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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーズマニュアル
第 1章
本ガイドについて

 NETGEARTM 7300S Series L3 Switch をお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。 

1.1 読者、範囲、約束事、書式

このリファレンスマニュアルは、読者がコンピュータ及びインターネットに関す
る中級レベルの基礎を備えていることを想定しています。基本的なコンピュータ
ネットワーク、インターネット、ワイヤレステクノロジーに関するチュートリア
ル情報も付録にて提供しています。

本書では、7300S Series L3 Switch ソフトウェアの構成コマンドに関する説明
をしています。コマンドは CLI、Telnet、Web インターフェースからアクセス可
能です。

1.2 本書の目的

本書は 7300S Series L3 Switch ソフトウェアを使用するシステム管理者に対
し、システムの構成や操作のために作成されたものです。本書は 7300S Series 
L3 Switch ソフトウェアの構成オプションに関する知識を提供するためのもので
す。

本書では、読者にスイッチプラットフォームに関するある程度の知識があること
を想定しています . また、イーサネットおよびネットワーキングのコンセプト
に関する知識があることも想定されています .

1.3 本マニュアルの使い方

本書は、7000 シリーズ L3 スイッチソフトウェアのコマンド構成を説明してい
ます。コマンドは CLI、Telnet、Web インターフェースからアクセス可能です。
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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーズマニュアル
･ 第 6 章クイックスタートアップでは、7000 シリーズ L3 スイッチソフト
ウェアをいち早く理解するためのご紹介が記載されています。

･ 第 8章スイッチングコマンドではスイッチコマンドを説明しています。

･ 第 9章セキュリティコマンドではセキュリティコマンドを説明しています。

･ 第 10 章ルーティングコマンドではルーティングコマンドを説明しています。

･ 第 11 章 Quality of Service (QoS) コマンドでは QOS コマンドを説明して
います。

･ 第 12 章スイッチスタックの管理ではスイッチスタッキングを説明していま
す。

1.4 本マニュアルで使われているフォント

本ガイドでは以下のフォントスタイルが使われています

1.5 特殊メッセージ形式

このガイドでは、以下の書式で特殊メッセージを表示します :

注：7000 シリーズ L3 スイッチソフトウェアのアプリケーション
コードについては、リリースノートをご覧ください。リリース
ノートでは、スイッチ、ルーティング、SNMP、Config、マネジ
メント、帯域幅プロビジョニングパッケージなどのプラット
フォーム別機能が説明されています。

表 1. 本マニュアルで使われているフォント

italics 強調。

bold ユーザー入力。

[Enter] N キーボードのキーは括弧で表示されます。[Enter] とは、Enter ( 改行 ) キー
および Return ( 後退 ) キーで使われます。

[Ctrl]+C 同時に 2つ以上のキーを押さなければならない場合は、文字の間にプラス (+) 
印が示されます。

英文小文字 DOS ファイルとディレクトリ名。
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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーズマニュアル
このマニュアルは、以下の仕様に基づき、7300S Series L3 Switch のために作
成されたものです :

注：重要な情報などについてはこの書式が使われます。

ヒント :時間やリソースを省く便利な手順を紹介しています。

警告：これらの警告を無視すると、装置やソフトウェアの故障につなが
る可能性があります。

危険 : これらの警告を無視する場合、人体に障害を与えたり、死傷する
恐れがあります。

表 2. マニュアルの範囲

製品バージョン NETGEAR 7300S Series Layer 3 Managed Switch

マニュアル発行日 2006 年 1 月

注：製品の更新については、NETGEAR, Inc.  のウェブサイト : 
http://www.netgear.com/support/main.asp をご確認ください。
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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
第 2章
スイッチ管理の概要

この章では、NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェアの管理
で使える方法を含め、スイッチ管理に関する概要を説明しています。 

･ 管理アクセスの概要 

･ SNMP アクセス

･ プロトコル

2.1 範囲

NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア ソフトウェアには 2
つの目的があります :

･ スイッチングフレームで、フレームに含まれるレイヤー 2 または 3 の情報に
基づき、接続されたハードウェアを支援すること。

･ ネットワーク管理者に対し完全なスイッチ管理ポートフォリオを提供するこ
と。 

2.2 スイッチ管理の概要

Fast Ethernet (FEN) および Gigabit Ethernet (GEN) スイッチングは、ハイエ
ンドバックボーン･アプリケーションからデスクトップスイッチング･アプリケー
ションへと進化しつつあります。テクノロジーの価格が下降を続ける一方で、そ
のパフォーマンスと機能は向上を続けているのです。レイヤー 2、3、4のスイッ
チングが可能なデバイスは徐々にその需要を増しています。NETGEAR 7300S シ
リーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア はこうした増え続けるニーズに対し、
柔軟性の高いソリューションを提供します。
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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア はネットワーク管
理者に対し、FSM7328S, FSM7352S とネットワークの両方を管理するための総括
的な管理機能を提供します。ネットワーク管理者は、使いやすい 3つの管理方法
を選択することができます : 

･ ウェブベース

･ VT100 インターフェース

･ Simple Network Protocol Management (SNMP)

それぞれの管理方法は、ネットワーク管理者にローカルで、またはリモートで、
インバンド、またはアウトバンドメカニズムを使って managed switch を構成、
管理、コントロールするオプションを提供します。管理はスタンダードベース
で、構成パラメータも提供されており、またプライベート MIB が MIB では完全
に指定されていない機能のコントロールを提供します。

注：構成ファイルの 大コマンドライン数は 2000 です。
2-2 スイッチ管理の概要
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NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
表 2- 1. スイッチ管理方法の比較

管理方法 利点 欠点

管理コンソール ･ ダイレクトケーブル接続を通したアウ
トバンドアクセスとは、ネットワーク
のボトルネック、クラッシュ、そして
ダウンタイムなどがアクセスを劣化さ
せたり、遮断したりしないことを意味
します。

･ IP アドレスやサブネットは必要ありま
せん。

･ CLI ベース。
･ HyperTerminal アクセスによる完全な
機能性の確保 (HyperTerminal は 
Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP 
オペレーティング･システムに内蔵され
ています )。

･ 安全 ・スイッチがセキュアな場所にイ
ンストールされていることを確認して
ください。

･ スイッチ付近、もしくはダイヤル
アップ接続を使用しなければなり
ません。

･ リモートユーザーにとっては不便
です。

･ ビジュアルなし。

ウェブブラウザ
または Telnet

･ スイッチの IP アドレスを通してどこ
からでもアクセス可能です。

･ スイッチをリモート構成する場合に理
想的です。

･ Internet Explorer および Netscape 
Navigator のブラウザに対応していま
す。

･ なじみのあるブラウザインターフェー
ス。

･ ビジュアルデータも利用可能。
･ もビジュアル的。
･ CLI インターフェース可能。
･ SSL または SSH で安全性を確保できま
す。

･ 接続品質が悪い場合に遅延時間が
生じる場合があります。

･ ブラウザインターフェースでのグ
ラフィックオブジェクトの表示が
遅い場合があります。

SNMP エージェント ･ Management Information Base (MIB) 
レベルでスイッチ機能と通信可能です。

･ オープンスタンダードに基づいていま
す。

･ SNMPv3 により安全性を確保できます。

･ SNMP 管理ソフトが必要です。
･ もビジュアル要素が少ない方法
です。

･ 利用可能な情報量に限度がありま
す。

･ 一部の設定で計算が必要です。
スイッチ管理の概要 2-3
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第 3 章
管理コンソールインターフェース

管理コンソールは、管理アクティビティを実行するための、内部の文字処理型 
VT-100/ANSI コマンド駆動ユーザーインターフェースです。この方法を使うと、
スイッチのコンソールポートに接続されているターミナル、PC、Apple 
Macintosh、UNIX ワークステーションなどから管理コンソールを表示することが
できます。図 3- 1 はこの管理方法の一例です。

3.1 ダイレクトコンソールアクセスを使ったスイッチの設定

ダイレクトアクセス管理方法は、 初にスイッチを設定する際に必要です。初期
インストール後は、スイッチの管理方法としてウェブ管理アクセス方法を使用す
ると、より便利なほか、追加機能を利用することもできます。詳しくは 4-2 ペー
ジのセクション 4.1 ウェブベース管理の概要をご覧ください。

スイッチコンソールへのダイレクトアクセスは、スイッチのコンソールポートを 
VT-100 または互換ターミナル、またはターミナル･エミュレーションプログラム
を搭載した PC、Apple Macintosh、UNIX ワークステーションに接続することで
実行可能です。この接続は、スイッチ付属のヌルモデムケーブルを使って行いま
す。 

図 3- 1
管理コンソールインターフェース 3-1
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ターミナル･エミュレーションプログラム例 :

･ ハイパーターミナル (Windows OS に含まれています )

･ ZTerm (Apple Macintosh 用 )

･ TIP (UNIX ワークステーション用 )

この例では、PC のハイパーターミナルを使った接続の設定方法を説明していま
すが、他のシステムもこれと似た方法で設定を行うことができます。

1. Windows の [ スタート ] ボタンをクリックします。[アクセサリ ]-[ 通信 ] 
を選択してください。このメニューに [ ハイパーターミナル ] のオプショ
ンが表示されています。[ハイパーターミナル ] を選択します。

2. 次のような画面が表示されます。この接続の名前を入力してください。以下
の例では、接続名を FSM726 と設定しています。[OK] をクリックします。

図 3- 2
3-2 管理コンソールインターフェース
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3. 次のような画面が表示されます。下方に [ 接続方法 :] というドロップダウ
ンメニューが見えます。 矢印をクリックし、スイッチを接続する COM ポート
を選択してください。以下の例では、[COM1] が選択されています。[OK] を
クリックしてください。 

4. 以下のような画面が表示されたら、ポート設定が下記のようになっているこ
とを確認してください : 

ビット / 秒 : 9600

データビット :8

パリティ :なし

ストップビット :1

フロー制御 : なし

5. [OK] をクリックしてください。

図 3- 3

図 3- 4
管理コンソールインターフェース 3-3
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ハイパーターミナルウィンドウが開きます。これで、スイッチと接続されます。
起動画面やシステムメニューが表示されない場合は、戻るキーを押してくださ
い。

コンソール接続を通してユーザーインターフェースに接続されている場合、方向
キーを使うには以下が設定されている必要があります。ターミナルのプルダウン
メニューから [ プロパティ ] を選択し、VT100 方向キーオプションがオンに
なっていることを確認してください。 
3-4 管理コンソールインターフェース
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第 4章
ウェブベース管理インターフェース

NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェアは、Microsoft 
Internet Explorer 5.0 以降、または Netscape Navigator 6.0 以降などの標準
ウェブブラウザを使ってリモートでスイッチを構成および管理することができる
内蔵ブラウザインターフェースを提供しています。 

このインターフェースでは、スイッチのシステム監視や管理が可能です。"ヘル
プ "ページでは、スイッチとウェブインターフェースに関する様々な基本機能が
紹介されています。 

コンソールから初めてスイッチを構成する際、スイッチに IP アドレスとサブ
ネットマスクを割り当てることができます。この後、ウェブブラウザのアドレス
バーにスイッチの IP アドレスを入力すると、スイッチのウェブインターフェー
スに直接アクセスすることができます。こうして、ウェブブラウザを通して、遠
隔地からでもスイッチのコンソールポートに直接接続されているかのように、ス
ムーズにスイッチを管理することができます。図 4- 1 はこの管理方法を示してい
ます。

注：現在お使いの Netgear 7000 シリーズスイッチのユーザーインター
フェースの詳細は、この章で描かれているものと多少異なる場合
があります。

図 4- 1
ウェブベース管理インターフェース 4-1
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4.1 ウェブベース管理の概要

メニューオプション :システム管理、スイッチ、ルーティング、トラフィック管
理、スマートウィザード。画面の右上にはヘルプメニューがあります。[ヘルプ
] または疑問符をクリックし、ヘルプメニューをご覧になることができます。

ヘルプメニューには以下が含まれます :

･ ウェブベース管理では、ウェブ管理機能に関する紹介を提供しています。

･ デバイス管理では、デバイスの基本アイコンと管理に関するの紹介を提供し
ています。

･ インターフェース操作では、ウェブブラウザの要件や一般的なコマンドを説
明しています。

･ 製品の概要では、対応している SNMP とウェブ管理機能を説明しています。

･ 機能のまとめでは、機能リストを掲載しています。

4.2 Managed Switch へのログイン方法 

NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア は Microsoft 
Internet Explorer ブラウザ 5.0 以降、または Netscape Navigator ブラウザ 
4.78 以降などからリモート構成することができます。

1. managed switch の IP アドレスを設定します。

2. Internet Explorer や Netscape Navigator などのウェブブラウザを開きま
す。 

3. 現在本体で構成されている IP アドレスを使い、managed switch にログイン
します。既定のユーザー名 admin と既定のパスワード ( パスワードなし )、
または事前に設定した LAN アドレスとパスワードを使用します。

.

