があります。特権EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。このモードでは、任意の特権 EXECコマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。

コンフィギュレーションモード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、

実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ

れ、コントローラをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーションモードに

アクセスするには、まずグローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要があります。

グローバルコンフィギュレーションモードから、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドおよびラインコンフィギュレーションモードに移行できます。

次の表に、主要なコマンドモード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ

ト、およびモードの終了方法を示します。
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表 1：コマンドモードの概要

モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードを使用

して次の作業を行

います。

•端末の設定
変更

•基本テスト
の実行

•システム情
報の表示

logoutまたは quit
を入力します。

Controller>Telnet、SSH、ま
たはコンソールを

使用してセッショ

ンを開始します。

ユーザ EXEC

このモードを使用

して、入力したコ

マンドを確認しま

す。パスワードを

使用して、この

モードへのアクセ

スを保護します。

アクセスポイント

の特権EXECコマ
ンドを実行するに

は、このモードを

使用します。これ

らのコマンドはコ

ントローラの実行

コンフィギュレー

ションの一部では

なく、アクセスポ

イントの IOS設定
に送信されます。

disableを入力して
終了します。

Controller#ユーザEXECモー
ドで、enableコマ
ンドを入力しま

す。

特権 EXEC

終了して特権

EXECモードに戻
るには、exitまた
は endコマンドを
入力するか、

Ctrl+Zを押しま
す。

Controller(config)#特権EXECモード
で、configureコマ
ンドを入力しま

す。

グローバルコン

フィギュレーショ

ン
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードは、コ

ントローラ全体に

適用するパラメー

タを設定する場合

に使用します。

コントローラの実

行コンフィギュ

レーションの一部

であるアクセスポ

イントコマンドを

設定するには、こ

のモードを使用し

ます。

このモードを使用

して、VLAN（仮
想LAN）パラメー
タを設定します。

VTPモードがトラ
ンスペアレントで

あるときは、拡張

範囲 VLAN
（VLAN IDが
1006以上）を作成
してコントローラ

のスタートアップ

コンフィギュレー

ションファイルに

設定を保存できま

す。

グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードに戻る場

合は、exitコマン
ドを入力します。

特権EXECモード
に戻るには、

Ctrl+Zを押すか、
endを入力しま
す。

Controller(config-vlan)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、vlan
vlan-idコマンドを
入力します。

VLANコンフィ
ギュレーション

このモードを使用

して、イーサネッ

トポートのパラ

メータを設定しま

す。

終了してグローバ

ルコンフィギュ

レーションモード

に戻るには、exit
を入力します。

特権EXECモード
に戻るには、

Ctrl+Zを押すか、
endを入力しま
す。

Controller(config-if)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

interfaceコマンド
を入力し、イン

ターフェイスを指

定します。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

ラインコンフィ

ギュレーション

このモードを使用

して、端末回線の

パラメータを設定

します。

終了してグローバ

ルコンフィギュ

レーションモード

に戻るには、exit
を入力します。

特権EXECモード
に戻るには、

Ctrl+Zを押すか、
endを入力しま
す。

Controller(config-line)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

line vtyまたは line
consoleコマンド
を使用して回線を

指定します。

ヘルプシステムの使用

システムプロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンドモードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を

表示することもできます。

手順の概要

1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンドモードのヘルプシステムの簡単な説明

を表示します。

help

例：
Controller# help

ステップ 1   

特定のストリングで始まるコマンドのリストを

表示します。

abbreviated-command-entry ?

例：
Controller# di?
dir disable disconnect

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

特定のコマンド名を補完します。abbreviated-command-entry <Tab>

例：
Controller# sh conf<tab>
Controller# show configuration

ステップ 3   

特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコ

マンドをリストします。

?

例：
Controller> ?

ステップ 4   

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま

す。

command ?

例：
Controller> show ?

ステップ 5   

キーワードに関連する引数を一覧表示します。command keyword ?

例：
Controller(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that

ステップ 6   

receiver must keep this packet

コマンドの省略形

コントローラでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。

show configuration特権 EXECコマンドを省略形で入力する方法を次に示します。

Controller# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーションコマンドに、no形式があります。 no形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。

たとえば、no shutdownインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。noキーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている

機能をイネーブルにすることができます。

コンフィギュレーションコマンドには、default形式もあります。コマンドの default形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
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されているので、default形式は no形式と同じになります。ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。こ

れらのコマンドについては、defaultコマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラーメッセージ
次の表に、CLIを使用してコントローラを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセー
ジの一部を紹介します。

表 2：CLI の代表的なエラーメッセージ

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を入れません。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コントローラがコマンドとして

認識できるだけの文字数が入力

されていません。

% Ambiguous command: "show
con"

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を 1つ入れます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンドモードで利用でき

るすべてのコマンドが表示され

ます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドの入力ミスです。間

違っている箇所をキャレット

（^）記号で示しています。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コンフィギュレーションロギング

コントローラの設定変更を記録して表示させることができます。Configuration Change Logging and
Notification機能を使用することで、セッションまたはユーザベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンド

を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターンコードです。
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この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知

方式もあります。 Syslogへこの通知を送信することも選択できます。

CLIまたは HTTPの変更のみがログとして記録されます。（注）

CLI を使用して機能を設定する方法

コマンド履歴の設定

入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。コマンド履歴機能は、

アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し

なければならない場合、特に便利です。必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファサイズの変更

デフォルトでは、コントローラは履歴バッファにコマンドライン 10行を記録します。現在の端
末セッションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。この手順は任意

です。

手順の概要

1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中にコ
ントローラが記録するコマンドラインの数を変更します。

サイズは 0から 256までの間で設定できます。

terminal history [size number-of-lines]

例：
Controller# terminal history size 200

ステップ 1   

コマンドの呼び出し

履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。これら

の操作は任意です。
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矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

手順の概要

1. Ctrl+Pまたは上矢印キー
2. Ctrl+Nまたは下矢印キー
3. show history

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド

が最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンドが順

次表示されます。

Ctrl+Pまたは上矢印キーステップ 1   

Ctrl+Pまたは上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。キーを押すたびに、より新しい

コマンドが順次表示されます。

Ctrl+Nまたは下矢印キーステップ 2   

特権 EXECモードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。表示されるコマンドの数は、terminalhistoryグローバルコンフィ

show history

例：
Controller# show history

ステップ 3   

ギュレーションコマンドおよび historyラインコンフィギュレーショ
ンコマンドの設定値によって指定されます。

コマンド履歴機能のディセーブル化

コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。現在の端末セッションまたはコマン

ドラインでディセーブルにできます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal no history
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッションに
おけるこの機能をディセーブルにします。

terminal no history

例：
Controller# terminal no history

ステップ 1   

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

拡張編集モードは自動的に有効に設定されますが、ディセーブルにしてから再度イネーブルにで

きます。

手順の概要

1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

terminal editing

例：
Controller# terminal editing

ステップ 1   

特権EXECモードで現在の端末セッションにおける拡張
編集モードをディセーブルにします。

terminal no editing

例：
Controller# terminal no editing

ステップ 2   
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キー入力によるコマンドの編集

キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。これらのキーストロークは任意です。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

表 3：編集コマンド

説明編集コマンド

カーソルを 1文字後退させます。Ctrl-Bまたは左矢印キー

カーソルを 1文字前進させます。Ctrl-Fまたは右矢印キー

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま

す。

Ctrl+A

カーソルをコマンドラインの末尾に移動しま

す。

Ctrl+E

カーソルを 1単語後退させます。Esc B

カーソルを 1単語前進させます。Esc F

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文

字と置き換えます。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を消去します。Deleteキーまたは Backspaceキー

カーソル位置にある文字を削除します。Ctrl+D

カーソル位置からコマンドラインの末尾までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンドラインの先頭までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+Uまたは Ctrl+X

カーソルの左にある単語を削除します。Ctrl+W

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま

す。

Esc D

カーソル位置のワードを大文字にします。Esc C
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カーソルの場所にある単語を小文字にします。Esc L