図 4- 2
4-2 ウェブベース管理インターフェース
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ログインウィンドウが開きます :

ログインのリンクをクリックしてください。

下図のように、ユーザー名とパスワードのダイアログボックスが開きます。

4. 既定のユーザー名 admin と既定のパスワード ( パスワードなし )、または事
前に設定したパスワードを入力します。

ユーザー名とパスワードを入力すると、ウェブブラウザは自動的にこれを読
み取り、以下のようなホームページを開きます。

図 4- 3

図 4- 4
ウェブベース管理インターフェース 4-3
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4.3 ウェブベース管理ユーティリティの機能

この初期ページには、次のようなシステム情報が表示されています :

･ System Description

･ System Name

･ System Location

･ System Contact

･ IP Address

･ System Object ID (OID)

･ System Up Time

図 4- 5

FSM7352S
4-4 ウェブベース管理インターフェース
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4.3.1 Interactive Switch Image

このダイナミックイメージには、スイッチに関する様々なリアルタイム状況 ― 
ステータス、ファンの動作、電源、接続性、各ポートのトラフィック情報 ― な
どが表示されます。また、以下で説明するポップアップメニューを使用すると、
ポートを右クリックし、ポップアップメニューからアイテムを選択するだけで、
様々な情報に直接アクセスすることができます。

4.4 メニュー

ウェブベースインターフェースでは、様々なメニューを閲覧することができま
す。メインナビゲーションメニューは各ページの左側にあり、ここにはスイッチ
が提供するすべてのコマンドと統計へのアクセスできる画面が含まれます。

図 4- 6

図 4- 7
ウェブベース管理インターフェース 4-5
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4.4.2 メインメニュー

･ 管理

･ スイッチ

･ ルーティング

･ トラフィック管理

･ スマートウィザード

4.4.3 セカンダリメニュー

セカンダリメニューはメインメニュー下にあり、スイッチを構成するために使用
するオプションのホストが含まれます。オンラインヘルプには、各画面の機能に
関する詳細説明が含まれています。各画面の右上にある [ ヘルプ ] または疑問
符をクリックし、ヘルプメニューのトピックを表示することができます。

セカンダリメニューの詳細は以下のとおりです。クロスリファレンスで、本マ
ニュアルの中で関連するコマンドの説明が含まれているセクションにリンクされ
ています。

4.4.3.1  管理

･ システム ― 8-1 ページのセクション 8.1 システム情報と統計コマンド 
を参照。

･ ユーティリティ ― 8-70 ページのセクション 8.7 システムユーティリ
ティコマンドを参照。

･ アクセス ― 以下のセクションを参照 :

･ 第 3 章 , 管理コンソールインターフェース

･ 8-18 ページのセクション 8.2 システム管理コマンド

･ セキュリティ ― 第 9章 , セキュリティコマンド および 8-91 ページの
セクション 8.13 ユーザーアカウントコマンドを参照。

･ ポートアクセス制御 ― 9-5 ページのセクション 9.2 ポートベースの
ネットワークアクセス制御 (IEEE 802.1X) コマンド を参照

･ ラディウス ― 9-20ページのセクション9.3 Remote Authentication 
Dial-In User Service (RADIUS: ラディウス ) コマンド を参照。
4-6 ウェブベース管理インターフェース
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4.4.3.2  スイッチ

･ ポート ― 8-56 ページのセクション 8.5.80 show port を参照。

･ MAC アドレス ― 8-1 ページのセクション 8.1 システム情報と統計コマ
ンドを参照。

･ スパニングツリー ― 8-138 ページのセクション 8.22 Spanning Tree 
(STP) コマンド を参照。

･ リンクアグリゲーション ― 8-133 ページのセクション 8.21 Link 
Aggregation (LAG)/ ポートチャンネル (802.3AD) コマンドを参照。

･ VLAN ― 8-67 ページのセクション 8.6.102 show vlan を参照。

･ Mcast Fwding DB ― 8-28ページのセクション8.2.32 show forwardingdb 
agetime を参照。

4.4.3.3  ルーティング

･ ルーティングコマンド ― 第 10 章 , ルーティングコマンドを参照。

4.4.3.4  トラフィック管理

･ Diffserv ―11-10 ページのセクション 11.2 Differentiated Services 
(DiffServ) コマンドを参照。

･ トラフィック制御 ―  8-18 ページのセクション 8.2 システム管理コマ
ンドを参照。

4.4.3.5  スマートウィザード

･ VLAN ルーティングウィザード ―  第 10 章 , ルーティングコマンドを参
照。
ウェブベース管理インターフェース 4-7
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4.4.4 システムワイド･ポップアップメニュー

7300S Series L3 Switch には様々なポップアップメニューも用意されています。

スイッチのイメージを右クリックし、メインナビゲーションメニューへとアクセ
スし、使用するメニューを参照することもできます。

4.4.5 ポート別ポップアップメニュー

7300S Series L3 Switch には、各ポートに対しても様々なポップアップメ
ニューが用意されています。

図 4- 8

図 4- 9
4-8 ウェブベース管理インターフェース
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スイッチのイメージでポートを右クリックし、ポート別のポップアップメニュー
へとアクセスし、使用するメニューを参照することもできます。
ウェブベース管理インターフェース 4-9
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第 5 章
コマンドラインインターフェース構造

このセクションでは、Command Line Interface (CLI) の構文、約束事、および
用語が説明されています。各 CLI コマンドは以下で示す構造で説明されていま
す。

5.1 CLI コマンド形式

コマンドには、値、パラメータ、または両方が含まれています。

5.1.0.1  例 1

network parms <ipaddr> <netmask> [<gateway>]

･ network parms はコマンド名です。 

･ <ipaddr> <netmask> はコマンドに必要な値です。

･ [<gateway>] はコマンドのオプショナル値です。

5.1.0.2  例 2

snmp-server location <loc>

･  snmp-server location  はコマンド名です。

･ <loc> はコマンドに必要なパラメータです。

5.1.0.3  例 3

clear vlan 

･  clear vlan はコマンド名です。 

5.1.1 コマンド

太字で、斜体以外のフォントはここで示すとおりに入力します。
コマンドラインインターフェース構造 5-1
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5.1.2 パラメータ

パラメータは順序に依存しています。 

太字の斜体で書かれた文字は、他の名前や番号で置き換えられます。名前パラ
メータの一部としてスペースを使用する場合、次のように二重引用符で囲ってく
ださい :"System Name with Spaces".

パラメータは必須値、オプショナル値、選択、コンビネーションである場合があ
ります。

・ <parameter>。<> の山括弧は、この場所に必ず入力しなければならな
らず、また括弧内に文字を入力しなければならないものを指します。

・ [parameter]。[] の大括弧は、オプショナルパラメータであり、この
場所に入力することができ、また括弧内に文字を入力することができる
ものを指します。

・ choice1 | choice2.|  の符号は、いずれかのパラメータを 1つ入力
必要があることを示します。

・ {} 中括弧は、パラメータをリストから選択しなければならないことを意
味します。

5.1.3 値
ipaddr   このパラメータは、4桁の 0～ 255 までの数字で構成

された有効な IP アドレスです。すべての IP パラ
メータの既定値はゼロで構成されています (0.0.0.1)。
0.0.0.0 のインターフェース IP アドレスは有効です。
また、IP アドレスに 32 ビットの数字を入力できる場
合もあります。

macaddr  MAC アドレス形式は 6 つの 16 進法数字をコロンで区
切ったものです。例 : 00:06:29:32:81:40。

areaid   エリア ID はピリオドで区切った10進法で記入します 
( 例 : 0.0.0.1)。エリア ID 0.0.0.1 はバックボーン
用に予約されています。エリア ID は IP アドレスと
同じ形式ですが、IP アドレスとは明らかに異なりま
す。サブネットネットワークの IP ネットワーク番号
はエリア ID に使用することができます。

routerid  <router id> の値は 4 桁のピリオドで区切られた 10 進
法で記入します ( 例 : 0.0.0.1)。ルータ ID 0.0.0.0 
は無効です。
5-2 コマンドラインインターフェース構造
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slot/port  このパラメータは有効なスロット番号と有効なポート
番号を意味します。たとえば、0/1 はスロット番号 0 
とポート番号 1 を意味します。<slot/port> の欄は有
効なスロット番号と有効なポート番号をスラッシュ (/
) で区切り構成します。

logical slot/port  このパラメータは、割り当てられた論理スロット番号
と論理ポート番号を意味します。これは、ポートチャ
ンネル (LAG) の場合に適用されます。オペレーターは
論理スロット番号と論理ポート番号を使ってポート
チャンネルを構成することができます。

5.1.4 約束事

ネットワークアドレスは、リモートホスト、ワークステーション、ネットワーク
へのリンクを定義するために使われます。ネットワークアドレスは以下のような
構文形式で示されます :

"System Name with Spaces" などの二重引用符はユーザー定義の文字列を区切り
ます。オペレーターが名前パラメータの一部にスペースを使用したい場合は、二
重引用符を使用する必要があります。

空の文字列 ( 灯粕 ) は有効なユーザー定義の文字列ではありません。

コマンドの文字を識別できるよう、十分なコマンド文字が入力されると、コマン
ドのスペリングが完了します。コマンドは、<enter> を押すか ( コマンド略 )、
もしくは <tab> または < スペース > を押して ( コマンド完了 ) 実行します。

'Err' という値は、要求された値が内部でアクセス不能であることを示します。
このエラーは起こってはならないエラーであり、ソフトウェアが正しく処理され
なかった可能性があります。

'-----' の値は、値が不明であることを示します。

表 5- 2. 

アドレスタイプ 形式 範囲

ipaddr A.B.C.D 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 (10 進法 )

macaddr YY:YY:YY:YY:YY:YY 16 と 10 進法のペア
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5.1.5 注釈

CLI では、書き込みテストや構成スクリプト、および信頼性を高めるために、コ
マンドプロンプトで一行の注釈を入力できるようになっています。コメントの前
に感嘆符 ('!') のフラグが付きます。コメントフラグはコマンドラインのどこ
からでも開始することができ、このフラグの後の入力はすべて無視されます。
'!' 符号で始まるコマンドラインはコメントラインとして認識され、構文解析
ツールでは無視されます。 

以下は一例です :

! Script file for displaying the ip interface
! Display information about interfaces
show ip interface 0/1 !Displays the information about the 
first interface
! Display information about the next interface
show ip interface 0/2
! End of the script file
5-4 コマンドラインインターフェース構造
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第 6 章
クイックスタートアップ

CLI クイックスタートアップでは、7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフト
ウェア についていち早く理解を深めるための手順をご紹介しています。

6.1 スイッチのクイックスタート

1. 接続方法については、インストールガイドをお読みください。インバンド接
続で、ローカルまたはリモートワークステーションから 7300S シリーズ レ
イヤー 3 スイッチソフトウェア にアクセスすることができます。デバイス
は IP 情報に基づき構成する必要があります (IP アドレス、サブネットマス
ク、デフォルトゲートウェイ )。

2. 電源を入れます。

3. デバイスがソフトウェアを読み込み、ログイン画面が表示されるまで待ちま
す。デバイスの初期状態はデフォルトモードと呼ばれます。

4. プロンプトがオペレーターに対しログインを指示した時点で、次のステップ
を実行してください :

･ ログエリアで admin  と入力します。多くのクイックセットアップコマ
ンドには管理者権限が必要なため、NETGEAR は管理者アカウントでログ
インすることを推奨しています。

･ 事前に設定したパスワードを入力するか、初めてのログインの場合は 
[Enter] キーを押してください。

･ [Enter] キーを 2 回押してください。 

･ CLI User EXEC プロンプトが表示されます。

･ "enable" を使って User EXEC モードから Privileged EXEC モードに切
り替えます。 

･ "configure" を使って Privileged EXEC モードから Global Config モー
ドに切り替えます。 

･ "exit" を使って前のモードに戻ります。
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6.2 システム情報とシステム設定

6.2.1 ソフトウェアのバージョン情報のクイックスタートアップ

6.2.2 物理ポートデータのクイックスタートアップ

表 6- 3. ソフトウェアのバージョン情報のクイックスタートアップ

コマンド 詳細

show hardware
(Privileged EXEC)

デバイスに含まれるソフトウェアバージョンを表示すること
ができます。

機種モデル ( デバイスの提供するポートタイプと数 )。

例 : 
Machine Model FSM7328S 
24 = 24 10/100 ports
04 = 4 Uplink ports on front of switch

表 6- 4. 物理ポートデータのクイックスタートアップ

コマンド 詳細

show port all
(Privileged EXEC)

ポートを表示します。

slot/port

Type - ポートが特殊タイプのポートかどうかを示します。

Admin Mode - ポート制御管理状態を選択します。

Physical Mode - 希望のポート速度と二重モードを選択します。

Physical Status - ポート速度と二重モードを示します。

Link Status - リンクがアップか、またはダウンかを示します。

Link Trap - リンク状態が変化したときにトラップを送信するか
どうかを決定します。

LACP Mode - このポートで LACP が有効であるか、無効であるか
を表示します。
6-2 クイックスタートアップ
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6.2.3 ユーザーアカウント管理のクイックスタートアップ
表 6- 5. ユーザーアカウント管理のクイックスタートアップ

コマンド 詳細

show users

(Privileged EXEC)
スイッチにアクセスを許可されているすべてのユー
ザーを表示します。

Access Mode - ユーザーがスイッチのパラメータを変
更可能かどうか ( 読取 /書込 )、または読み取りのみ
可能であるか ( 読取専用 ) を示します。 
工場出荷時の初期設定では、admin は読取 /書込権限
があり、guest は読取専用権限があります。読取 /書
込ユーザーは 1名のみ、読取専用ユーザーは 5名ま
でです。

show loginsession

(User EXEC)
すべてのログインセッション情報を表示します。

users passwd <username>
(Global Config)

ログインに必要なパスワードの設定および変更を可
能にします。
コマンドが実行されると、古いパスワードを入力す
るよう要求するプロンプトが表示されます。古いパ
スワードがない場合は、空白のままで結構です。オ
ペレーターは [Enter] を押してコマンドを実行しま
す。 
次に、ユーザーに新しいパスワードの入力を求める
プロンプトが表示され、新しいパスワードを確認入
力するプロンプトが表示されます。新しいパスワー
ドとパスワード確認が一致すると、メッセージが表
示されます。 
ユーザーパスワードは最大 8文字です。

copy system:running-config 
nvram:startup-config
(Privileged EXEC)

パスワードおよびその他の変更をデバイスに保存し
ます。
config を保存しないと、スイッチの電源が切れたと
き、またはスイッチをリセットしたときに、すべて
の構成が失われます。

 logout
(User EXEC および Privileged 
EXEC)

ユーザーはスイッチからログアウトします。
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6.2.4 IP アドレスのクイックスタートアップ

ネットワークパラメータを表示するには、以下の 3 つの方法によりデバイスにア
クセスすることができます。

･ Simple Network Management Protocol - SNMP

･ Telnet

･ ウェブブラウザ

注：ユーザーはネットワークパラメータを構成した後、copy 
system:running-config nvram:startup-config を実行し、構成が
失われないよう図ります。

表 6- 6. スイッチをレイヤー 2 デバイスとして使用し、IP アドレスをクイックスタート
アップ

コマンド 詳細

show network
(User EXEC)

ネットワーク構成を表示します。

IP Address - インターフェースの IP アドレスです。 
既定の IP は 0.0.0.0 です。

Subnet Mask - インターフェースの IP サブネットマスクです。
既定値は 0.0.0.0 です。

Default Gateway - このインターフェースのデフォルトゲート
ウェイです。
既定値は 0.0.0.0 です。

Burned in MAC Address - インバンド接続で使用されている 
Burned in MAC アドレスです。

Locally Administered MAC Address - ローカル管理の MAC アド
レスを許可するための構成です。

MAC Address Type - インバンド接続にどの MAC アドレスを使用
するかを指定します。

Network Configurations Protocol Current - どのネットワーク
プロトコルが使用されているかを示します。 
既定値はなしです。

Management VLAN Id - VLAN id を指定します。

Web Mode - HTTP/Web が有効になっているかどうかを示します。

Java Mode - JAVA モードが有効になっているかどうかを示しま
す。

network parms 
(Privileged EXEC)

network parms <ipaddr> <netmask> [<gateway>]
6-4 クイックスタートアップ

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 の範囲内の IP アドレス。

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 の範囲内のサブネットマスク。

0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 の範囲内のゲートウェイアドレス。

注：上表で network に割り当てられた IP アドレスはルーティング不可
です。ルータブルインターフェースを通して管理 CPU にアクセス
したい場合、ip コマンドを使用してください。

表 6- 7. スイッチをレイヤー 3 デバイスとして使用し、IP アドレスをクイックスタート
アップ

コマンド 詳細

# vlan data base VLAN 構成モードに入ります。

(vlan) # vlan routing 1 VLAN ルーティングインターフェース
を有効化し、"0/2/1" が作成されま
す。

(vlan) # exit VLAN 構成モードを終了します。

# config グローバル構成モードに入ります。

(config) # ip routing グローバル　IP ルーティングモード
を有効にします。

(config) # interface 0/2/1 インターフェース構成モードに入り
ます。

(config) # ip address <ip addr> <netmask> 希望の IP アドレスとネットマスク
に入ります。

(config) # exit グローバル構成モードを終了します。

表 6- 6. スイッチをレイヤー 2 デバイスとして使用し、IP アドレスをクイックスタート
アップ ( 続 )

コマンド 詳細
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6.2.5 スイッチからアウトバンド PC へのアップロードのクイック
スタートアップ (XMODEM のみ )

6.2.6 アウトバンドからスイッチへのダウンロードのクイックス
タートアップ (XMODEM のみ )

表 6- 8. スイッチからアウトバンド PC へのアップロードのクイックスタートアップ 
(XMODEM)

コマンド 詳細

copy {
nvram:startup-config | 
nvram:errorlog | 
nvram:msglog | 
nvram:traplog} <url>

タイプは以下の通り :

config - 構成ファイル

errorlog - エラーログ

system trace - システムトレース

traplog - トラップログ

URL は以下のとおり指定します :

xmodem:filepath/fileName

これでアップロードが始まり、アップロードモード
とタイプが表示され、アップロードが実行されてい
ることが確認できます。
例 : 
ハイパーターミナルを使用している場合、ファイル
が PC により受信されるかどうかを指定する必要が
あります。

表 6- 9. アウトバンドからスイッチへのダウンロードのクイックスタートアップ 
(XMODEM のみ )

コマンド 詳細

copy <url> {nvram:startup-config | 
system:image}

ダウンロードのデータタイプをイメージまた
は config ファイルに設定します。
URL は以下のとおり指定します :
xmodem:filepath/fileName

例 : 
ハイパーターミナルを使用している場合、
ユーザーはどのファイルをスイッチに送信す
るかを指定する必要があります。
コードがダウンロードされると、スイッチは
自動的に再起動します。
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6.2.7 TFTP サーバからのダウンロードのクイックスタートアップ

TFTP サーバのダウンロードを始める前に、オペレーターは IP アドレスのク
イックスタートアップを完了する必要があります。

6.2.8 工場初期設定のクイックスタートアップ

表 6- 10. TFTP サーバからのダウンロードのクイックスタートアップ

コマンド 詳細

copy <url> {nvram:startup-config | 
system:image}

ダウンロードのデータタイプをイメージま
たは config ファイルに設定します。
URL は以下のとおり指定します :
tftp://ipAddr/filepath/fileName.
nvram:startup-config オプションは、TFTP 
と system:image オプションを使ってコー
ドファイルをダウンロードします。

表 6- 11. 工場初期設定のクイックスタートアップ

コマンド 詳細

 clear config スイッチのすべての構成を消去するプロンプトが表示され
たら、yes と入力します。

copy system:running-config 
nvram:startup-config

スイッチの構成を保存するかどうかを尋ねるプロンプトが
表示されたら、yes と入力します。

reload OR Cold Boot the 
Switch

システムを再起動するかどうかを尋ねるプロンプトが表示
されたら、yes と入力します。
スイッチをリセットするか、コールドブートするかはユー
ザーが決定します。いずれも効果的に働きます。
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第 7 章
モードベース CLI

CLI はすべてのコマンドを、コマンドの性質に基づき適切なモードにグループ化
します。CLI コマンドモードのサンプルは以下で説明しています。各コマンド
モードは特定の 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア コマンドを
サポートしています。 

･ User Exec モード

･ Privileged Exec モード

･ Global Config モード

･ Vlan モード

･ Interface Config モード

･ Line Config モード

･ Policy Map モード

･ Policy Class モード

･ Class Map モード

･ Router Config RIP モード

･ DHCP Pool Configuration モード

以下のコマンドモード表は、コマンドモード、このモードに表示されているプロ
ンプト、このモードの終了方法を示しています。

表 7- 12. コマンドモード 

コマンドモード アクセス方法 プロンプト
終了または次のモード
へのアクセス

User Exec モード これは、 初のレベル
のアクセスです。基本
的なタスクを実行し、
システム情報を表示し
ます。

Switch> ログアウトコマンドを
入力します。

Privileged Exec モー
ド

User Exec モードから 
enable  コマンドを入
力します。

Switch# このモードを終了する
には、exit と入力する
か、[Ctrl] + Z を押し
ます。
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VLAN モード Privileged User Exec 
モードから vlan 
database  コマンドを
入力します。

Switch (Vlan) # Privileged Exec モー
ドを終了するには、終
了コマンドを入力する
か、または [Ctrl] + Z 
を押して User Exec 
モードに切り替えます。

Global Config モード Privileged Exec モー
ドから configure コマ
ンドを入力します。

Switch (Config)# Privileged Exec モー
ドを終了するには、終
了コマンドを入力する
か、または [Ctrl] + Z 
を押して User Exec 
モードに切り替えます。

Interface Config モー
ド

Global Configuration 
モードから、interface 
config <slot/port>  コ
マンドを入力します。

Switch (Interface-"if 
number")#

Global Config モード
を終了するには、exit 
と入力します。User 
EXEC モードに戻るに
は、[Ctrl] + Z を押し
ます。

Line Config モード Global Configuration 
モードから lineconfig 
コマンドを入力します。

Switch (line) # Global Config モード
を終了するには、exit 
と入力します。User 
EXEC モードに戻るに
は、[Ctrl] + Z を押し
ます。

Policy Map モード Global Configuration 
モードから policy map 
コマンドを入力します。

Switch (Config-
policy-map)#

Global Config モード
を終了するには、exit 
と入力します。User 
EXEC モードに戻るに
は、[Ctrl] + Z を押し
ます。

Policy Class モード Policy Map モードから 
class コマンドを入力
します。

Switch (Config-
policy- classmap)#

Policy Map モードを終
了するには、exit と入
力します。User EXEC 
モードに戻るには、
[Ctrl] + Z を押しま
す。

表 7- 12. コマンドモード  ( 続 )

コマンドモード アクセス方法 プロンプト
終了または次のモード
へのアクセス
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Class Map モード Global Config モード
から class-map コマン
ドを入力します。

Switch (Config-class-
map)#

Global Config モード
を終了するには、exit 
と入力します。User 
EXEC モードに戻るに
は、[Ctrl] + Z を押し
ます。

Router Config RIP 
モード

Global Config モード
から router rip コマン
ドを入力します。

Switch (Config-
router)#

Global Config モード
を終了するには、exit 
と入力します。User 
EXEC モードに戻るに
は、[Ctrl] + Z を押し
ます。

DHCP Pool 
Configuration モード

Global Configuration 
モードから ip dhcp 
pool <pool-name> コ
マンドを入力します。

Routing (Config-dhcp-
pool)

Global Configuration 
モードを終了するには、
exit と入力します。
User EXEC モードに戻
るには、[Ctrl] + Z を
押します。

表 7- 12. コマンドモード  ( 続 )

コマンドモード アクセス方法 プロンプト
終了または次のモード
へのアクセス
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7.1 モードベース･トポロジー

CLI ツリーは、インターフェースに基づきコマンドが利用可能となるモードコン
セプトの上に構築されています。一部のモードはモードベース CLI 図 7- 1 に示
されています。

図 7- 1

User Exec

ROOT 

はい 

いいえ Exec プロン

プトに戻る 

Global ConfigVLAN 

権限あり 

User Exec コマンドは、

Privileged Exec モードで

もアクセス可能です。. 

Bwp Policy Map Interface

Class Map Line Config Router Config

Circuit Config 

IP Config 

有効 

正しい 
パスワード 
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Privileged Exec モード以下でのすべてのコマンドに対するアクセスは、パス
ワードで制限されています。
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7.1 モードベースコマンド階層

CLI は様々なモードに分かれています。1 つのモードのコマンドは、オペレー
ターが別のモードに切り替えるまで使用できません。(ただし、User Exec モー
ドコマンドは例外です )。User Exec モードコマンドは、Privileged Exec モー
ドでも実行することができます。

オペレーターが使用可能なコマンドは、現在のモードにより異なります。CLI プ
ロンプトに疑問符 (?) を入力すると、使用可能なコマンドのリストと説明が表
示されます。

CLI には以下のモードがあります :

User Exec Mode  オペレーターが CLI にログインしたときの初期モード
は User Exec モードです。User Exec モードで使用可
能なコマンドは限られています。このレベルで表示さ
れるコマンドプロンプト :

Command Prompt:$(Exec)> 

Privileged Exec 
Mode  すべてのコマンドにアクセスするためには、オペレー

タは Privileged Exec モードに入らなければなりませ
ん。Privileged Exec モードはパスワード認証が必要
です。オペレーターは、Privileged Exec モードから
すべての Exec コマンドを発行することができ、また 
Global Configuration モードに入ることもできます。
このレベルで表示されるコマンドプロンプト :

Command Prompt:$(Exec)# 

Global Config 
Mode  このモードでは、オペレーターは構成実行の変更を行

うことができます。一般のセットアップコマンドはこ
のモードにグループ化されています。オペレーターは、
Global Configuration モードから System 
Configuration モード、Physical Port config、
Interface Configuration モード、Protocol Specific 
モードに入ることができます。このレベルのコマンド
プロンプト :

Command Prompt:$(Config)#

Global Config モードから以下の config モードに入ることができます :
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VLAN Mode  このモードは、VLAN に関するすべてのコマンドをグ
ループ化します。このレベルで表示されるコマンドプ
ロンプト :

Command Prompt:$(VLAN)#

Interface Config 
Mode  特定のインターフェースに対し、様々な機能が有効に

なっています。Interface コマンドは、インター
フェースの操作を有効化したり、変更したりすること
ができます。

このモードでは、特定の論理接続操作に対し物理ポー
トが設定されます。Interface Config モードは、ルー
タインターフェース構成コマンドへのアクセスを提供
します。このレベルのコマンドプロンプト :

Command Prompt:$(Interface <slot/port>)#

Global Configuration モードで入力された Interface 
Configuration コマンドの結果プロンプトは以下のと
おりです :

$(Config)# interface 2/1

$(Interface 2/1)#

Line Config 
Mode  このモードでは、オペレーターがコンソールインター

フェースを構成することができます。オペレーターは
シリアルコンソール、または Telnet で使われている
仮想ターミナルからインターフェースを構成すること
ができます。このレベルのコマンドプロンプト :

Command Prompt:$(Line)#

Policy Map Mode  Policy Map コマンドを使用すると、QoS ポリシーマッ
プ構成モードにアクセスし、QoS ポリシーマップを構
成することができます。

$(Config)# policy-map

Command Prompt:$(Config policy-map)#

Policy Class 
Mode  "class" コマンドを使用すると、QoS ポリシー -クラ

スモードにアクセスし、QoS ポリシーマップを構成す
ることができます。

$(Config-policy-map)# class

Command Prompt:$(Config - policy-classmap)#
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Class Map Mode  このモードには、クラス作成 / 削除と一致コマンドが
含まれています。クラス一致コマンドはレイヤー 2、
レイヤー 3、一般一致基準を指定します。Class Map 
コマンドを使用すると、QoS クラスマップ構成モード
にアクセスし、QoS クラスマップを構成することがで
きます。

$(Config)# class map

Command Prompt:$(Config - class)#

Router Config RIP 
Mode  このモードでは、オペレーターはルータ RIP 構成コマ

ンドにアクセスすることができます。このレベルのコ
マンドプロンプト : 

$(Config)# router rip

Command Prompt:$(Config-router)#

DHCP Pool 
Configuration 
Mode  ip dhcp プール <pool-name> コマンドを使い、DHCP 

Pool Config モードにアクセスします。

$(Config)# ip dhcp pool <pool-name>

Command Prompt:(Config-dhcp-pool)#
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7.2 操作の流れ

このセクションでは、CLI の操作の流れを説明しています。

1. オペレータが CLI セッションにログインすると、まず User Exec モードに
入ります。User Exec モードで、画面には $(exec)> プロンプトが表示され
ます。

オペレーターがコマンドを入力し、<ENTER> を押すと、随時構文解析のプロ
セスがスタートします。目的のコマンドについて、コマンとツリー内が検索
されます。コマンドが見つからない場合、出力メッセージは原因エントリが
どこから始まったのかを示します。たとえば、コマンドノード A にコマン
ド "show arp brief" があり、しかしオペレーターが "show arpp brief" を
実行しようとすると、出力メッセージは $(exec)> show arpp brief^$%Invalid 
input detected at '^' marker のようになります。オペレーターがコマンドに
無効なパラメーターを入力した場合、無効なメッセージが削除されたことを
告げるメッセージが送信されます。出力のレイアウトは以下で示していま
す。

すべての必須パラメータが入力されると、その他の追加パラメータはオプ
ショナルパラメータとして処理されます。パラメータがどれも認識されない
場合、構文エラーメッセージが表示されます。 