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に

します。

Esc U

特定のキーストロークを実行可能なコマンド

（通常はショートカット）として指定します。

Ctrl+Vまたは Esc Q

1行または 1画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。

showコマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、

Moreプロンプトが使用されます。
Moreプロンプトが表示された場合
は、ReturnキーおよびSpaceキーを使
用してスクロールできます。

（注）

Returnキー

1画面分下にスクロールします。Spaceバー

コントローラから画面に突然メッセージが出力

された場合に、現在のコマンドラインを再表示

します。

Ctrl+Lまたは Ctrl+R

画面幅よりも長いコマンドラインの編集

画面上で 1行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10文字分だけ左へシフ
トされます。コマンドラインの先頭から 10文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。これらのキー操作は任意です。

コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+Bキーまたは←キーを繰り
返し押します。コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+Aを押します。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

次に、画面上で 1行分を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要

1. access-list
2. Ctrl+A
3. Returnキー
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

1行分を超えるグローバルコンフィギュレーションコマンド
入力を表示します。

access-list

例：

Controller(config)# access-list 101

ステップ 1   

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。ドル記号（$）は、その行が

permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
左へスクロールされたことを表します。カーソルが行末に達10.15.22.35
するたびに、その行は再び 10文字分だけ左へシフトされま
す。

Controller(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Controller(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Controller(config)# $15.22.25
255.255.255.0 10.15.22.35 255.255.255.0
eq 45

完全な構文をチェックします。Ctrl+A

例：
Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0

ステップ 2   

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

10.15.2$

コマンドを実行します。Returnキーステップ 3   

ソフトウェアでは、端末画面は 80カラム幅であると想定され
ています。画面の幅が異なる場合は、terminal width特権
EXECコマンドを使用して端末の幅を設定します。

ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前

に入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できま

す。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
showおよびmoreコマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。これらのコマンドの

使用は任意です。

手順の概要

1. {show |more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

出力を検索およびフィルタリングします。{show |more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

ステップ 1   

文字列では、大文字と小文字が区別されます。た

とえば、| exclude outputと入力した場合、output
例：
Controller# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up

を含む行は表示されませんが、Outputを含む行は
表示されます。

Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

CLI へのアクセス
CLIにはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによってアクセスできま
す。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする
CLIにアクセスするには、コントローラのハードウェアインストレーションガイドに記載されて
いる手順で、コントローラのコンソールポートに端末またはPCを接続するか、またはPCをイー
サネット管理ポートに接続して、コントローラの電源をオンにする必要があります。

コントローラがすでに設定されている場合は、ローカルコンソール接続またはリモート Telnet
セッションによって CLIにアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先
にコントローラを設定しておく必要があります。

次のいずれかの方法で、コントローラとの接続を確立できます。

•コントローラコンソールポートに管理ステーションまたはダイヤルアップモデムを接続す
るか、またはイーサネット管理ポートに PCを接続します。コンソールポートまたはイーサ
ネット管理ポートへの接続については、コントローラのハードウェアインストレーション

ガイドを参照してください。

•リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IPまたは暗号化 Secure Shell（SSH;セキュ
アシェル）パッケージを使用します。コントローラは Telnetまたは SSHクライアントとの
ネットワーク接続が可能でなければなりません。また、コントローラにイネーブルシーク

レットパスワードを設定しておくことも必要です。

•コントローラは同時に最大 16のTelnetセッションをサポートします。 1人のTelnetユー
ザによって行われた変更は、他のすべての Telnetセッションに反映されます。

•コントローラは最大 5つの安全な SSHセッションを同時にサポートします。
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コンソールポート、イーサネット管理ポート、Telnetセッション、または SSHセッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXECプロンプトが表示されます。
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インターフェイスコマンド

この章では、次のコマンドについて説明します。

•

• client vlan , 17 ページ

• clear nmsp statistics, 18 ページ

• debug ilpower, 19 ページ

• debug interface, 21 ページ

• debug lldp packets, 23 ページ

• debug platform fallback-bridging, 24 ページ

• duplex, 26 ページ

• interface, 28 ページ

• interface auto-template, 30 ページ

• interface range, 31 ページ

• location, 33 ページ

• logging event power-inline-status, 37 ページ

• show CAPWAP summary, 38 ページ

• show env, 39 ページ

• show errdisable detect, 42 ページ

• show errdisable recovery, 43 ページ

• show interfaces, 44 ページ

• show interfaces counters, 50 ページ

• show location, 53 ページ

• show mgmt-infra trace messages ilpower-ha, 55 ページ
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• show network-policy profile, 56 ページ

• show nmsp, 57 ページ

• show platform CAPWAP summary, 60 ページ

• show network-policy profile, 61 ページ

• show wireless interface summary, 62 ページ

• system mtu, 63 ページ

• wireless ap-manager interface, 64 ページ

• wireless exclusionlist, 65 ページ

• wireless linktest, 66 ページ

• wireless management interface, 67 ページ

• wireless peer-blocking forward-upstream, 68 ページ
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client vlan
無線 LANインターフェイスを設定するには、client vlanコマンドを使用します。無線 LANイン
ターフェイスを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

client vlan interface-name

no client vlan

___________________
構文の説明

インターフェイスの名前を指定します。vlan interface-name

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード コンフィギュレーションモード

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、インターフェイスに vlan10を設定する方法を示します。

Controller# client vlan vlan10
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clear nmsp statistics
ネットワークモビリティサービスプロトコル (NMSP)統計情報を削除するには、特権EXECモー
ドで clear nmsp statisticsコマンドを使用します。

clear nmsp statistics

___________________
構文の説明 このコマンドには引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、NMSPの統計情報をクリアする方法を示します。

Controller# clear nmsp statistics

show nmsp statistics特権 EXECコマンドを入力することにより、情報が削除されたかどうかを確
認できます。
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debug ilpower
電源コントローラおよび Power over Ethernet (PoE)システムのデバッグをイネーブルにするには、
特権EXECモードで debug ilpowerコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

debug ilpower {cdp| controller| event| ha| ipc| police| port| powerman| registries| scp | sense}

no debug ilpower {cdp| controller| event| ha| ipc| police| port| powerman| registries| scp | sense}

___________________
構文の説明 PoE Cisco Discovery Protocol（CDP）デバッグメッセージを表示しま

す。

cdp

PoEコントローラデバッグメッセージを表示します。コントローラ

PoEイベントデバッグメッセージを表示します。event

PoEハイアベイラビリティメッセージを表示します。ha

PoE Inter-Process Communication（IPC）デバッグメッセージを表示しま
す。

ipc

PoE policeデバッグメッセージを表示します。police

PoEポートマネージャデバッグメッセージを表示します。port

PoE電力管理デバッグメッセージを表示します。powerman

PoEレジストリデバッグメッセージを表示します。registries

PoE SCPデバッグメッセージを表示します。scp

PoE senseデバッグメッセージを表示します。sense

___________________
コマンドデフォルト デバッグはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

upoeキーワードが追加されま
した。

Cisco IOS XE 3.3SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、PoE対応スイッチだけでサポートされています。

あるスイッチスタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、スタックマスターでのみイネー

ブルになります。スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、session switch-number
EXECコマンドを使用して、スタックマスターからのセッションを開始できます。次に、スタッ
クメンバのコマンドラインプロンプトで debugコマンドを入力します。最初にセッションを開
始せずにメンバスイッチのデバッグをイネーブルにするには、スタックマスタースイッチ上で

remote command stack-member-number LINE EXECコマンドを使用します。
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debug interface
インターフェイス関連のアクティビティのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXECモード
で debug interfaceコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの
no形式を使用します。

debug interface {interface-id| counters {exceptions| protocolmemory} | null interface-number| port-channel
port-channel-number| states|vlan vlan-id}

no debug interface {interface-id| counters {exceptions| protocol memory} | null interface-number|
port-channel port-channel-number| states|vlan vlan-id}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスの ID。タイプスイッチ番号/モジュール番号/
ポート（例：gigabitethernet 1/0/2）によって識別される指定された物理
ポートのデバッグメッセージを表示します。

interface-id

ヌルインターフェイスのデバッグメッセージを表示します。インター

フェイス番号は常に 0です。
null interface-number

指定されたEtherChannelポートチャネルインターフェイスのデバッグ
メッセージを表示します。 port-channel-numberは 1～ 48です。

port-channel
port-channel-number

指定した VLANのデバッグメッセージを表示します。指定できる
VLAN範囲は 1～ 4094です。

vlan vlan-id

カウンタデバッグ情報を表示します。counters

インターフェイスでのパケットとデータレート統計情報の計算時にリ

カバリ可能な例外条件が発生したときにデバッグメッセージを表示し

ます。

exceptions

プロトコルカウンタのメモリアクションのデバッグメッセージを表

示します。

protocol memory

インターフェイスの状態遷移時に中間デバッグメッセージを表示しま

す。

states

___________________
コマンドデフォルト デバッグはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン キーワードを指定しない場合は、すべてのデバッグメッセージが表示されます。

undebug interfaceコマンドは、no debug interfaceコマンドと同じです。

あるスイッチスタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、スタックマスターでのみイネー

ブルになります。スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、session switch-number
EXECコマンドを使用して、スタックマスターからのセッションを開始できます。次に、スタッ
クメンバのコマンドラインプロンプトで debugコマンドを入力します。最初にセッションを開
始せずにメンバスイッチのデバッグをイネーブルにするには、スタックマスタースイッチ上で

remote command stack-member-number LINE EXECコマンドを使用します。
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debug lldp packets
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)パケットのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC
モードで debug lldp packetsコマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、この
コマンドの no形式を使用します。

debug lldp packets

no debug lldp packets

___________________
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 デバッグはディセーブルです。

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン undebug lldp packetsコマンドは、no debug lldp packetsコマンドと同じです。

あるスイッチスタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、でのみイネーブルになります。

スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、session switch-numberEXECコマンドを使
用して、からのセッションを開始できます。
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debug platform fallback-bridging
プラットフォームに依存するフォールバックブリッジングマネージャのデバッグをイネーブル

にするには、EXECモードで debug platform fallback-bridgingコマンドを使用します。デバッグ
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

debug platform fallback-bridging [error| retry| rpc {events| messages}]

no debug platform fallback-bridging [error| retry| rpc {events| messages}]

___________________
構文の説明

（任意）フォールバックブリッジングマネージャエラー条件メッセージ

を表示します。

error

（任意）フォールバックブリッジングマネージャリトライメッセージを

表示します。

retry

（任意）フォールバックブリッジングデバッグ情報を表示します。キー

ワードの意味は次のとおりです。

• events：リモートプロシージャコール（RPC）イベントを表示しま
す。

• messages：RPCメッセージを表示します。

rpc {events |
messages}

___________________
コマンドデフォルト デバッグはディセーブルです。

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

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。15.0

___________________
使用上のガイドライン キーワードを指定しない場合、すべてのフォールバックブリッジングマネージャデバッグメッ

セージが表示されます。
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undebug platform fallback-bridgingコマンドは、no debug platform fallback-bridgingコマンドと同
じです。

あるスイッチスタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、スタックマスターでのみイネー

ブルになります。スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、session switch-number
EXECコマンドでスタックマスターからセッションを開始してください。次に、スタックメンバ
のコマンドラインプロンプトでdebugコマンドを入力します。最初にセッションを開始せずにメ
ンバスイッチのデバッグをイネーブルにするには、スタックマスタースイッチ上で remote
command stack-member-number LINE EXECコマンドを使用します。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

イネーブルになっているデバッグタイプに関す

る情報を表示します。

show debugging
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duplex
ポートがデュプレックスモードで動作するように指定するには、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードで duplexコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

duplex {auto| full| half}

no duplex {auto| full| half}

___________________
構文の説明

自動デュプレックス設定をイネーブルにします。接続されたデバイスモードに

より、ポートが自動的に全二重モードか半二重モードかを判断します。

auto

全二重モードをイネーブルにします。full

半二重モードをイネーブルにします（10または 100 Mb/sで動作するインター
フェイスに限る）。 1000または 10,000 Mb/sで動作するインターフェイスに対
して半二重モードを設定できません。

half

___________________
コマンドデフォルト ギガビットイーサネットポートに対するデフォルトは autoです。

10ギガビットイーサネットポートではデュプレックスモードを設定できません。常に fullです。

二重オプションは、1000BASE -xまたは 10GBASE -x（-xは-BX、-CWDM、-LX、-SX、-ZX）Small
Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールではサポートされていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン ギガビットイーサネットポートでは、接続装置がデュプレックスパラメータを自動ネゴシエー

トしないときにポートを autoに設定すると、fullを指定する場合と同じ効果があります。
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デュプレックスモードがautoで接続されている装置が半二重で動作している場合、半二重モー
ドはギガビットイーサネットインターフェイスでサポートされます。ただし、これらのイン

ターフェイスを半二重モードで動作するように設定することはできません。

（注）

特定のポートを全二重または半二重のいずれかに設定できます。このコマンドの適用方法は、ス

イッチが接続されているデバイスによって異なります。

両方のラインの終端が自動ネゴシエーションをサポートしている場合、デフォルトの自動ネゴシ

エーションを使用することを強く推奨します。片方のインターフェイスが自動ネゴシエーション

をサポートし、もう片方がサポートしていない場合、両方のインターフェイス上でデュプレック

スと速度を設定し、サポートされている側で autoの設定を使用してください。

速度が autoに設定されている場合、スイッチはもう一方のリンクの終端にあるデバイスと速度設
定についてネゴシエートし、速度をネゴシエートされた値に強制的に設定します。デュプレック

ス設定はリンクの両端での設定が引き継がれますが、これにより、デュプレックス設定に矛盾が

生じることがあります。

デュプレックス設定を行うことができるのは、速度が autoに設定されている場合です。

インターフェイス速度およびデュプレックスモードの設定を変更すると、再設定中にインター

フェイスがシャットダウンし、再びイネーブルになる場合があります。

注意

設定を確認するには、show interfaces特権 EXECコマンドを入力します。

___________________
例 次の例では、インターフェイスを全二重動作に設定する方法を示します。

Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# duplex full
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interface
インターフェイスを設定するには、interfaceコマンドを使用します。

interface {Auto-Template Auto-Template interface-number| Capwap Capwap interface-number | Gigabit
Ethernet Gigabit Ethernet interface number| Group VI Group VI interface number Internal Interface
Internal Interface number Loopback Loopback interface numberNull Null interface Port-channel interface
numberPort-channel interface number TenGigabit Ethernet interface number Tunnel interface number
Vlan interface number}

___________________
構文の説明

自動テンプレートインターフェイスを設定できます。有

効範囲は 1～ 999です。
Auto-Template Auto-template
interface-number

CAPWAPトンネルインターフェイスを設定できます。有
効範囲は 0～ 2147483647です。

Capwap Capwap interface number

ギガビットイーサネット IEEE 802.3zインターフェイスを
設定できます。有効範囲は 0～ 9です。

GigabitEthernet Gigabit Ethernet
interface number

内部インターフェイスを設定できます。有効範囲は 0～ 9
です。

Group VI Group VI interface number

内部インターフェイスを設定できます。Internal Interface Internal Interface

ループバックインターフェイスを設定できます。有効範

囲は 0～ 2147483647です。
Loopback Loopback Interface number

ヌルインターフェイスを設定できます。値は 0です。Null Null interface number

イーサネットチャネルインターフェイスを設定できます。

有効範囲は 1～ 128です。
Port-channel interface number

10ギガビットイーサネットインターフェイスを設定でき
ます。有効範囲は 0～ 9です。

TenGigabitEthernet interface number

トンネルインターフェイスを設定できます。有効範囲は

0～ 2147483647です。
Tunnel interface number

スイッチの VLANインターフェイスを設定できます。有
効範囲は 0～ 4098です。

Vlan interface number

___________________
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
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___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの「no」形式を使用できません。