2. コマンドが正常に解析され、確認された後、実行のコントロールは対応する 
CLI コールバック機能へと移ります。

3. 必須パラメータについては、必須パラメータが表示されるまでコマンドツ
リーが展開します。コールバック機能は、すべての必須パラメータが提供さ
れたときにだけ実行されます。オプショナルパラメータについては、必須パ
ラメータとオプショナルパラメータが表示されるまでコマンドツリーが展開
します。ただし、コールバック機能は必須パラメータが取得されたノードに
関連付けられます。コールバック機能はこの後、オプショナルパラメータを
処理します。

図 7- 2

(exec) #show arpp brief 
      ^ 
%Invalid input detected at ‘^’ marker. 
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4. コントロールがコールバック機能に達すると、コールバック機能はオペレー
ターにより入力されたパラメータに関する情報を完了します。 
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7.1 コマンドの "NO" 形式

"No" は既存のコマンドの特定形式であり、新しい、または異なるコマンドを表
しません。構成コマンドのみが "NO" 形式で利用可能となります。"NO" 形式の
働きとサポート詳細は、マッピングシートの一部から取得することができます。
マッピングシートは 付録 A, IS CLI マッピングセクションに含まれています。

7.1.1 "NO" 形式のサポート

ほとんどすべての構成コマンドには "No" 形式があります。一般に、コマンドの
動作を逆転させたり、値を既定値にリセットする場合に NO 形式を使用します。
たとえば、"no shutdown interface" 構成コマンドは、インターフェースの
シャットダウンを逆転させます。キーワード "No" のないコマンドを使用する
と、機能を再有効化または無効化したり、既定で無効になっていた機能を有効に
することができます。

7.1.2 コマンドヘルプ ("?") の働き

"NO" 形式は既存のコマンドの特定形式として扱われ、新しい、または異なるコ
マンドを表しません。 つまり、"?" とヘルプテキストの働きは、"NO" 形式と同
じだということになります。

･ ヘルプメッセージはすべての形式のコマンドに対して同様です。 ヘルプの文
字列は、"NO" 形式の働きに関する詳細で増加する場合があります。

･ "?" の (no config interface?) と (no config inte?) のケースでは、表示
されるオプションは "no" トークンが指定されていない場合と同様です。
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第 8章
スイッチングコマンド

この章では、スイッチングコマンドに関する詳細説明を提供しています。コマン
ドは 5 つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチからコ
ピーしたり、保存したりします。 

･ 消去コマンドは一部またはすべての設定を工場出荷時の初期設定に戻しま
す。 

この章には、以下の構成タイプが含まれます : 

･ システム情報と統計コマンド

･ システム管理コマンド

･ デバイス構成コマンド

･ ユーザーアカウント管理コマンド

･ セキュリティコマンド

･ システムユーティリティ

8.1 システム情報と統計コマンド

この章では、ソフトウェアプラットフォームコマンドに関する詳細説明を提供し
ています。コマンドは 5つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチからコ
ピーしたり、保存したりします。 
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･ 消去コマンドは一部またはすべての設定を工場出荷時の初期設定に戻しま
す。 

8.1.1 show arp switch

このコマンドは、スイッチとその他のデバイスとの間の接続を表示します。
Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュは、スイッチと通信している 
IP ステーションの MAC アドレスを識別します。

形式  show arp switch

モード  Privileged EXEC 

MAC Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、ユ
ニキャストの MAC アドレスです。形式は 6つの 2桁
16 進法数字をコロンで区切ったもので、
01:23:45:67:89:AB のようになります。

IP Address  各インターフェースに割り当てられた IP アドレスで
す。

slot/port   スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

8.1.2 show eventlog 

このコマンドは、システムからのエラーメッセージを含むイベントログを表示し
ます。イベントログは、システムをリセットしても消去されません。

形式  show eventlog

モード  Privileged EXEC 

File  イベントが発生したファイル。 

Line  イベントの行数です。

Task Id  イベントのタスク ID です。 

Code  イベントコードです。 

Time  イベントが発生した時刻です。 

注：イベントログ情報はスイッチがリセットされても維持されます。

8.1.3 show hardware

このコマンドは、スイッチのインベントリ情報を表示します。
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形式  show hardware 

モード  Privileged EXEC

Switch 
Description  スイッチの製品名を識別するために使われるテキスト

です。

Machine Type  Vital Product Data で定義されたとおりのマシンモデ
ルを指定します。

Machine Model  Vital Product Data で定義されたとおりのマシンモデ
ルを指定します。

Serial Number  このスイッチの唯一のボックスシリアルナンバーです。

FRU Number  フィールド交換ユニットナンバーです。

Part Number  製造パートナンバーです。

Maintenance 
Level  ソフトウェアにとって重要なハードウェアの変更を示

します。

Manufacturer  製造元を記します。

Burned in MAC 
Address  一般的に割り当てられるネットワークアドレスです。

Software 
Version  現在スイッチで実行されているコードのリリース、

バージョン、改訂ナンバーです。

Operating 
System  現在スイッチで実行中の OS です。

Network 
Processing 
Elemen  プロセッサのマイクロコードタイプです。 

Additional 
Packages  BGP-4 や Multicast など、このシステムに組み込まれ

ている追加パッケージを表示します。

8.1.4 show interface

このコマンドは、引数に基づき特定ポートの統計、またはすべての CPU トラ
フィックのカウントを表示します。

形式  show interface {<slot/port> | switchport}
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モード  Privileged EXEC

引数が ' <slot/port>' の場合、表示パラメータは以下のとおりです :

Packets Received 
Without Error  プロセッサにより受信されたパケット ( ブロードキャ

ストパケットやマルチキャストパケットを含む ) の合
計数です。 

Packets Received 
With Error  パケットが高レイヤープロトコルへ配信されるのを遮

断するエラーが含まれていた着信パケット数です。 

Broadcast 
Packets 
Received  ブロードキャストアドレスに向けられ、受信されたパ

ケットの合計数です。これにはマルチキャストパケッ
トは含まれません。 

Packets 
Transmitted 
Without Error  インターフェースから送信されたパケットの合計数で

す。 

Transmit Packets 
Errors  エラーのために送信されなかった送信パケット数です。 

Collisions 
Frames  この Ethernet セグメントにおけるコリジョン合計数

の推定量です。 

Time Since 
Counters Last 
Cleared  このポートの統計が前回クリアされてからの経過時間

を日数、時間数、分数、秒数で表します。

引数が 'switchport' の場合、表示パラメータは以下のとおりです :

Packets Received 
Without Error  プロセッサにより受信されたパケット ( ブロードキャ

ストパケットやマルチキャストパケットを含む ) の合
計数です。 
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Broadcast 
Packets 
Received  ブロードキャストアドレスに向けられ、受信されたパ

ケットの合計数です。これにはマルチキャストパケッ
トは含まれません。 

Packets Received 
With Error  パケットが高レイヤープロトコルへ配信されるのを遮

断するエラーが含まれていた着信パケット数です。 

Packets 
Transmitted 
Without Error  インターフェースから送信されたパケットの合計数で

す。 

Broadcast 
Packets 
Transmitted  上位レベルのプロトコルがブロードキャストアドレス

に送信するよう要求したパケットの合計数です。廃棄
されたものや送信されなかったものを含みます。 

Transmit Packet 
Errors  エラーのために送信されなかった送信パケット数です。 

Address Entries 
Currently In Use  スイッチで現在有効となっている転送データベースア

ドレステーブルのエントリの合計数です。学習および
静的エントリを含みます。 

VLAN Entries 
Currently In Use  現在 VLAN テーブルを占有している VLAN エントリ数で

す。 

Time Since 
Counters Last 
Cleared  このスイッチの統計が前回クリアされてからの経過時

間を日数、時間数、分数、秒数で表します。 

8.1.5 show interface ethernet

このコマンドは、引数に基づき、特定ポートまたはすべての CPU トラフィック
の詳細統計を表示します。

形式  show interface ethernet {<slot/port> | 
switchport}

モード  Privileged EXEC 
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引数が ' <slot/port>' の場合、表示パラメータは以下のとおりです :

Packets 
Received  Octets Received - ネットワーク上で受信されたデータ 

( 不良パケットを含む ) の合計オクテット数です ( フ
レーミングビットは除きますが、Frame Check 
Sequence (FCS) オクテットを含みます )。このオブ
ジェクトは Ethernet 活用の合理的な見積もりとして
使用することができます。より高い精度を希望する場
合、共通間隔の前後で etherStatsPkts と 
etherStatsOctets オブジェクトをサンプリングする必
要があります。----- この数式の結果は、Ethernet セ
グメントの利用割合である利用値を、0から 100 パー
セントで表したものです。 

Packets Received < 64 Octets - 受信された、長さが < 
64 オクテットのパケット ( 不良パケットを含む ) の
合計数です ( フレーミングビットは除きますが、FCS 
オクテットを含みます )。 

Packets Received 64 Octets - 受信された、長さが 64 
オクテットのパケット ( 不良パケットを含む ) の合計
数です ( フレーミングビットは除きますが、FCS オク
テットを含みます )。 

Packets Received 65-127 Octets - 受信された、長さが 
65 ～ 127 オクテット ( を含む ) のパケット ( 不良パ
ケットを含む ) の合計数です ( フレーミングビットは
除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received 128-255 Octets - 受信された、長さが 
128 ～ 255 オクテット ( を含む ) のパケット ( 不良パ
ケットを含む ) の合計数です ( フレーミングビットは
除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received 256-511 Octets - 受信された、長さが 
256 ～ 511 オクテット ( を含む ) のパケット ( 不良パ
ケットを含む ) の合計数です ( フレーミングビットは
除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received 512-1023 Octets - 受信された、長さ
が 512 ～ 1023 オクテット ( を含む ) のパケット ( 不
良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミングビッ
トは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received 1024-1518 Octets - 受信された、長さ
が 1024 ～ 1518 オクテット ( を含む ) のパケット (
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不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミング
ビットは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received 1519-1522 Octets - 受信された、長さ
が 1519 ～ 1522 オクテット ( を含む ) のパケット (
不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミング
ビットは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Received > 1522 Octets - 受信された、長さが 
1522 オクテット以上のパケット ( フレーミングビッ
トは除きますが、FCS オクテットを含む ) およびその
他の適切なパケットの合計数です。 

Packets Received 
Successfully  Total - エラーなして受信されたパケットの合計数で

す。 

Unicast Packets Received - 上位レイヤープロトコルに
配信されたサブネット - ユニキャストパケットの数で
す。 

Multicast Packets Received - マルチキャストアドレス
に向けられ、受信された良好パケットの合計数です。
この数値には、ブロードキャストアドレスに向けられ
たパケットは含まれません。 

Broadcast Packets Received - ブロードキャストアドレ
スに向けられ、受信された良好パケットの合計数です。
これにはマルチキャストパケットは含まれません。 

Packets Received 
with MAC Errors  Total - パケットが高レイヤープロトコルへ配信され

るのを遮断するエラーが含まれていた着信パケットの
合計数です。 

Jabbers Received - 1518 オクテットよりも長く ( フ
レーミングビットを含むが、FCS オクテットを含まず
)、且つ整数オクテット数の不良 Frame Check 
Sequence (FCS)( 即ち FCS エラー ) または非整数オク
テット数の不良 FCS ( 配置エラー ) を含む受信された
パケットの合計数です。このジャバの定義は、IEEE-
802.3 セクション 8.2.1.5 (10BASE5) とセクション 
10.3.1.4 (10BASE2) では異なりますので、ご注意くだ
さい。これらの文書は、20ms を超えたパケット状況を
ジャバと定義しています。ジャバ検出の許容範囲は
20ms ～ 150ms です。
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Fragments/Undersize Received- 受信された、長さが 
64 オクテット以下のパケットの合計数です ( フレー
ミングビットは除きますが、FCS オクテットを含みま
す )。 

Alignment Errors - 64～1518 オクテット (を含む) の
長さ ( フレーミングビットは除きますが、FCS オク
テットを含む ) で受信されたパケットで、非整数のオ
クテット数の不良 FCS のあるパケットの合計数です。 

Rx FCS Errors - 64～1518 オクテット (を含む) の長
さ ( フレーミングビットは除きますが、FCS オクテッ
トを含む ) で受信されたパケットで、整数のオクテッ
ト数の不良 FCS のあるパケットの合計数です。 

Overruns - インフローに対応しきれず、このポートが
受信パケットでいっぱいになったときに廃棄されたフ
レームの合計数です。

Received Packets 
not forwarded  Total - 転送プロセスの際に廃棄された ( フィルタリ

ングなど )、有効な受信フレームのカウントです。 

Local Traffic Frames - ターゲットアドレスがこのポー
トの外に位置していたため、転送プロセスにおいてド
ロップされたフレームの合計数です。 

802.3x Pause Frames Received - PAUSE ( 一時停止 ) を
示すオペコードとともに、このインターフェースで受
信された MAC コントロールフレームのカウントです。
このカウンタは、インターフェースが半二重モードで
作動しているときは増加しません。 

Unacceptable Frame Type - 受入不能なフレームタイ
プのため、このポートから廃棄されたフレームの数で
す。 

VLAN Membership Mismatch - 入口のフィルタリング
のため、このポートで廃棄されたフレームの下図です。 

VLAN Viable Discards - VLAN テーブルのエントリが
変更されている 中、または VLAN が構成されていな
いうちに、特定の VLAN で検索が実行され、このポー
トで廃棄されたフレームの数です。 

Multicast Tree Viable Discards - マルチキャストツ
リーが変更されている 中に、マルチキャストツリー
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で VLAN の検索が実行され、廃棄されたフレームの数
です。 

Reserved Address Discards - IEEE 802.1 予約済みアド
レスとして指定され、システムにサポートされていな
い、廃棄されたフレームの数です。 

Broadcast Storm Recovery - ブロードキャストストー
ムリカバリが有効なときに FF:FF:FF:FF:FF:FF として
指定されており、廃棄されたフレームの数です。 

CFI Discards - CFI ビットセットを持ち、RIF のアド
レスが非標準的な形式な、廃棄されたフレームの数で
す。 

Upstream Threshold - パケットの優先レベルで利用可
能なセル記述が不足していたために廃棄されたフレー
ムの数です。 

Packets 
Transmitted 
Octets  Total Bytes - ネットワーク上で受信されたデータ ( 不

良パケットを含む ) の合計オクテット数です ( フレー
ミングビットは除きますが、FCS オクテットを含みま
す )。このオブジェクトは Ethernet 活用の合理的な
見積もりとして使用することができます。より高い精
度を希望する場合、共通間隔の前後で etherStatsPkts 
と etherStatsOctets オブジェクトをサンプリングす
る必要があります。 