___________________
例 次に、インターフェイスを設定する例を示します。

Controller# interface Tunnel 15
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interface auto-template
自動テンプレートインターフェイスを設定するには、interface auto-templateコマンドを使用しま
す。

interface auto-templateinterface-name

___________________
構文の説明

インターフェイス番号を指定します。interface-name

___________________
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 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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、インターフェイスの自動テンプレートを設定する例を示します。

# interface auto-template
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interface range
インターフェイス範囲を設定するには、interface rangeコマンドを使用します。

interface range {Gigabit Ethernet interface-number | Loopback interface-number | Port Channel
interface-number | TenGigabit Ethernet interface-number Tunnel interface-number Vlan
interface-number Macro WORD}

___________________
構文の説明

ギガビットイーサネット IEEE 802.3zインターフェイスを設定
します。有効範囲は 1～ 9です。

GigabitEthernet interface-number

ループバックインターフェイスを設定します。有効範囲は 0
～ 2147483647です。

Loopback interface-number

インターフェイスの10ギガビットイーサネットチャネルを設
定します。有効範囲は 1～ 128です。

Port-Channel interface-number

10ギガビットイーサネットインターフェイスを設定します。
有効範囲は 0～ 9です。

TenGigabit Ethernet
interface-number

トンネルインターフェイスを設定します。有効範囲は 0～
2147483647です。

Tunnel interface-number

スイッチの VLANインターフェイスを設定します。有効範囲
は 1～ 4095です。

VLAN interface-number

インターフェイスに対するキーワードを設定します。最大 32
文字までサポートされます。

Macro WORD

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE
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___________________
例 次に、インターフェイス範囲を設定する例を示します。

Controller(config)# interface range vlan 1
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location
エンドポイントのロケーション情報を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモード

で locationコマンドを使用します。ロケーション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。

location {admin-tag string| civic-location identifier {host| id}| elin-location string identifier id| geo-location
identifier {host| id}}

no location {admin-tag string| civic-location identifier {host| id}| elin-location string identifier id|
geo-location identifier {host| id}}

___________________
構文の説明

管理タグまたはサイト情報を設定します。admin-tag

英数字形式のサイト情報またはロケーション情報。string

都市ロケーション情報を設定します。civic-location

都市ロケーション、緊急ロケーション、地理的な場所の名前

を指定します。

identifier

ホストの都市ロケーションや地理空間的な場所を定義しま

す。

host

都市ロケーション、緊急ロケーション、地理的な場所の名

前。

LLDP-MEDコントローラTLVでの都市ロケーショ
ンの IDは 250バイト以下に制限されます。コン
トローラ設定中に使用できるバッファスペースに

関するエラーメッセージを回避するには、各都市

ロケーション IDに指定されたすべての都市ロケー
ション情報の全体の長さが 250バイトを超えない
ようにします。

（注）

id

緊急ロケーション情報 (ELIN)を設定します。elin-location

地理空間的なロケーション情報を設定します。geo-location

___________________
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
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___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン location civic-location identifierグローバルコンフィギュレーションコマンドを入力後、都市ロ

ケーションコンフィギュレーションモードが開始されます。 location geo-location identifierグロー
バルコンフィギュレーションコマンドを入力後、ジオロケーションコンフィギュレーションモー

ドが開始されます。

都市ロケーション IDは 250バイトを超えてはなりません。

ホスト IDはホストの都市ロケーションや地理空間的な場所を設定します。 IDがホストではない
場合、IDはインターフェイスで参照できる地理空間的なテンプレートまたは都市ロケーションだ
けを定義します。

hostキーワードは、デバイスの場所を定義します。 identifierと hostキーワードを使用して設定
可能な都市ロケーションオプションは同じです。都市ロケーションコンフィギュレーションモー

ドで次の都市ロケーションオプションを指定できます。

• additional-code：追加都市ロケーションコードを設定します。

• additional-location-information：追加都市ロケーション情報を設定します。

• branch-road-name：ブランチのロード名を設定します。

• building：建物の情報を設定します。

• city：都市名を設定します。

• country：2文字の ISO 3166の国コードを設定します。

• county：郡名を設定します。

• default：コマンドをデフォルト値に設定します。

• division：市の地区の名前を設定します。

• exit：都市ロケーションコンフィギュレーションモードを終了します。

• floor：階数を設定します。

• landmark：目印となる建物の情報を設定します。

• leading-street-dir：町名番地に付与される方角を設定します。

• name：居住者名を設定します。

• neighborhood：ネイバーフッド情報を設定します。

• no：指定された都市ロケーションデータを拒否し、デフォルト値を設定します。
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• number：町名番地を設定します。

• post-office-box：私書箱を設定します。

• postal-code：郵便番号を設定します。

• postal-community-name：郵便コミュニティ名を設定します。

• primary-road-name：主要道路の名前を設定します。

• road-section：道路の区間を設定します。

• room：部屋の情報を設定します。

• seat：座席の情報を設定します。

• state：州の名前を設定します。

• street-group：町名番地のグループを設定します。

• street-name-postmodifier：町名番地の名前のポストモディファイアを設定します。

• street-name-premodifier：町名番地の名前のプレモディファイアを設定します。

• street-number-suffix：町名番地の番号のサフィックスを設定します。

• street-suffix：町名番地のサフィックスを設定します。

• sub-branch-road-name：支線からさらに分岐した道路名を設定します。

• trailing-street-suffix：後に続く町名番地のサフィクスを設定します。

• type-of-place：場所のタイプを設定します。

• unit：単位を設定します。

地理的ロケーションコンフィギュレーションモードで次の地理空間的なロケーション情報を指定

できます。

• altitude：高さの情報を階数、メートル、またはフィート単位で設定します。

• latitude：度、分、秒の緯度情報を設定します。範囲は -90～ 90度です。正の値は、赤道よ
り北側の位置を示します。

• longitude：度、分、秒の経度の情報を設定します。範囲は -180～ 180度です。正の値は、
グリニッジ子午線の東側の位置を示します。

• resolution：緯度と経度の分解能を設定します。分解能値を指定しない場合、10 mのデフォ
ルト値が緯度と経度の分解能パラメータに適用されます。緯度と経度の場合、分解能の単位

はメートルで測定されます。分解能の値は小数単位でも指定できます。

• default：デフォルトの属性によって、地理的位置を設定します。

• exit：地理的ロケーションコンフィギュレーションモードを終了します。

• no：指定された地理的パラメータを拒否し、デフォルト値を設定します。
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ロケーションTLVをディセーブルにするには、no lldpmed-tlv-select location informationインター
フェイスコンフィギュレーションコマンドを使用します。デフォルトでは、ロケーション TLV
はイネーブルに設定されています。

___________________
例 次の例では、コントローラに都市ロケーション情報を設定する方法を示します。

Controller(config)# location civic-location identifier 1
Controller(config-civic)# number 3550
Controller(config-civic)# primary-road-name “Cisco Way”
Controller(config-civic)# city “San Jose”
Controller(config-civic)# state CA
Controller(config-civic)# building 19
Controller(config-civic)# room C6
Controller(config-civic)# county “Santa Clara”
Controller(config-civic)# country US
Controller(config-civic)# end

設定を確認するには、show location civic-location特権 EXECコマンドを入力します。

次の例では、コントローラ上で緊急ロケーション情報を設定する方法を示します。

Controller(config)# location elin-location 14085553881 identifier 1

設定を確認するには、show location elin特権 EXECコマンドを入力します。

次に、コントローラに、地理空間的なロケーション情報を設定する例を示します。

Controller(config)# location geo-location identifier host
Controller(config-geo)# latitude 12.34
Controller(config-geo)# longitude 37.23
Controller(config-geo)# altitude 5 floor
Controller(config-geo)# resolution 12.34