Packets Transmitted 64 Octets - 受信された、長さが 
64 オクテットのパケット ( 不良パケットを含む ) の
合計数です ( フレーミングビットは除きますが、FCS 
オクテットを含みます )。 

Packets Transmitted 65-127 Octets - 受信された、長さ
が 65 ～ 127 オクテット ( を含む ) のパケット ( 不良
パケットを含む ) の合計数です ( フレーミングビット
は除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Transmitted 128-255 Octets - 受信された、長
さが 128 ～ 255 オクテット ( を含む ) のパケット (
不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミング
ビットは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Transmitted 256-511 Octets - 受信された、長
さが 256 ～ 511 オクテット ( を含む ) のパケット (
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不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミング
ビットは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Transmitted 512-1023 Octets - 受信された、長
さが 512 ～ 1023 オクテット ( を含む ) のパケット (
不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミング
ビットは除きますが、FCS オクテットを含みます )。 

Packets Transmitted 1024-1518 Octets - 受信された、
長さが 1024 ～ 1518 オクテット ( を含む ) のパケッ
ト ( 不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミ
ングビットは除きますが、FCS オクテットを含みます
)。 

Packets Transmitted 1519-1522 Octets - 受信された、
長さが 1519 ～ 1522 オクテット ( を含む ) のパケッ
ト ( 不良パケットを含む ) の合計数です ( フレーミ
ングビットは除きますが、FCS オクテットを含みます
)。 

Max Info - このポートが受信または送信する Info (
非 Mac) フィールドの 大サイズです。 

Packets 
Transmitted 
Successfully  Total - このポートからセグメントに送信されたフ

レームの数です。 

Unicast Packets Transmitted - 上位レベルのプロトコ
ルがサブネットワーク - ユニキャストアドレスに送信
するよう要求したパケットの合計数です。廃棄された
ものや送信されなかったものを含みます。 

Multicast Packets Transmitted - 上位レベルのプロトコ
ルがマルチキャストアドレスに送信するよう要求した
パケットの合計数です。廃棄されたものや送信されな
かったものを含みます。 

Broadcast Packets Transmitted - 上位レベルのプロト
コルがブロードキャストアドレスに送信するよう要求
したパケットの合計数です。廃棄されたものや送信さ
れなかったものを含みます。 

Transmit Errors  Total Errors - シングル、マルチ、超過コリジョンの
合計です。 

Tx FCS Errors - 64～1518 オクテット (を含む) の長
さ ( フレーミングビットは除きますが、FCS オクテッ
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トを含む ) で送信されたパケットで、整数のオクテッ
ト数の不良 FCS のあるパケットの合計数です。 

Oversized - 許容フレームサイズを超過したフレーム
の合計数です。このカウンタは、10 Mb/s で 1 秒あた
り 815 カウントの 大増加率を持ちます。 

Underrun Errors - フレーム送信中に送信 FIFO バッ
ファが空になったため、廃棄されたフレームの合計数
です。 

Transmit 
Discards  Total Discards - 廃棄されたシングルコリジョンフ

レーム、マルチコリジョンフレーム、超過フレームの
合計です。 

Single Collision Frames - ちょうど 1つのコリジョンに
より転送が制御されている特定のインターフェース上
で、正常に転送されたフレームのカウント数です。 

Multiple Collision Frames - 1 つ以上のコリジョンによ
り転送が制御されている特定のインターフェース上で、
正常に転送されたフレームのカウント数です。 

Excessive Collisions - 超過コリジョンが原因で、特定
のインターフェースにおける送信ができなかったフ
レームのカウントです。 

Port Membership - 出口のフィルタリングが有効に
なっているため、このポート出口で廃棄されたフレー
ムの数です。 

VLAN Viable Discards - VLAN テーブルのエントリが
変更されている 中、または VLAN が構成されていな
いうちに、特定の VLAN で検索が実行され、このポー
トで廃棄されたフレームの数です。 

Protocol 
Statistics  BPDU's received - スパニングツリーレイヤーで受信

された BPDU (Bridge Protocol Data Units) のカウン
トです。 

BPDU's Transmitted - スパニングツリーレイヤーで送
信された BPDU (Bridge Protocol Data Units) のカウ
ントです。 

受信された 802.3x 一時停止フレーム - PAUSE ( 一時
停止 ) を示すオペコードとともに、このインター
フェースで受信された MAC コントロールフレームのカ
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ウントです。このカウンタは、インターフェースが半
二重モードで作動しているときは増加しません。 

GVRP PDU's Received - GARP レイヤーで受信された 
GVRP PDU のカウントです。

GVRP PDU's Transmitted - GARP レイヤーで送信され
た GVRP PDU のカウントです。 

GVRP Failed Registrations - 完了できなかった GVRP 
登録の試行回数です。 

GMRP PDU's received - GARP レイヤーで受信された 
GMRP PDU のカウントです。 

GMRP PDU's Transmitted - GARP レイヤーで送信され
た GMRP PDU のカウントです。 

GMRP Failed Registrations - 完了できなかった GMRP 
登録の試行回数です。 

STP BPDUs Transmitted - 送信された Spanning Tree 
Protocol Bridge Protocol Data Units (STP BPDU) で
す。

STP BPDUs Received - 受信された Spanning Tree 
Protocol Bridge Protocol Data Units (STP BPDU) で
す。

ST BPDUs Transmitted - 送信された Rapid Spanning 
Tree Protocol Bridge Protocol Data Units  (RST 
BPDU) です。

RSTP BPDUs Received - 受信された Rapid Spanning 
Tree Protocol Bridge Protocol Data Units (RSTP 
BPDU) です。

MSTP BPDUs Transmitted - 送信された Multiple 
Spanning Tree Protocol Bridge Protocol Data Units 
(MSTP BPDU) です。

MSTP BPDUs Received - 受信された Multiple 
Spanning Tree Protocol Bridge Protocol Data Units 
(STP BPDU) です。

Dot1x Statistics  EAPOL Frames Received - この認証コードにより受信
されたすべてのタイプの有効な EAPOL フレームの数で
す。 

EAPOL Frames Transmitted - この認証コードにより
送信されたすべてのタイプの EAPOL フレームの数で
す。
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Time Since 
Counters Last 
Cleared  このポートの統計が前回クリアされてからの経過時間

を日数、時間数、分数、秒数で表します。 

  引数が 'switchport' の場合、表示パラメータは以下の
とおりです :

Octets Received - プロセッサにより受信されたデータ
の合計オクテット数です ( フレーミングビットは除き
ますが、FCS オクテットを含みます )。 

Total Packets Received Without Error- プロセッサによ
り受信されたパケット ( ブロードキャストパケットや
マルチキャストパケットを含む ) の合計数です。 

Unicast Packets Received - 上位レイヤープロトコルに
配信されたサブネット - ユニキャストパケットの数で
す。 

Multicast Packets Received - マルチキャストアドレス
に向けられ、受信されたパケットの合計数です。この
数値には、ブロードキャストアドレスに向けられたパ
ケットは含まれません。 

Broadcast Packets Received - ブロードキャストアドレ
スに向けられ、受信されたパケットの合計数です。こ
れにはマルチキャストパケットは含まれません。 

Receive Packets Discarded - パケットを上位レイヤー
プロトコルへ配信することを遮断するエラーは検出さ
れなかったものの、廃棄対象として選択された着信パ
ケットの数です。パケット廃棄の理由としては、バッ
ファ領域を解放するためと考えられます。 

Octets Transmitted - インターフェースから送信され
たオクテットの合計数で、フレーミング文字を含みま
す。 

エラーなしで送信されたパケット - インターフェース
から送信されたパケットの合計数です。 

送信されたユニキャストパケット - 上位レベルのプロ
トコルがサブネットワーク -ユニキャストアドレスに
送信するよう要求したパケットの合計数です。廃棄さ
れたものや送信されなかったものを含みます。 

Multicast Packets Transmitted - 上位レベルのプロトコ
ルがマルチキャストアドレスに送信するよう要求した
スイッチングコマンド 8-13

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
パケットの合計数です。廃棄されたものや送信されな
かったものを含みます。 

Broadcast Packets Transmitted - 上位レベルのプロト
コルがブロードキャストアドレスに送信するよう要求
したパケットの合計数です。廃棄されたものや送信さ
れなかったものを含みます。 

Transmit Packets Discarded - パケットを上位レイヤー
プロトコルへ配信することを遮断するエラーは検出さ
れなかったものの、廃棄対象として選択された送信パ
ケットの数です。パケット廃棄の理由としては、バッ
ファ領域を解放するためと考えられます。 

  Most Address Entries Ever Used - 近の起動以降、こ
のスイッチにより学習された転送データベースアドレ
ステーブルエントリの 高数です。 

使用中のアドレスエントリ -このスイッチに対する、
転送データベースアドレステーブルの学習または静的
エントリ数です。 

  Maximum VLAN Entries - このスイッチで許可されて
いる Virtual LANs (VLANs) の 大数です。 

も使用された VLAN エントリ ・前回の起動以降、こ
のスイッチで有効となっていた VLAN の 高数です。 

Static VLAN Entries - 現在このスイッチで有効であ
り、静的に作成された VLAN エントリの数です。 

動的 VLAN エントリ - 現在このスイッチで有効であ
り、GVRP 登録により作成された VLAN エントリの数で
す。 

VLAN Deletes - 前回の起動以降、このスイッチで作成
され、削除された VLAN の数です。 

Time Since 
Counters Last 
Cleared  このスイッチの統計が前回クリアされてからの経過時

間を日数、時間数、分数、秒数で表します。 

8.1.6 show logging

このコマンドは、スイッチにより維持されているトラップログを表示します。ト
ラップログには、 大 256 エントリが含まれます。 

形式  show logging
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モード  Privileged EXEC 

Number of Traps 
since last reset  このデバイスが前回リセットされてから発生したト

ラップ数です。 

Number of Traps 
since log last 
displayed  トラップが前回表示されて以降に発生したトラップ数

です。いずれかの方法 ( ターミナルインターフェース
表示、ウェブ表示、スイッチからファイルをアップ
ロードなど ) でトラップを取得すると、このカウンタ
が 0 にリセットされます。

Log   このトラップの連続番号です。 

System Up Time  このトラップが発生したスイッチが前回再起動されて
以降の相対的時間です。 

Trap  このトラップの関連情報です。 

Note:  トラップログ情報はスイッチがリセットされると維持
されません。

8.1.7 show mac-addr-table

このコマンドは転送データベースエントリを表示します。パラメータなしでコマ
ンドが入力された場合、テーブル全体が表示されます。これは、オプショナルの 
all  パラメータを入力するのと同じです。代わりに、管理者は MAC アドレスを
入力して要求された MAC アドレスのテーブルエントリおよび要求された MAC ア
ドレスに続くすべてのエントリを表示することができます。

形式  show mac-addr-table [<macaddr> | all]

モード  Privileged EXEC 

Mac Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、ユ
ニキャストの MAC アドレスです。形式は 6つ、または
8つの 2桁 16 進法数字をコロンで区切ったもので、
01:23:45:67:89:AB のようになります。IVL システム
では、MAC アドレスは 8バイトとして表示されます。

Slot/Port  このアドレスが学習したポートです。

if Index  このオブジェクトは、このポートに関連するインター
フェーステーブルエントリの ifIndex を示します。

Status  このエントリの状態です。値の意味 :
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Static  静的 MAC アドレスが定義されたとき、システムまたは
ユーザにより対応するインスタンスの値が追加されま
した。再学習はできません。

Learned  受信トラフィックのソース MAC アドレスを観察するこ
とによって学習された対応インスタンスの値で、現在
使用中です。

Management  対応インスタンスの値 ( システム MAC アドレス ) は、
dot1dStaticAddress の既存のインスタンス値でもあり
ます。インターフェース 0/1 で識別され、ルーティン
グのため VLAN が有効な場合は使用中です。

Self  対応インスタンスの値はスイッチの物理インター
フェースの 1つのアドレスです (システム独自の MAC 
アドレス )。

GMRP Learned  対応インスタンスの値は GMRP を通して学習され、マ
ルチキャストに適用されます。

Other  対応インスタンスの値はその他のカテゴリには属しま
せん。

8.1.8 show msglog

このコマンドは、スイッチにより維持されているメッセージログを表示します。
メッセージログにはシステムトレース情報が含まれます。

トラップログには、 大 256 エントリが含まれます。 

形式  show msglog

モード  Privileged EXEC 

Message  記録されたメッセージです。 

8.1.9 show running-config

このコマンドは、スイッチでサポートされている様々なプロトコルパッケージの
現在の設定を表示します。このコマンドは、既定値とは異なるパラメータや値の
みを表示します。出力はスクリプト形式で表示され、同じ構成を持つ別のスイッ
チを構成する際に使用することができます。 

注：メッセージログ情報はスイッチがリセットされると維持されません。
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形式  show running-config

モード  Privileged EXEC 

8.1.10 show sysinfo

このコマンドはスイッチの情報を表示します。 

形式  show sysinfo 

モード  Privileged EXEC 

Switch 
Description  このスイッチを識別するためのテキストです。

System Name  このスイッチを識別するための名前です。

System 
Location  スイッチの場所を識別するためのテキストです。 大

31 文字の英数字を使用できます。工場出荷時は空白で
す。

System Contact  このスイッチに関する連絡先を識別するためのテキス
トです。 大 31 文字の英数字を使用できます。工場出
荷時は空白です。

System 
ObjectID  スイッチのエンタープライズ MIB のベースオブジェク

ト ID です。

System Up Time  スイッチが前回再起動してからの時間を日数、時間数、
分数で表します。

MIBs Supported   このエージェントによりサポートされている MIB のリ
ストです。

8.1.11 snmp-server 

このコマンドはスイッチの名前と物理的位置、およびネットワークを担当する機
関を設定します。名前、場所、コンタクトの範囲は 1 ～ 31 文字の英数字です。 

既定値  なし

形式  snmp-server {sysname <name> | location <loc> | contact 
<con>}

モード  Global Config
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8.2 システム管理コマンド

これらのコマンドはスイッチを管理し、現在の管理設定を表示します。コマンド
は 2つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.2.12 telnet

このコマンドは、リモートホストに対し新しい送信 telnet 接続を確立します。
host の値は有効な IP アドレスでなければなりません。port の有効値は 0 ～
65535 の範囲内の有効な 10 進法整数であり、既定値は 23 です。[debug] が使用
されている場合、現在有効な telnet オプションが表示されます。オプショナル
の line パラメータは、送信 telnet オペレーションモードを "linemode" に設
定します。既定では、オペレーションモードは 'character mode' となっていま
す。noecho オプションはローカルエコーを無効化します。

形式  telnet <host> [port] [debug] [line] [noecho]

モード  Privileged EXEC 

  User EXEC

8.2.13 transport input telnet

このコマンドは新しい telnet セッションを規制します。セッションが有効な場
合、これ以上セッションがなくなるまで、新しい telnet セッションを確立する
ことができます。セッションが無効な場合、新しい telnet セッションは確立さ
れません。確立されたセッションは、セッションが終了するか、または異常な
ネットワークエラーがセッションを終了するまで維持されます。

既定値  enabled

形式  transport input telnet

モード    Line Config

8.2.13.1  no transport input telnet

このコマンドは telnet セッションを無効化します。セッションが無効な場合、
新しい telnet セッションは確立されません。

形式  no transport input telnet

モード  Line Config
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8.2.14 transport output telnet

このコマンドは新しい送信 telnet 接続を規制します。有効な場合、許可されて
いる同時送信 tenlet セッションの 大数に達するまで、新しい送信 telnet 
セッションを確立することができます。無効になっていると、新しい送信 
telnet セッションは確立できません。確立されたセッションは、セッションが
終了するか、または異常なネットワークエラーがセッションを終了するまで維持
されます。

既定値  enabled

形式  transport output telnet

モード    Line Config

8.2.14.2  no transport output telnet

このコマンドは新しい送信 telnet 接続を無効化します。無効になっていると、
新しい送信 telnet 接続は確立できません。

形式  no transport output telnet

モード  Line Config
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8.2.15 session-limit

このコマンドは同時送信 telnet セッションの 大数を指定します。0 の値は、
送信 telnet セッションが確立できないことを意味します。

既定値  5

形式  session-limit <0-5>

モード  Line Config

8.2.15.3  no session-limit

このコマンドは、同時送信 telnet セッションの 大数を既定値に設定します。

形式  no session-limit

モード  Line Config

8.2.16 session-timeout

このコマンドは、送信 telnet セッションのタイムアウト値を設定します。タイ
ムアウト値の単位は分です。0 の値は、セッションが永久的に有効のままである
ことを意味します。

既定形式  session-timeout <0-160> 

モード  Line Config

8.2.16.4  no session-timeout

このコマンドは、送信 telnet セッションタイムアウト値を既定値に設定しま
す。タイムアウト値の単位は分です。

形式  no session-timeout

モード    Line Config
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8.2.17 bridge aging-time

このコマンドは、転送データベースアドレスのエイジングタイムアウトを秒で構
成します。IVL システムでは、[fdbid | all] パラメータが必要です。SVL シス
テムでは、[fdbid/all] パラメータは使用されず、入力しても無視されます。

既定値  300

形式  bridge aging-time <10-1,000,000> [fdbid | all] 

モード  Global Config

Seconds  <seconds> のパラメータは 10 ～ 1,000,000 秒の範囲で
設定します。 

Forwarding 
Database ID  Fdbid (Forwarding database ID) は、どの転送データ

ベースのエイジングタイムアウトが構成されているか
を示します。すべての転送データベースのエイジング
を構成する場合は、All オプションを使用します。SVL 
システムでは、[fdbid/all] パラメータは使用されず、
入力しても無視されます。

8.2.17.5  no bridge aging-time

このコマンドは、転送データベースアドレスのエイジングタイムアウトを 300 秒
に設定します。IVL システムでは、[fdbid | all] パラメータが必要です。SVL 
システムでは、[fdbid/all] パラメータは使用されず、入力しても無視されま
す。

形式  no bridge aging-time [fdbid | all]

モード  Global Config

Forwarding 
Database ID  Fdbid (Forwarding database ID) は、どの転送データ

ベースのエイジングタイムアウトが構成されているか
を示します。すべての転送データベースのエイジング
を構成する場合は、All を使用します。SVL システム
では、[fdbid/all] パラメータは使用されず、入力し
ても無視されます。

8.2.18 mtu 

このコマンドは、物理およびポートチャンネル (LAG) インターフェースに対し、
大送信ユニット (MTU) サイズ ( バイト ) を設定します。標準的な実施の場

合、<mtusize> の範囲は 1522 ～ 9216 の有効な整数です。
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既定値  1522

形式  mtu <1522-9216>

モード  Interface Config

8.2.18.6  no mtu 

このコマンドは、インターフェースの既定の 大送信ユニット (MTU) サイズ (
バイト ) を設定します。 

形式  no mtu 

モード  Interface Config

8.2.19 network javamode

このコマンドは、ウェブインターフェースのヘッダフレームで、システムが 
Java アプレットへのアクセスを許可するかどうかを指定します。アクセスが有
効に設定されると、ウェブインターフェースで Java アプレットを表示すること
ができます。アクセスが無効に設定されると、Java アプレットは表示されませ
ん。 

既定値  enabled

形式  network javamode 

モード  Privileged EXEC

8.2.19.7  no network javamode

このコマンドは、ウェブインターフェースのヘッダフレームでの Java アプレッ
トアクセスを拒否します。アクセスが無効に設定されると、Java アプレットは
表示されません。 

形式  no network javamode 

モード  Privileged EXEC

8.2.20 network mac-address

このコマンドは、ローカル管理の MAC アドレスを設定します。次の規定が適用
されます :

･ バイト 0のビット 6 (U/L ビット ) は、アドレスが一般的に管理されている
か (b'0') またはローカルで管理されているか (b'1') を示します。 

･ バイト 0のビット 7 (I/G ビット ) は、ターゲットアドレスが個別アドレス
か (b'0') またはグループアドレスか (b'1') を示します。 
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･ 12 文字の MAC アドレスの 2 つ目の文字は 2、6、A または E でなければな
りません。

ローカルで管理されているアドレスは、ビット 6 オン (b'1') およびビット 7 
オフ (b'0') が必要です。

形式  network mac-address <macaddr>

モード  Privileged EXEC

8.2.21 network mac-type

このコマンドは、Burned in MAC アドレスまたはローカルで管理されている MAC 
アドレスが使用されているかどうかを指定します。 

既定値  burnedin

形式  network mac-type {local | burnedin}

モード  Privileged EXEC

8.2.21.8  no network mac-type

このコマンドは、MAC アドレスの値を既定値にリセットします。 

形式  no network mac-type 

モード  Privileged EXEC

8.2.22 network parms 

このコマンドは、ルータの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設
定します。IP アドレスとゲートウェイは同じサブネット上になければなりませ
ん。

形式  network parms <ipaddr> <netmask> [<gateway>]

モード  Privileged EXEC

8.2.23 network protocol

このコマンドは、使用されるネットワーク構成プロトコルを指定します。この値
を変更すると、その変更はすぐに有効となります。パラメータ bootp は、ス
イッチが Bootstrap Protocol (BootP) サーバまたは DHCP サーバに定期的に対
し、返答が得られるまで要求を送信し続けていることを示します。none は、ス
イッチが手動で IP 情報と構成されることを意味します。

既定値  なし
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形式  network protocol {none | bootp | dhcp}

モード  Privileged EXEC
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8.2.24 telnetcon maxsessions

このコマンドは、確立可能な telnet 接続セッションの 大数を指定します。0 
の値は、telnet 接続ンが確立できないことを意味します。範囲は 0 ～ 5です。

既定値  5 

形式  telnetcon maxsessions <0-5> 

モード  Privileged EXEC

8.2.24.9  no telnetcon maxsessions

このコマンドは、確立可能な telnet 接続セッションの 大数を既定値に設定し
ます。

形式  no telnetcon maxsessions

モード  Privileged EXEC

8.2.25 telnetcon timeout

このコマンドは、telnet 接続セッションのタイムアウト値を分で設定します。
ここで設定された値の間、セッションがアイドルとなっても、セッションは有効
です。0 の値は、セッションが永久的に有効のままであることを意味します。時
間は 10 進法数値で、0 ～ 10 の範囲です。

注：現在有効なセッションのタイムアウト値を変更しても、このセッションが再度アク
セスされるまでは有効になりません。何かキーを押すと、新しいタイムアウトの
長さが有効となります。

既定値  5 

形式  telnetcon timeout <0-160>

モード  Privileged EXEC

8.2.25.10  no telnetcon timeout

このコマンドは、telnet 接続セッションのタイムアウト値を分で既定値に設定
します。 

形式  no telnetcon timeout 

注：現在有効なセッションのタイムアウト値を変更しても、このセッ
ションが再度アクセスされるまでは有効になりません。何かキー
を押すと、新しいタイムアウトの長さが有効となります。
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モード  Privileged EXEC

8.2.26 serial baudrate

このコマンドは、ターミナルインターフェースの通信速度を指定します。対応可
能な速度は 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 です。

既定値  9600

形式  serial baudrate {1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 
38400 | 57600 | 115200}

モード  Line Config

8.2.26.11  no serial baudrate

このコマンドは、ターミナルインターフェースの通信速度を設定します。 

形式  no serial baudrate 

モード  Line Config

8.2.27 serial timeout

このコマンドは、コンソール動作なしで 大接続時間 ( 分 ) を指定します。0 
の値は、コンソールが永久的に接続されたままであることを意味します。時間の
範囲は 0～ 160 です。

既定値  5

形式  serial timeout <0-160>

モード  Line Config

8.2.27.12  no serial timeout

このコマンドは、コンソール動作なしで 大接続時間 ( 分 ) を設定します。 

形式  no serial timeout 

モード  Line Config

8.2.28 set prompt

このコマンドはプロンプトの名前を変更します。名前の長さは 大 64 文字の英
数字です。

形式  set prompt <prompt string>

モード  Privileged EXEC
8-26 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
8.2.29 serviceport ip

このコマンドは、ルータの IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを設定し
ます。

形式  serviceport ip <ipaddr> <netmask> [gateway] 

モード  Privileged EXEC

8.2.30 serviceport protocol

このコマンドはサービスポート構成プロトコルを指定します。この値を変更する
と、その変更はすぐに有効となります。

形式  serviceport protocol {none | bootp | dhcp} 

モード  Privileged EXEC

8.2.31 show telnet

このコマンドは、現在の送信 telnet 設定を表示します。

形式  show telnet

モード  Privileged EXEC 

  User EXEC

送信 Telnet ログインタイムアウト ( 分 ) は、ログオフするまでに送信 telnet 
セッションが不活動のままでいられる時間を分で表します。値が 0の場合 ( 既
定値は 0)、タイムアウトはありません。

送信 Telnet セッションの 大数とは、同時に許可される送信 telnet 接続の数
を指します。

Allow New Outbound Telnet Sessions とは、送信 telnet セッションが許可さ
れているかどうかを示します。
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8.2.32 show forwardingdb agetime

このコマンドは、アドレスエイジングのタイムアウトを表示します。IVL システ
ムでは、[fdbid | all] パラメータが必要です。SVL システムでは、[fdbid | 
all] パラメータは使用されず、入力しても無視されます。

既定値  all 

形式  show forwardingdb agetime [fdbid | all]

モード  Privileged EXEC

Forwarding DB 
ID  Fdbid (Forwarding database ID) は、エイジングタイ

ムアウトが表示される転送データベースを示します。
すべての転送データベースに関するエイジングタイム
アウトを表示するため、すべてのオプションが使用さ
れます。このフィールドには、IVL システムの転送
データベース ID が表示されます。このフィールドは、
SVL システムでは表示されません。

Agetime  IVL システムでは、このパラメータは関連付けられた
転送データベースに対するアドレスエイジングタイム
アウトを表示します。SVL システムでは、システムの
アドレスエイジングタイムアウト値が秒で表示されま
す。

8.2.33 show network

このコマンドはスイッチのネットワークインターフェースに関連した構成設定が
表示されます。ネットワークインターフェースは、スイッチのフロントパネル
ポートを通して、スイッチのインバンド接続で使用されている論理インター
フェースです。スイッチのネットワークインターフェースに関連する構成パラ
メータは、トラフィックを切り替えたり、経路変更するフロントパネルポートの
構成に影響を及ぼしません。

形式  show network

モード  Privileged EXEC および User EXEC

IP Address  インターフェースの IP アドレスです。工場出荷時の
既定値は 0.0.0.0 です。

Subnet Mask  このインターフェースの IP サブネットマスクです。
工場出荷時の既定値は 0.0.0.0 です。

Default Gateway  この IP インターフェースのデフォルトゲートウェイ
です。工場出荷時の既定値は 0.0.0.0 です。
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Burned In MAC 
Address  インバンド接続で使用されている Burned in MAC アド

レスです。 

Locally 
Administered 
MAC Address  希望に応じて、ローカル管理 MAC アドレスをインバン

ド接続に構成することができます。これを有効にする
ためには、'MAC Address Type' を 'Locally 
Administered' に設定する必要があります。アドレス
を 12 の 16 進法数字 (6 バイト ) で入力し、各バイトを
コロンで区切ります。バイト 0 のビット 1は 1 と設定
し、ビット 0 は 0に設定します。たとえば、バイト 0
には次のマスク 'xxxx xx10' があります。このブリッ
ジで使用される MAC アドレスはユニークなファッショ
ンに付託される必要があります。このブリッジに属す
るすべてのポートの中で、これが数字的に 小の MAC 
アドレスであることを推奨します。ただし、この数値
は一意であることだけが要求されています。
dot1dStpPriority と連結されると、一意のブリッジ識
別子が形成され、これがスパニングツリープロトコル
で使用されます。 

MAC Address 
Type  インバンド接続にどの MAC アドレスを使用するかを指

定します。選択しは、Burned in またはローカル管理
アドレスです。工場出荷時の既定値は Burned in MAC 
アドレスです。

Network 
Configuration 
Protocol 
Current  使用中のネットワークプロトコルを示します。オプ

ションは bootp | dhcp | none です。 

Java Mode  スイッチがヘッダフレームで Java アプレットにアク
セスすることを許可するかどうかを指定します。有効
に設定すると、アプレットを表示することができます。
工場出荷時は無効です。