設定された地理空間的な場所の詳細を表示するには、show location geo-location identifierコマンド
を使用できます。
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logging event power-inline-status
Power over Ethernet (PoE)イベントのロギングをイネーブルにするには、インターフェイスコン
フィギュレーションモードで logging event power-inline-statusコマンドを使用します。PoEステー
タ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 power-inline-status

no logging event power-inline-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 PoEイベントのロギングはイネーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン このコマンドの no形式を使用しても、PoEエラーイベントはディセーブルになりません。

___________________
例 次の例では、ポート上で PoEイベントのロギングをイネーブルにする方法を示します。

Controller(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)# logging event power-inline-status
Controller(config-if)#
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show CAPWAP summary
アクセスポイントなどのモビリティ、コントローラの確立するすべての CAPWAPトンネルを表
示するには、show CAPWAP summaryコマンドを使用します。

show CAPWAP summary

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、アクセスポイントなどに対して、コントローラの確立する CAPWAPトンネルを表示する

例を示します。

Controller# show capwap summary
CAPWAP Tunnels General Statistics:
Number of Capwap Data Tunnels = 8
Number of Capwap Mobility Tunnels = 0
Number of Capwap Multicast Tunnels = 0
Name APName Type PhyPortIf Mode McastIf
------ -------------------------------- ---- --------- ---------
-------
Ca4 AP-Behind-Router data - unicast -
Ca0 AP1142-kat data - unicast -
Ca5 APRFCHAMBER2-EDISON data - unicast -
Ca6 KATANA_2_RF data - unicast -
Ca1 AP-1040-RF data - unicast -
Ca7 KATANA_1_RF data - unicast -
Ca2 AP3500-2027 data - unicast -
Ca3 AP-1040-out data - unicast -
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show env
ファン、温度、、および電源情報を表示するには、EXECモードで show envコマンドを使用しま
す。

show env {all| fan| power [all| switch [stack-member-number]]| stack [stack-member-number] | temperature
[status]}

___________________
構文の説明

ファンと温度環境の状態、および、内部電源との状態を表示しま

す。

all

スイッチファンの状態を表示します。fan

アクティブスイッチの内部電源の状態を表示します。power

（任意）スイッチでコマンドが入力された場合、スタンドアロン

スイッチのすべての内部電源の状態が表示されます。でコマンド

が入力された場合は、すべてのスタックメンバのすべての内部電

源の状態が表示されます。

all

（任意）スタック内の各スイッチまたは指定したスイッチの内部

電源装置のステータスを表示します。

このキーワードは、スタック構成対応スイッチでだけ使用できま

す。

switch

（任意）選択数内部電源または環境ステータスの状態スタックメ

ンバを表示する。

指定できる範囲は 1～ 9です。

stack-member-number

スタックの各スイッチまたは指定されたスイッチのすべての環境

ステータスを表示します。

このキーワードは、スタック構成対応スイッチでだけ使用できま

す。

stack

スイッチの温度ステータスを表示します。temperature

（任意）スイッチの内部温度（外部温度ではなく）およびしきい

値を表示します。

status

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC
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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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン アクセスされているスイッチ（スタンドアロンスイッチまたは）の情報を表示するには、show

env EXECコマンドを使用します。 stackおよび switchキーワードとともにこのコマンドを使用す
ると、スタックまたは指定されたスタックメンバのすべての情報が表示されます。

show env temperature statusコマンドを入力する場合、コマンド出力はスイッチ温度ステートおよ
びしきい値レベルを示します。

スイッチ温度状態を表示するためには、show env temperatureコマンドも使用できます。コマン
ド出力では、GREENおよび YELLOWステートを OKと表示し、REDステートを FAULTYと表示
します。 show env allコマンドを入力する場合、コマンド出力は show env temperature statusコマ
ンド出力と同じです。

___________________
例 次の例では、show env allコマンドの出力を示します。

次の例では、show env fanコマンドの出力を示します。

Controller>show env fan
Switch 1 FAN 1 is OK
Switch 1 FAN 2 is OK
Switch 1 FAN 3 is OK
FAN PS-1 is NOT PRESENT
FAN PS-2 is OK

これは、のでの show env power allコマンドの出力例を示します。

これは、のでの show env stackコマンドの出力例を示します。

Controller> show env stack
SWITCH: 1
Switch 1 FAN 1 is OK
Switch 1 FAN 2 is OK
Switch 1 FAN 3 is OK
FAN PS-1 is NOT PRESENT
FAN PS-2 is OK
Switch 1: SYSTEM TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 28 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 41 Degree Celsius
Red Threshold : 56 Degree Celsius

次の例では、スタンドアロンスイッチで温度値、ステート、およびしきい値を表示する方法を示

します。次の表では、コマンド出力の温度ステートについて説明します。

Controller> show env temperature status
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Temperature Value: 33 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 65 Degree Celsius
Red Threshold : 75 Degree Celsius

表 4：show env temperature status コマンド出力のステート

説明状態

スイッチの温度が正常な動作範囲にあります。緑

温度が警告範囲にあります。スイッチの外の周

辺温度を確認する必要があります。

黄色

温度がクリティカル範囲にあります。温度がこ

の範囲にある場合、スイッチが正常に実行され

ない可能性があります。

赤
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show errdisable detect
errdisableの検出ステータスを表示するには、EXECモードで show errdisable detectコマンドを使
用します。

show errdisable detect

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン gbic-invalidエラーの理由は、無効なSmall Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールを意味します。

コマンド出力内の errdisableの理由がアルファベット順に表示されます。 [Mode]列は、error-disable
が機能ごとにどのように設定されているかを示します。

errdisable検出は次のモードで設定できます。

•ポートモード：違反が発生した場合、物理ポート全体が error-disabledになります。

• VLANモード：違反が発生した場合、VLANが error-disabledになります。

•ポート/VLANモード：一部のポートでは物理ポート全体が error-disabledになり、その他の
ポートでは VLANごとに error-disabledになります。

___________________
例 次の例では、show errdisable detectコマンドの出力を示します。
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show errdisable recovery
errdisable回復タイマー情報を表示するには、EXECモードで show errdisable recoveryコマンドを
使用します。

show errdisable recovery

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン gbic-invalid error-disableの理由は、無効な Small Form-Factor Pluggable（SFP）インターフェイスを

意味します。

unicast-floodフィールドは、出力に表示はされますが無効です。（注）

___________________
例 次の例では、show errdisable recoveryコマンドの出力を示します。
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show interfaces
すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの管理ステータスおよび動作ステー

タスを表示するには、特権 EXECモードで show interfacesコマンドを使用します。

show interfaces [interface-id| vlan vlan-id] [accounting| capabilities [module number]| debounce|
description| etherchannel| flowcontrol| private-vlan mapping| pruning| stats| status [err-disabled|
inactive]| trunk]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスの IDです。有効なインターフェ
イスには、物理ポート（タイプ、スタッキング対応スイッ

チのスタックメンバ、モジュール、ポート番号）および

ポートチャネルが含まれます。指定できるポートチャネ

ルは 1～ 48です。

interface-id

（任意）VLANIDです。指定できる範囲は1～4094です。vlan vlan-id

（任意）インターフェイスのアカウント情報（アクティブ

プロトコル、入出力のパケット、オクテットを含む）を表

示します。

ソフトウェアで処理されたパケットだけが表示さ

れます。ハードウェアでスイッチングされるパ

ケットは表示されません。

（注）

accounting

（任意）すべてのインターフェイスまたは指定されたイン

ターフェイスの性能（機能、インターフェイス上で設定可

能なオプションを含む）を表示します。このオプションは

コマンドラインのヘルプに表示されますが、VLANIDに使
用できません。

capabilities

（任意）スイッチまたは指定されたスタックメンバのすべ

てのインターフェイスの機能を表示します。

指定できる範囲は 1～ 9です。

このオプションは、特定のインターフェイス IDを入力した
ときは利用できません。

module number

（任意）特定のインターフェイスに設定された管理ステー

タスおよび説明を表示します。

description

（任意）インターフェイスEtherChannel情報を表示します。etherchannel

（任意）インターフェイスのフロー制御情報を表示します。flowcontrol
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（任意）VLANスイッチ仮想インターフェイス（SVI）の
プライベート VLANのマッピング情報を表示します。ス
イッチがLANBaseフィーチャセットを実行している場合、
このキーワードは使用できません。

private-vlan mapping

（任意）インターフェイスのトランクVTPプルーニング情
報を表示します。

pruning

（任意）インターフェイスのスイッチングパスによる入出

力パケットを表示します。

stats

（任意）インターフェイスのステータスを表示します。

Typeフィールドの unsupportedのステータスは、他社製の
Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールがモジュール
スロットに装着されていることを示しています。

status

（任意）errdisableステートのインターフェイスを表示しま
す。

err-disabled

（任意）非アクティブステートのインターフェイスを表示

します。

inactive

（任意）インターフェイストランク情報を表示します。イ

ンターフェイスを指定しない場合は、アクティブなトラン

キングポートの情報だけが表示されます。

trunk

crb、fair-queue、irb、mac-accounting、precedence、random-detect、 rate-limit、および shape
キーワードは、コマンドラインのヘルプストリングに表示されますが、サポートされていま