Management 
VLAN ID  管理 VLAN ID を指定します。
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8.2.34 show telnetcon

このコマンドは telnet 設定を表示します。

形式  show telnetcon 

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Remote 
Connection 
LoginTimeout 
(minutes)  このオブジェクトは、ログオフまでにリモート接続

セッションが不活動のままでいられる時間を分で示し
ます。0とは、タイムアウトがないことを意味します。
0～ 160 の数値で指定可能です。工場出荷時の設定は 5
です。 

Maximum Number 
of Remote 
Connection 
Sessions  このオブジェクトは、同時に許可されるリモート接続

セッションの数を示します。工場出荷時は 5 です。

Allow New Telnet 
Sessions  no と設定されている場合、新規 telnet セッションは

許可されません。工場出荷時の設定は yes です。 

8.2.35 show serial

このコマンドは、スイッチのシリアル通信設定を表示します。

形式  show serial

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Serial Port Login 
Timeout 
(minutes)  スイッチが接続を終了した後のシリアルポート接続の

不活動時間を分で指定します。0～ 160 の数字で入力
可能です。既定値は 5です。0 を入力すると、タイム
アウトを無効化します。 

Baud Rate  シリアルポートが接続を試みる既定のビット /秒です。
可能な値は 1200、2400、4800、9600、19200、38400、
57600、115200 ビット /秒です。工場出荷時は 9600 で
す。 

Character Size  文字のビット数です。ビット数は常に 8です。
8-30 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
Flow Control  ハードウェアフロー制御が有効であるか､無効であるか
を確認します。ハードウェアフロー制御は常に無効で
す。

Stop Bits  文字ごとの停止ビット数です。停止ビット数は常に 1
です。

Parity Type  シリアルポートで使用されるパリティ方法です。パリ
ティ方法は常になしです。

8.2.36 show serviceport

このコマンドはサービスポート構成情報を表示します。

形式  show serviceport

モード  Privileged EXEC

IP Address  インターフェースの IP アドレスです。工場出荷時の
既定値は 0.0.0.0 です。

Subnet Mask  このインターフェースの IP サブネットマスクです。
工場出荷時の既定値は 0.0.0.0 です。

Default Gateway  この IP インターフェースのデフォルトゲートウェイ
です。工場出荷時の既定値は 0.0.0.0 です。

ServPort 
Configuration 
Protocol 
Current  前回、または現在の電源サイクルでどのネットワーク

プロトコルが使用されたかを示します。 

Burned in MAC 
Address  インバンド接続で使用されている Burned in MAC アド

レスです。

8.3 SNMP コミュニティコマンド

8.3.37 show snmpcommunity

このコマンドは SNMP コミュニティ情報を表示します。6つのコミュニティに対
応しています。コミュニティは追加、変更、削除することができます。変更を有
効化するためにスイッチをリセットする必要はありません。
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スイッチの SNMP エージェントは SNMP バージョン 1 に準拠しています (SNMP 
仕様に関する詳細は、SNMP RFC を参照 )。SNMP エージェントは、SNMP 構成 (
トラップ受信側とその他の SNMP コミュニティパラメータ ) に基づき、TCP/IP 
を通して外部 SNMP マネージャにトラップを送信します。

形式  show snmpcommunity

モード  Privileged EXEC

SNMP Community 
Name  このエントリがアクセスを許可するコミュニティ文字

列です。有効なエントリは大文字と小文字を区別した、
大 16 文字の英数字文字列です。このテーブルの各行

には一意のコミュニティ名が含まれます。 

Client IP Address 
-  このデバイスが関連コミュニティとともに SNMP パ

ケットを受け入れる IP アドレス ( またはその一部 ) 
です。要求エントリの IP アドレスは、IP アドレスと
比較する前に、サブネットマスクと AND されます。メ
モ :サブネットマスクが 0.0.0.0 の場合、0.0.0.0 の 
IP アドレスはすべての IP アドレスと一致します。既
定値は 0.0.0.0 です。

Client IP Mask-  IP アドレス比較の前に要求エントリの IP アドレスと 
AND されるマスクです。結果が IP アドレスと一致す
ると、アドレスは認証された IP アドレスとなります。
たとえば、IP アドレス = 9.47.128.0 であり、これに
対応するサブネットマスク = 255.255.255.0 の場合、
受信 IP アドレスの範囲は一致します。たとえば、受
信 IP アドレスは 9.47.128.0 - 9.47.128.255 と等し
くなります。既定値は 0.0.0.0 です。

Access Mode  このコミュニティ文字列のアクセスレベルです。 

Status  このコミュニティのアクセスエントリの状態です。

8.3.38 show snmptrap

このコマンドは SNMP トラップ受信者を表示します。トラップメッセージはネッ
トワークを通して SNMP ネットワークマネージャに送信されます。これらのメッ
セージは、マネージャに対し、スイッチまたはネットワーク内部でイベントが発
生していることを伝えます。6 人のトラップ受信者に同時対応することができま
す。

形式  show snmptrap
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モード  Privileged EXEC

SNMP Trap 
Name  トラップマネージャに送信された SNMP トラップパ

ケットのコミュニティ文字列です。 大 16 文字の名前
を付けることができます。この文字列は大文字と小文
字を区別します。 

IP Address  このデバイスから SNMP トラップを受信するための IP 
アドレスです。0 ～ 255 の範囲内の 4つの数字を、ピ
リオドで区切り入力してください。 

Status  プルダウンメニューは、受信者の状態 ( 有効または無
効 ) を示しており、管理者 / ユーザーがこのユーザー
エントリで操作を実行することができます。 

Enable - 受信者にトラップを送信します。 

Disable - 受信者にトラップを送信しません。 

Delete - テーブルエントリを削除します。 

8.3.39 show trapflags

このコマンドはトラップの状態を表示します。トラップ状態を有効または無効に
し、スイッチがどのトラップを生成するかを構成します。トラップ状態が有効
で、状態が検出された場合、スイッチの SNMP エージェントはすべての有効なト
ラップ受信者にトラップを送信します。変更を有効化するためにスイッチをリ
セットする必要はありません。コールドおよびワームスタートトラップは常に生
成され、無効化できません。

形式  show trapflags

モード  Privileged EXEC

Authentication 
Flag  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。認

証エラートラップが送信されるかどうかを示します。 

Link Up/Down 
Flag  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。リ

ンクステータストラップが送信されるかどうかを示し
ます。

Multiple Users 
Flag  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。同

じユーザー ID が同時にスイッチにログインした場合
に、トラップが送信されるかどうかを示します。 
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Spanning Tree 
Flag  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。ス

パニングツリートラップが送信されるかどうかを示し
ます。 

Broadcast Storm 
Flag  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。ブ

ロードキャストストームトラップが送信されるかどう
かを示します。 
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8.3.40 snmp-server community

このコマンドは、新規 SNMP コミュニティを追加 ( および命名 ) します。コ
ミュニティ名はスイッチおよび指定の権限レベルでスイッチを管理する SNMP マ
ネージャのセットに関連付けられた名前です。名前の長さは 大 16 文字の英数
字で、大文字と小文字は区別されます。

既定値  2 つの既定コミュニティ名 :Public および Private。
これら既定のコミュニティ名は、各コミュニティに唯
一の名前を付けて置き換えることができます。残り 4
つのコミュニティ名の既定値は空白です。

形式  snmp-server community <name>

モード  Global Config

8.3.40.13  no snmp-server community 

このコマンドは、このコミュニティ名をテーブルから削除します。名前は、削除
されるコミュニティ名です。

形式  no snmp-server community <name>

モード  Global Config

8.3.41 snmp-server community ipaddr

このコマンドは、SNMP コミュニティのクライアント IP アドレスを設定します。
アドレスは、関連付けられたコミュニティ SNMP パケットの送信アドレスです。
また、アドレスはクライアント IP マスク値とともに IP アドレスの範囲を表示
するために使用されます。SNMP クライアントは、このコミュニティを使用して
デバイスにアクセスする可能性があります。0.0.0.0 の値は、すべての IP アド
レスからのアクセスを許可します。その他の場合、この値はマスクと AND され、
許容クライアント IP アドレスの範囲を決定します。名前は適用可能なコミュニ
ティ名です。 

既定値  0.0.0.0

形式  snmp-server community ipaddr <ipaddr> <name>

モード  Global Config

注：SNMP コミュニティテーブルのコミュニティ名は唯一のものでなけれ
ばなりません。同じコミュニティ名を使って複数のエントリを行
うと、 初のエントリが維持され、処理されます。その他すべて
の同一名を持つエントリは無視されます。
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8.3.41.14  no snmp-server community ipaddr

このコマンドは、SNMP コミュニティのクライアント IP アドレスを 0.0.0.0 に
設定します。名前は適用可能なコミュニティ名です。

形式  no snmp-server community ipaddr <name>

モード  Global Config

8.3.42 snmp-server community ipmask

このコマンドは、SNMP コミュニティのクライアント IP マスクを設定します。
アドレスは、関連付けられたコミュニティ SNMP パケットの送信アドレスです。
また、アドレスはクライアント IP マスク値とともに IP マスクの範囲を表示す
るために使用されます。SNMP クライアントは、このコミュニティを使用してデ
バイスにアクセスする可能性があります。255.255.255.255 の値は、1つのス
テーションからのみのアクセスを許可し、このマシンの IP アドレスをクライア
ント IP アドレスとして使用します。0.0.0.0 の値は、すべての IP アドレスか
らのアクセスを許可します。名前は適用可能なコミュニティ名です。 

既定値  0.0.0.0

形式  snmp-server community ipmask <ipmask> <name>

モード  Global Config

8.3.42.15  no snmp-server community ipmask

このコマンドは、SNMP コミュニティのクライアント IP マスクを 0.0.0.0 に設
定します。名前は適用可能なコミュニティ名です。コミュニティ名は 大 16 文
字の英数字です。 

形式  no snmp-server community ipmask <name>

モード  Global Config

8.3.43 snmp-server community mode

このコマンドは SNMP コミュニティを有効化します。コミュニティが有効化され
ている場合、このコミュニティに関連付けられている SNMP マネージャが、その
アクセス権限に基づきスイッチを管理します。コミュニティが無効化されている
場合、SNMP によるこのコミュニティの使用は許可されません。この場合、この
コミュニティに関連付けられている SNMP マネージャは、ステータスが
"Enable" に変更されるまで、スイッチを管理することはできません。
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既定値  既定の Private および Public コミュニティは、既定
では有効となっています。4つの未定義コミュニティ
は、既定では無効となっています。

形式  snmp-server community mode <name>

モード  Global Config

8.3.43.16  no snmp-server community mode

このコマンドは SNMP コミュニティを無効化します。コミュニティが無効化され
ている場合、SNMP によるこのコミュニティの使用は許可されません。この場合、
このコミュニティに関連付けられている SNMP マネージャは、ステータスが 
"Enable" に変更されるまで、スイッチを管理することはできません。

形式  no snmp-server community mode <name>

モード  Global Config

8.3.44 snmp-server community ro

このコマンドは、スイッチ情報へのアクセスを制限します。アクセスモードは読
取専用です ( または Public とも呼ばれます )。

形式  snmp-server community ro <name>

モード  Global Config

8.3.45 snmp-server community rw

このコマンドは、スイッチ情報へのアクセスを制限します。アクセスモードは読
取 /書込可能です ( または Private とも呼ばれます )。

形式  snmp-server community rw <name>

モード  Global Config

8.3.46 snmp-server enable traps

このコマンドは、認証フラグを有効化します。

既定値  enabled

形式  snmp-server enable traps 

モード  Global Config
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8.3.46.17  no snmp-server enable traps

このコマンドは、認証フラグを無効化します。

形式  no snmp-server enable traps 

モード  Global Config

8.3.47 snmp-server enable traps bcaststorm

このコマンドは、ブロードキャストストームトラップを有効化します。有効に設
定されていると、ポートに関連付けられたブロードキャストストームのリカバリ
モード設定が有効な場合のみ、ブロードキャストストームトラップが送信されま
す。

既定値  enabled

形式  snmp-server enable traps bcaststorm 

モード  Global Config 

8.3.47.18  no snmp-server enable traps bcaststorm

このコマンドは、ブロードキャストストームトラップを無効化します。有効に設
定されていると、ポートに関連付けられたブロードキャストストームのリカバリ
モード設定が有効な場合のみ、ブロードキャストストームトラップが送信されま
す。

形式  no snmp-server enable traps bcaststorm 

モード  Global Config 

8.3.48 snmp-server enable traps linkmode

このコマンドは、スイッチ全体のリンクアップ /ダウントラップを有効化しま
す。有効に設定されている場合、ポートに関連付けられたリンクトラップフラグ
の設定が有効な場合のみ、リンクトラップが送信されます ('snmp trap link-
status' コマンドを参照 )。

既定値  enabled

形式  snmp-server enable traps linkmode

モード  Global Config

8.3.48.19  no snmp-server enable traps linkmode

このコマンドは、スイッチ全体のリンクアップ /ダウントラップを無効化しま
す。 
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形式  no snmp-server enable traps linkmode

モード  Global Config

8.3.49 snmp-server enable traps multiusers

このコマンドは、マルチユーザートラップを有効化します。トラップが有効に設
定されていると、ユーザーがターミナルインターフェース (EIA 232 または 
telnet) にログインしたときに、既存のターミナルインターフェースセッション
がある場合に、マルチユーザートラップが送信されます。

既定値  enabled

形式  snmp-server enable traps multiusers

モード  Global Config

8.3.49.20  no snmp-server enable traps multiusers

このコマンドは、マルチユーザートラップを無効化します。 

形式  no snmp-server enable traps multiusers

モード  Global Config

8.3.50 snmp-server enable traps stpmode

このコマンドは、新規ルートトラップとトポロジー変更通知トラップの送信を有
効にします。

既定値  enabled

形式  snmp-server enable traps stpmode 

モード  Global Config

8.3.50.21  no snmp-server enable traps stpmode

このコマンドは、新規ルートトラップとトポロジー変更通知トラップの送信を無
効にします。

形式  no snmp-server enable traps stpmode 

モード  Global Config

8.3.51 snmptrap

このコマンドは SNMP トラップ名を追加します。名前の長さは 大 16 文字の英
数字で、大文字と小文字を区別します。
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既定値  6 つの未定義コミュニティの既定名は Delete です。