せん。

（注）

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE
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___________________
使用上のガイドライン show interfaces capabilitiesコマンドに異なるキーワードを指定することで、次のような結果にな

ります。

• show interfaces capabilities module numberコマンドを使用して、スタックのスイッチ上のす
べてのインターフェイスの性能を表示します。スタック内に該当するモジュール番号を持つ

スイッチがない場合、出力はありません。

•指定されたインターフェイスの機能を表示するには、show interfaces interface-id capabilities
を使用します。

•スタック内のすべてのインターフェイスの機能を表示するには、show interfaces capabilities
を使用します（モジュール番号またはインターフェイス IDの指定なし）。

___________________
例 次の例では、スタックメンバ 3のインターフェイスに対する show interfacesコマンドの出力を示

します。

Controller# show interfaces gigabitethernet3/0/2
GigabitEthernet3/0/2 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 2037.064d.4381 (bia 2037.064d.4381)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の例では、show interfaces accountingコマンドの出力を示します。
Controller# show interfaces accounting
Vlan1

Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
IP 0 0 6 378

Vlan200
Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out

No traffic sent or received on this interface.
GigabitEthernet0/0

Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
Other 165476 11417844 0 0

Spanning Tree 1240284 64494768 0 0
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ARP 7096 425760 0 0
CDP 41368 18781072 82908 35318808

GigabitEthernet1/0/1
Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out

No traffic sent or received on this interface.
GigabitEthernet1/0/2

Protocol Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
No traffic sent or received on this interface.

<output truncated>

次の例では、インターフェイスの show interfaces capabilitiesコマンドの出力を示します。
Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/2 capabilities
GigabitEthernet1/0/2
Model: UA-3850-24-CR
Type: 10/100/1000BaseTX
Speed: 10,100,1000,auto
Duplex: full,half,auto
Trunk encap. type: 802.1Q
Trunk mode: on,off,desirable,nonegotiate
Channel: yes
Fast Start: yes
QoS scheduling: rx-(not configurable on per port basis),

tx-(4q3t) (3t: Two configurable values and one fixed.)
CoS rewrite: yes
ToS rewrite: yes
UDLD: yes
Inline power: no
SPAN: source/destination
PortSecure: yes
Dot1x: yes

次の例では、descriptionインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、イン
ターフェイスを Connects to Marketingとして指定した場合の show interfaces interface descriptionコ
マンドの出力を示します。

Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status Protocol Description
Gi1/0/2 up down Connects to Marketing

次の例では、スイッチにポートチャネルが設定されている場合の show interfaces etherchannelコ
マンドの出力を示します。

Controller# show interfaces etherchannel
----
Port-channel34:
Age of the Port-channel = 28d:18h:51m:46s
Logical slot/port = 12/34 Number of ports = 0
GC = 0x00000000 HotStandBy port = null
Passive port list =
Port state = Port-channel L3-Ag Ag-Not-Inuse
Protocol = -
Port security = Disabled

次の例では、VTPドメイン内でプルーニングがイネーブルの場合の show interfaces interface-id
pruningコマンドの出力を示します。
Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/2 pruning
Port Vlans pruned for lack of request by neighbor
Gi1/0/2 3,4

Port Vlans traffic requested of neighbor
Gi1/0/2 1-3
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次の例では、指定した VLANインターフェイスの show interfaces statsコマンドの出力を示しま
す。

Controller# show interfaces vlan 1 stats
Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out

Processor 1165354 136205310 570800 91731594
Route cache 0 0 0 0

Total 1165354 136205310 570800 91731594

次の例では、show interfaces statusコマンドの出力の一部を示します。すべてのインターフェイ
スのステータスが表示されます。

Controller# show interfaces status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/1 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/2 notconnect 1 auto 100 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/3 notconnect 1 auto 1000 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/4 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/5 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/6 notconnect 1 auto 10 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/7 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/8 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/9 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX
Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000Ba
seTX

次の例では、プライベートVLANが設定されている場合の特定のインターフェイスのshowinterfaces
statusコマンドの出力を示します。ポート 22をプライベート VLANホストポートとして設定し
ています。ポート 22は、プライマリ VLAN 20とセカンダリ VLAN 25に関連付けられます。
Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/22 status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/22 connected 20,25 a-full a-100 10/100BaseTX

次の例では、ポート 20がプライベート VLAN無差別ポートとして設定されています。この出力
は、プライマリ VLAN 20だけを表示します。
Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/20 status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/20 connected 20 a-full a-100 10/100BaseTX

次の例では、show interfaces status err-disabledコマンドの出力を示します。 error-disabledステー
トのインターフェイスのステータスを表示します。

Controller# show interfaces status err-disabled
Port Name Status Reason
Gi1/0/2 err-disabled gbic-invalid
Gi2/0/3 err-disabled dtp-flap

次の例では、show interfaces interface-id pruningコマンドの出力を示します。
Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/2 pruning
Port Vlans pruned for lack of request by neighbor
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次の例では、show interfaces interface-id trunkコマンドの出力を示します。ポートのトランキング
情報が表示されます。

Controller# show interfaces gigabitethernet1/0/1 trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gi1/0/1 on 802.1q other 10

Port Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1 none

Port Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1 none

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1 none
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show interfaces counters
スイッチまたは特定のインターフェイスのさまざまなカウンタを表示するには、特権 EXECモー
ドで show interfaces countersコマンドを使用します。

show interfaces [interface-id] counters [errors| etherchannel|module stack-member-number| protocol
status| trunk]

___________________
構文の説明

（任意）物理インターフェイスの ID（タイプ、スタックメンバ（スタッ
ク構成可能なスイッチのみ）、モジュール、ポート番号を含む）。

interface-id

（任意）エラーカウンタを表示します。errors

（任意）送受信されたオクテット、ブロードキャストパケット、マルチ

キャストパケット、およびユニキャストパケットなど、EtherChannelカ
ウンタを表示します。

etherchannel

（任意）指定されたスタックメンバのカウンタを表示します。

指定できる範囲は 1～ 9です。

このコマンドでは、moduleキーワードはスタックメンバ番号
を参照しています。インターフェイス IDに含まれるモジュー
ル番号は、常に 0です。

（注）

module
stack-member-number

（任意）インターフェイスでイネーブルになっているプロトコルのス

テータスを表示します。

protocol status

（任意）トランクカウンタを表示します。trunk

vlan vlan-idキーワードは、コマンドラインのヘルプストリングには表示されますが、サポー
トされていません。

（注）

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 特権 EXEC
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___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン キーワードを入力しない場合は、すべてのインターフェイスのすべてのカウンタが表示されます。

___________________
例 次の例では、show interfaces countersコマンドの出力の一部を示します。スイッチのすべてのカ

ウンタが表示されます。

Controller# show interfaces counters
Port InOctets InUcastPkts InMcastPkts InBcastPkts
Gi1/0/1 0 0 0 0
Gi1/0/2 0 0 0 0
Gi1/0/3 95285341 43115 1178430 1950
Gi1/0/4 0 0 0 0

<output truncated>

次の例では、スタックメンバ 2の show interfaces counters moduleコマンドの出力の一部を示しま
す。スタック内で指定されたスイッチのすべてのカウンタが表示されます。

Controller# show interfaces counters module 2
Port InOctets InUcastPkts InMcastPkts InBcastPkts
Gi1/0/1 520 2 0 0
Gi1/0/2 520 2 0 0
Gi1/0/3 520 2 0 0
Gi1/0/4 520 2 0 0

<output truncated>

次の例では、すべてのインターフェイスに対する show interfaces counters protocol statusコマンド
の出力の一部を示します。

Controller# show interfaces counters protocol status
Protocols allocated:
Vlan1: Other, IP
Vlan20: Other, IP, ARP
Vlan30: Other, IP, ARP
Vlan40: Other, IP, ARP
Vlan50: Other, IP, ARP
Vlan60: Other, IP, ARP
Vlan70: Other, IP, ARP
Vlan80: Other, IP, ARP
Vlan90: Other, IP, ARP
Vlan900: Other, IP, ARP
Vlan3000: Other, IP
Vlan3500: Other, IP
GigabitEthernet1/0/1: Other, IP, ARP, CDP
GigabitEthernet1/0/2: Other, IP
GigabitEthernet1/0/3: Other, IP
GigabitEthernet1/0/4: Other, IP
GigabitEthernet1/0/5: Other, IP
GigabitEthernet1/0/6: Other, IP
GigabitEthernet1/0/7: Other, IP
GigabitEthernet1/0/8: Other, IP
GigabitEthernet1/0/9: Other, IP
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GigabitEthernet1/0/10: Other, IP, CDP

<output truncated>

次の例では、show interfaces counters trunkコマンドの出力を示します。すべてのインターフェイ
スのトランクカウンタが表示されます。

Controller# show interfaces counters trunk
Port TrunkFramesTx TrunkFramesRx WrongEncap
Gi1/0/1 0 0 0
Gi1/0/2 0 0 0
Gi1/0/3 80678 0 0
Gi1/0/4 82320 0 0
Gi1/0/5 0 0 0

<output truncated>
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show location
エンドポイントのロケーション情報を表示するには、EXECモードで show locationコマンドを使
用します。

show location admin-tag

show location civic-location identifier string interface interface-id static

show location elin-location identifier string interface interface-id static

___________________
構文の説明

管理タグまたはサイト情報を表示します。admin-tag

都市ロケーション情報を表示します。civic-location

緊急ロケーション情報（ELIN）を表示します。elin-location

都市ロケーションまたは ELINロケーションの IDを指
定します。指定できる範囲は 1～ 4095です。

identifier string

指定されたインターフェイスまたはすべてのインター

フェイスに対するロケーション情報を表示します。有

効なインターフェイスには、物理ポートが含まれます。

interface interface-id

静的設定情報を表示します。static

___________________
コマンドモード ユーザ EXEC

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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、インターフェイスのロケーション情報を表示する show location civic-locationコマン

ドの出力を示します。

Controller# show location civic-location interface gigabitethernet2/0/1
Civic location information
--------------------------
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Identifier : 1
County : Santa Clara
Street number : 3550
Building : 19
Room : C6
Primary road name : Cisco Way
City : San Jose
State : CA
Country : US

次の例では、すべての都市ロケーション情報を表示する show location civic-locationコマンドの出
力を示します。

Controller# show location civic-location static
Civic location information
--------------------------
Identifier : 1
County : Santa Clara
Street number : 3550
Building : 19
Room : C6
Primary road name : Cisco Way
City : San Jose
State : CA
Country : US
Ports : Gi2/0/1
--------------------------
Identifier : 2
Street number : 24568
Street number suffix : West
Landmark : Golden Gate Bridge
Primary road name : 19th Ave
City : San Francisco
Country : US
--------------------------

次の例では、緊急ロケーション情報を表示する show location elin-locationコマンドの出力を示し
ます。

Controller# show location elin-location identifier 1
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin : 14085553881
Ports : Gi2/0/2

次の例では、すべての緊急ロケーション情報を表示する show location elin-location staticコマンド
の出力を示します。

Controller# show location elin-location static
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin : 14085553881
Ports : Gi2/0/2
--------------------------
Identifier : 2
Elin : 18002228999
--------------------------
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show mgmt-infra trace messages ilpower-ha
トレースバッファ内のインラインパワーハイアベイラビリティのメッセージを表示するには、

特権 EXECモードで、show mgmt-infra trace messages ilpower-haコマンドを使用します。

show mgmt-infra trace messages ilpower-ha [switch stack-member-number]

___________________
構文の説明

（任意）トレースバッファ内のインラインパワーのメッセージ

を表示するスタックメンバ番号を指定します。

switch stack-member-number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 これは、show mgmt-infra trace messages ilpower-haコマンドの出力例です:

Controller# show mgmt-infra trace messages ilpower-ha
[10/23/12 14:04:48.087 UTC 1 3] NG3K_ILPOWER_HA: Created NGWC ILP CF client succ
essfully.
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show network-policy profile
ネットワークポリシープロファイルを表示するには、特権 EXECモードで show network policy
profileコマンドを使用します。

show network-policy profile [profile-number] [detail]

___________________
構文の説明

（任意）ネットワークポリシープロファイル番号を表示します。プロ

ファイルが入力されていない場合、すべてのネットワークポリシープロ

ファイルが表示されます。

profile-number

（任意）詳細なステータスと統計情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、show network-policy profileコマンドの出力を示します。

Controller# show network-policy profile
Network Policy Profile 10

voice vlan 17 cos 4
Interface:
none

Network Policy Profile 30
voice vlan 30 cos 5
Interface:
none

Network Policy Profile 36
voice vlan 4 cos 3
Interface:
Interface_id
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show nmsp
スイッチのネットワークモビリティサービスプロトコル（NMSP）情報を表示するには、特権
EXECモードで show nmspコマンドを使用します。

show nmsp {attachment suppress interface| capability| notification interval| statistics {connection|
summary}| status| subscription {detail| summary}}

___________________
構文の説明

アタッチメント抑制インターフェイスを表示します。attachment suppress interface

サポートされるサービスとサブサービスを含むスイッチ機能を表

示します。

capability

サポートされるサービスの通知間隔を表示します。notification interval

NMSPの統計情報を表示します。statistics

各接続のメッセージカウンタを表示します。connection

グローバルカウンタを表示します。summary

NMSP接続に関する情報を表示します。status

各 NMSP接続に関するサブスクリプション情報を表示します。subscription

各接続でサブスクライブしているすべてのサービスとサブサービ

スを表示します。

detail

各接続に加入しているすべてのサービスを表示します。summary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE
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___________________
例 次の例では、show nmsp attachment suppress interfaceコマンドの出力を示します。

Controller# show nmsp attachment suppress interface
NMSP Attachment Suppression Interfaces
--------------------------------------
GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/3

次の例では、show nmsp capabilityコマンドの出力を示します。
Controller# show nmsp capability
Service Subservice
--------------------------
RSSI Mobile Station, Tags, Rogue
Info Mobile Station, Rogue
Statistics Mobile Station, Tags
Attachment Wired Station
Location Subscription
AP Monitor Subscription
IDS Services WIPS

次の例では、show nmsp notification intervalコマンドの出力を示します。
Controller# show nmsp notification interval
NMSP Notification Intervals
---------------------------

RSSI Interval:
Client : 2 sec
RFID : 2 sec
Rogue AP : 2 sec
Rogue Client : 2 sec

Attachment Interval : 30 sec
Location Interval : 30 sec

次の例では、show nmsp statistics summaryコマンドの出力を示します。
Controller# show nmsp statistics summary
NMSP Global Counters
--------------------

Client measure send fail : 0
Send RSSI with no entry : 0
Application message too big : 0
Failed select on accept socket : 0
Failed SSL write : 0
Partial SSL write : 0
SSL write returned zero : 0
SSL write attempts to want read : 0
SSL write attempts to want write : 0
SSL write got default error : 0
SSL write max data length sent : 0
SSL write max attempts to write in loop : 0
SSL read returned zero : 0
SSL read attempts to want read : 0
SSL read attempts to want write : 0
SSL read got default error : 0
Failed SSL read - con rx buf freed : 0
Failed SSL read - con/SSL freed : 0
Max records read before exiting SSL read : 0
Highest priority tx queue full : 0
Normal priority tx queue full : 0
Highest priority tx queue count : 0
Normal priority tx queue count : 0
APP sent message to highest priority queue : 0
Max measure notify message : 0
Max info notify message : 0
Max highest priority tx queue count : 0

インターフェイスコマンドリファレンスガイド、Cisco IOS XE Release 3 SE
58 OL-28540-02-J  

インターフェイスコマンド

show nmsp



Max normal priority tx queue count : 0
Max receive queue count : 3
Max info notify queue count : 0
Max client info notify delay : 0
Max rogue AP info notify delay : 0
Max rogue client info notify delay : 0
Max client measure notify delay : 0
Max tag measure notify delay : 0
Max rogue AP measure notify delay : 0
Max rogue client measure notify delay : 0
Max client stats notify delay : 0
Max RFID stats notify delay : 0
RFID measurement periodic : 0
RFID measurement immediate : 0
SSL handshake failed : 0
NMSP rx detected connection failure : 0
NMSP tx detected connection failure : 0
NMSP tx buf size exceeded : 0
Reconnect before connection Timeout : 0
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show platform CAPWAP summary
アクセスポイントと他のモビリティコントローラに対してコントローラが確立するすべての

CAPWAPトンネルのトンネル識別子およびタイプを表示するには、show platform CAPWAP
summaryコマンドを使用します。

show platform CAPWAP summary

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、トンネルの識別子と詳細を表示する例を示します。

Controller# show platform capwap summary
Tunnel ID | Type | Src IP | Dst IP | SPrt | DPrt | S | A
-------------------------------------------------------------------------------

0x0088498000000983 data 9.6.44.61 9.12.138.101 5247 41894 1 1

0x00966dc000000010 data 9.6.44.61 9.6.47.101 5247 62526 1 2
0x00938e800000095b data 9.6.44.61 9.12.138.100 5247 45697 1 1

0x00ab1a8000000bd1 data 9.6.44.61 9.12.139.101 5247 38906 1 0

0x00896e40000000bd data 9.6.44.61 9.12.136.100 5247 1836 1 1
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show network-policy profile
ネットワークポリシープロファイルを表示するには、特権 EXECモードで show network policy
profileコマンドを使用します。

show network-policy profile [profile-number] [detail]

___________________
構文の説明

（任意）ネットワークポリシープロファイル番号を表示します。プロ

ファイルが入力されていない場合、すべてのネットワークポリシープロ

ファイルが表示されます。

profile-number

（任意）詳細なステータスと統計情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例では、show network-policy profileコマンドの出力を示します。

Controller# show network-policy profile
Network Policy Profile 10

voice vlan 17 cos 4
Interface:
none

Network Policy Profile 30
voice vlan 30 cos 5
Interface:
none

Network Policy Profile 36
voice vlan 4 cos 3
Interface:
Interface_id
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show wireless interface summary
ワイヤレスインターフェイスのステータスおよび設定を表示するには、show wireless interface
summaryコマンドを使用します。

コマンドは、コントローラによって送信または受信されたパケットの総数を表示します。

show wireless interface summary

___________________
構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレスインターフェイスのサマリーを表示する例を示します。

Controller# show wireless interface summary

Interface Name Interface Type VLAN ID IP Address IP Netmask MAC Address
--------------------------------------------------------------------------------

Vlan10 Management 10 3.1.1.1 255.255.255.0 0006.f6b9.b5c6
Controller#
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system mtu

___________________
構文の説明 bytes

___________________
コマンドデフォルト すべてのポートのデフォルトのMTUサイズは 1500バイトです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
使用上のガイドライン 設定を確認するには、show system mtu特権 EXECコマンドを入力します。

スイッチはインターフェイス単位ではMTUをサポートしていません。

特定のインターフェイスタイプで許容範囲外の値を入力した場合、その値は受け入れられませ

ん。
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wireless ap-manager interface
ワイヤレス APマネージャインターフェイスを設定するには、wireless ap-manager interfaceコマ
ンドを使用します。

wireless ap-managerinterface {TenGigabitEthernet interface-number| Vlan interface-number}

___________________
構文の説明 10ギガビットイーサネットインターフェイスを設定しま

す。有効範囲は 0～ 9です。
TenGigabitEthernet interface-name

VLANを設定します。有効範囲は 1～ 4095です。Vlan interface-name

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次の例は、ワイヤレス AP-managerを設定する方法を示しています。

Controller# wireless ap-manager interface vlan
<1-4095> Vlan interface number

次の例は、ワイヤレス AP-managerを設定する方法を示しています。
Controller# #wireless ap-manager interface vlan 10
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wireless exclusionlist
除外リストエントリを管理するには、wireless exclusionlistグローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用します。除外リストエントリを削除するには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

wireless exclusionlist mac-addr description description

no wireless exclusionlist mac-addr

___________________
構文の説明

ローカル除外リストエントリのMACアドレス。mac-addr

除外リストエントリの説明を指定します。description description

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、MACアドレス xxx.xxx.xxxのローカル除外リストエントリを作成する例を示します。

Controller# wireless exclusionlist xxx.xxx.xxx

次に、MACアドレス xxx.xxx.xxxのローカル除外リストエントリの説明を作成する例を示しま
す。

Controller# wireless exclusionlist xxx.xxx.xxx description sample
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wireless linktest
linktestフレームサイズおよび送信するフレーム数を設定するには、wireless linktestコマンドを使
用します。

wireless linktest {frame-size size| number-of-frames value}

___________________
構文の説明

各パケットのリンクテストフレームのサイズを指定します。値

の範囲は 1～ 1400です。
frame-size size

リンクテストに送信するフレーム数を指定します。値の範囲は

1～ 100です。
number-of-frames value

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、各フレームリンクのテストフレームのサイズを 10に設定する例を示します。

Controller# wireless linktest frame-size 10
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wireless management interface
インターフェイスのワイヤレス管理パラメータを設定するには、wireless management interfaceグ
ローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。インターフェイスワイヤレス管理パ

ラメータを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

wirelessmanagement interface interface-name {TenGigabitEthernet interface-name|Vlan interface-name}

no wireless management interface

___________________
構文の説明

インターフェイス番号interface-name

10ギガビットイーサネットインターフェイス番号。値の範
囲は 0～ 9です。

TenGigabitEthernet interface-name

VLANインターフェイス番号。値の範囲は 1～ 4095です。Vlan interface-name

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、ワイヤレスインターフェイスに VLAN 10を設定する例を示します。

Controller# wireless management interface Vlan 10
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wireless peer-blocking forward-upstream
アップストリーム転送のピアツーピアブロッキングを設定するには、wireless peer-blocking
forward-upstreamコマンドを使用します。ピアツーピアブロッキ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。

wireless peer-blocking forward-upstream interface{GigabitEthernet interface-numberTenGigabitEthernet
interface-number}

no wireless peer-blocking forward-upstream {GigabitEthernet interface-number TenGigabitEthernet
interface-number}

___________________
構文の説明

ギガビットイーサネットインターフェイス番号。有効範囲は 0
～ 9です。

GigabitEthernet interface

10ギガビットイーサネットインターフェイス番号。有効範囲は
0～ 9です。

TenGigabitEthernet interface

___________________
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

___________________
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 3.2SECisco IOS XE 3.2SE

___________________
例 次に、インターフェイスの 10ギガビットイーサネットインターフェイスについてピアツーピア

ブロッキングを設定する例を示します。

Controller(config)# wireless peer-blocking forward-upstream TenGigabitEthernet 1/1/4
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