形式  snmptrap <name> <ipaddr>

モード  Global Config

8.3.51.22  no snmptrap 

このコマンドはコミュニティのトラップ受信者を削除します。 

形式  no snmptrap <name> <ipaddr>

モード  Global Config

8.3.52 snmptrap ipaddr

このコマンドは、IP アドレスを指定のコミュニティ名に割り当てます。名前の
長さは 大 16 文字の英数字で、大文字と小文字を区別します。

形式  snmptrap ipaddr <name> <ipaddrold> <ipaddrnew>

モード  Global Config

8.3.53 snmptrap mode

このコマンドは、SNMP トラップを有効化または無効化します。有効化されたト
ラップ受信者はトラップを受信することができます。無効化されたトラップ受信
者はトラップを受信することができません。

形式  snmptrap mode <name> <ipaddr>

モード  Global Config

8.3.53.23  no snmptrap mode

このコマンドは SNMP トラップを無効化します。無効化されたトラップ受信者は
トラップを受信することができません。

形式  no snmptrap mode <name> <ipaddr>

モード  Global Config

注：SNMP トラップ受信者テーブルの IP アドレスは唯一でなければなり
ません。同じ IP アドレスで複数のエントリを作成すると、 初
のエントリが維持され、処理されます。同一名を持つ残りのエン
トリは無視されます。
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8.3.54 snmp trap link-status

このコマンドは、インターフェースによりリンクステータストラップを有効化し
ます。 

形式  snmp trap link-status

モード  Interface Config

8.3.54.24  no snmp trap link-status

このコマンドは、インターフェースによりリンクステータストラップを無効化し
ます。 

形式  no snmp trap link-status

モード  Interface Config

8.3.55 snmp trap link-status all

このコマンドは、すべてのインターフェースに対しリンクステータストラップを
有効化します。 

形式  snmp trap link-status all

モード  Global Config

注：このコマンドは、リンクアップ / ダウンフラグが有効化されている
場合のみ有効です。'snmp-server enable traps linkmode' コマン
ドをご覧ください。

注：このコマンドは、リンクアップ / ダウンフラグが有効化されている
場合のみ有効です。'snmp-server enable traps linkmode' コマン
ドをご覧ください )。

注：このコマンドは、リンクアップ / ダウンフラグが有効化されている
場合のみ有効です ('snmp-server enable traps linkmode' をご覧
ください )。
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8.3.55.25  no snmp trap link-status all

このコマンドは、すべてのインターフェースに対しリンクステータストラップを
無効化します。 

形式  no snmp trap link-status all

モード  Global Config

注：このコマンドは、リンクアップ / ダウンフラグが有効化されている
場合のみ有効です ( 都 nmp-server enable traps linkmode ・をご
覧ください )。
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8.4 管理 VLAN コマンド

このコマンドは、管理 VLAN の設定に使われます。

8.4.56 network mgmt_vlan

このコマンドは、管理 VLAN ID を構成します。

既定値  1

形式  network mgmt_vlan <1-4094>

モード  Privileged EXEC

8.5 システム構成コマンド

この章では、システム構成コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマン
ドは 2 つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.5.57 addport
このコマンドは、1つのポートをポートチャンネル 
(LAG) に追加します。 初のインターフェースは構成
済みポートチャンネルの論理ユニット、スロット、
ポート番号です。

形式  addport <logical slot/port>

モード  Interface Config

注：ポートチャンネルにポートを追加する前に、ポートの物理モードを
設定してください。都 peed ・コマンドをご覧ください。
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8.5.58 auto-negotiate

このコマンドは、ポートにおけるオートネゴシエーションを有効にします。既定
値は "Enable" です。

形式  auto-negotiate

モード  Interface Config

8.5.58.26  no auto-negotiate

このコマンドは、ポートにおけるオートネゴシエーションを無効にします。

形式  no auto-negotiate

モード  Interface Config

8.5.59 auto-negotiate all

このコマンドは、すべてのポートにおけるオートネゴシエーションを有効にしま
す。既定値は "Enable" です。

形式  auto-negotiate all

モード  Global Config

8.5.59.27  no auto-negotiate all

このコマンドは、すべてのポートにおけるオートネゴシエーションを無効にしま
す。 

形式  no auto-negotiate all

モード  Global Config

8.5.60 deleteport (Interface Config)
このコマンドは、1つのポートをポートチャンネル 
(LAG) から削除します。インターフェースは構成済み
ポートチャンネルの論理ユニット、スロット、ポート
スロット、ポート番号です。 

形式  deleteport <logical slot/port> 

注：オートネゴシエーションが無効化されている場合、自動検出は無効
です。
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モード  Interface Config

8.5.61 deleteport (Global Config)
このコマンドは、ポートチャンネル (LAG) からすべて
の構成済みポートを削除します。インターフェースは
構成済みポートチャンネルの論理ユニット、スロット、
ポートスロット、ポート番号です。 

形式  deleteport {<logical slot/port> | all}

モード  Global Config

8.5.62 macfilter 

このコマンドは、VLAN <vlanid> の MAC アドレス <macaddr> に対し、静的 MAC 
フィルタエントリを追加します。<macaddr> パラメータは 6 バイト 16 進法数値
で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必要があります。 

制限される MAC アドレス :00:00:00:00:00:00、01:80:C2:00:00:00 ～
01:80:C2:00:00:0F、01:80:C2:00:00:20 ～ 01:80:C2:00:00:21、
FF:FF:FF:FF:FF:FF。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

大 100 の静的 MAC フィルタが作成されます。

形式  macfilter <macaddr> <vlanid> 

モード  Global Config

8.5.62.28  no macfilter 

このコマンドは、VLAN <vlanid> の MAC アドレス <macaddr> のフィルタリング
制限および静的 MAC フィルタエントリをすべて削除します。<macaddr> パラ
メータは 6バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必要が
あります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。

形式  no macfilter <macaddr> <vlanid>

モード  Global Config
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8.5.63 macfilter adddest

このコマンドは、所定の <macaddr> を持つ MAC フィルタと <vlanid> の VLAN 
について、ターゲットフィルタセットにインターフェースを追加します。
<macaddr> パラメータは 6 バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で
指定する必要があります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

形式  macfilter adddest <macaddr> <vlanid> 

モード  Interface Config

8.5.63.29  no macfilter adddest

このコマンドは、所定の <macaddr> を持つ MAC フィルタと <vlanid> の VLAN 
について、ターゲットフィルタセットからポートを削除します。<macaddr> パラ
メータは 6バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必要が
あります。

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。

形式  no macfilter adddest <macaddr> <vlanid> 

モード  Interface Config

8.5.64 macfilter adddest all

このコマンドは、所定の <macaddr> を持つ MAC フィルタと <vlanid> の VLAN 
について、ターゲットフィルタセットにすべてのインターフェースを追加しま
す。<macaddr> パラメータは 6バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形
式で指定する必要があります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

形式  macfilter adddest {all | <macaddr> <vlanid>}

モード  Global Config

8.5.64.30  no macfilter adddest all

このコマンドは、所定の <macaddr> を持つ MAC フィルタと <vlanid> の VLAN 
について、ターゲットフィルタセットからすべてのポートを削除します。
<macaddr> パラメータは 6 バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で
指定する必要があります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

形式  no macfilter adddest {all | <macaddr> <vlanid>} 
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モード  Global Config

8.5.65 macfilter addsrc

このコマンドは、<macaddr> の MAC アドレスと <vlanid> の VLAN について、
ソースフィルタセットにインターフェースを追加します。 <macaddr> パラメータ
は 6バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必要がありま
す。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

形式  macfilter addsrc <macaddr> <vlanid> 

モード  Interface Config

8.5.65.31  no macfilter addsrc

このコマンドは、<macaddr> の MAC アドレスと <vlanid> の VLAN について、
ソースフィルタセットからポートを削除します。<macaddr> パラメータは 6バイ
ト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必要があります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 

形式  no macfilter addsrc <macaddr> <vlanid> 

モード  Interface Config

8.5.66 macfilter addsrc all

このコマンドは、<macaddr> と <vlanid> の MAC アドレスを持つ MAC フィルタ
について、ソースフィルタセットにすべてのインターフェースを追加します。
<macaddr> パラメータは 6 バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で
指定する必要があります。<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要
があります。 

形式  macfilter addsrc {all | <macaddr> <vlanid> }

モード  Global Config

8.5.66.32  no macfilter addsrc all

このコマンドは、<macaddr> の MAC アドレスと <vlanid> の VLAN について、
ソースフィルタセットからすべてのインターフェースを削除します。<macaddr> 
パラメータは 6バイト 16 進法数値で、b1:b2:b3:b4:b5:b6 の形式で指定する必
要があります。 

<vlanid> パラメータは有効な VLAN を識別する必要があります。 
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形式  no macfilter addsrc {all | <macaddr> <vlanid> } 

モード  Global Config

8.5.67 monitor session

このコマンドは、モニタセッション ( ポートモニタリング ) の調査ポートとモ
ニタポートを構成します。 初の slot/port はソースモニタポートで、2 つ目
の slot/port はターゲット調査ポートです。ポーとモニタリングが有効なとき
にこのコマンドを実行すると、調査およびモニタポートの値が変更されます。

形式  monitor session source <slot/port> destination <slot/
port>

モード  Global Config

8.5.67.33  no monitor session

このコマンドは、ソース調査ポートとターゲットモニタポートの両方からモニタ
セッション ( ポートモニタリング ) のターゲットを削除し、すべての VLAN か
ら調査ポートを削除します。ポートは手動で希望の VLAN に再度追加する必要が
あります。

形式  no monitor session

モード  Global Config 

8.5.68 monitor session mode

このコマンドは、モニタセッション ( ポートモニタリング ) モードを有効に構
成します。調査およびモニタポートは、モニタセッション ( ポートモニタリン
グ ) を有効化する前に構成する必要があります。有効に設定されている場合、
調査ポートは物理モニタポート上のすべての送受信トラフィックを監視します。
調査およびモニタポートを変更する前に、ポートモニタリングを無効化する必要
はありません。

既定値  disabled

形式  monitor session mode 

モード  Global Config

8.5.68.34  no monitor session mode

このコマンドは、モニタセッション ( ポートモニタリング ) モードを無効に設
定します。 

形式  no monitor session mode 
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モード  Global Config

8.5.69 shutdown

このコマンドはポートを無効化します。

既定値  enabled

形式  shutdown 

モード  Interface Config

8.5.69.35  no shutdown

このコマンドはポートを有効化します。

形式  no shutdown 

モード  Interface Config

8.5.70 shutdown all

このコマンドはすべてのポートを無効化します。

既定値  enabled

形式  shutdown all

モード  Global Config

8.5.70.36  no shutdown all

このコマンドはすべてのポートを有効化します。

形式  no shutdown all

モード  Global Config

8.5.71 speed 

このコマンドは、インターフェースの速度と二重設定を行います。 

形式  speed {<100 | 10> <half-duplex | full-duplex>} 

モード  Interface Config

許容値 :

100h  100BASE-T 半二重 

100f  100BASE-T 全二重 

10h  10BASE-T 半二重 
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10f  10BASE-T 全二重 

8.5.72 speed all

このコマンドは、すべてのインターフェースの速度と二重設定を行います。 

形式  speed all {<100 | 10> <half-duplex | full-duplex>} 

モード  Global Config

許容値 :

100h  100BASE-T 半二重 

100f  100BASE-T 全二重 

10h  10BASE-T 半二重 

10f  10BASE-T 全二重 

8.5.73 storm-control broadcast 

このコマンドはブロードキャストストーム･リカバリモードを有効化します。こ
のモードが有効に設定されている場合、高または低しきい値のブロードキャスト
ストーム･リカバリが実行されます。

しきい値の実施は、パーセンテージパターンの後に続きます。Ethernet ポート
上のブロードキャストトラフィックが高しきい値パーセンテージ ( 表 8- 13 で提
示された数値 ) を超過した場合、ブロードキャストトラフィックが低しきい値
パーセンテージ以下に戻るまで、スイッチはブロードキャストトラフィックを廃
棄します。完全な実施方法については、表 8- 13 で説明されています。

形式  storm-control broadcast

モード  Global Config

8.5.73.37  no storm-control broadcast 

このコマンドはブロードキャストストーム･リカバリモードを無効化します。 

表 8- 13. ブロードキャストストーム･リカバリしきい値

リンク速度 高 低

10M 20 10

100M 5 2

1000M 5 2
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しきい値の実施は、パーセンテージパターンの後に続きます。Ethernet ポート
上のブロードキャストトラフィックが高しきい値パーセンテージ ( 表 8- 14 で提
示された数値 ) を超過した場合、ブロードキャストトラフィックが低しきい値
パーセンテージ以下に戻るまで、スイッチはブロードキャストトラフィックを廃
棄します。完全な実施方法については、表 8- 14 で説明されています。

形式  no storm-control broadcast

モード  Global Config

8.5.74 storm-control flowcontrol

このコマンドはスイッチの 802.3x フロー制御を有効化します。 

既定値  disabled

形式  storm-control flowcontrol

モード  Global Config

8.5.74.38  no storm-control flowcontrol

このコマンドはスイッチの 802.3x フロー制御を無効化します。 

形式  no storm-control flowcontrol

モード  Global Config

表 8- 14. ブロードキャストストーム･リカバリしきい値

リンク速度 高 低

10M 20 10

100M 5 2

1000M 5 2

注：このコマンドは、全二重モードのポートにのみ適用することができ
ます。

注：このコマンドは、全二重モードのポートにのみ適用することができ
ます。
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8.5.75 show mac-address-table multicast

このコマンドは、Multicast Forwarding Database (MFDB) 情報を表示します。
パラメータなしでコマンドが入力された場合、テーブル全体が表示されます。こ
れは、オプショナルの all  パラメータを入力するのと同じです。ユーザーは、
オプショナルパラメータとして MAC アドレスを指定し、1 つの MAC アドレスの
テーブルエントリを表示することができます。 

形式  show mac-address-table multicast {<macaddr> | all}

モード  Privileged EXEC

Mac Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、マ
ルチキャストの MAC アドレスです。形式は 2 桁 16 進
法数字をコロンで区切ったもので、01:23:45:67:89:AB 
のようになります。IVL システムでは、MAC アドレス
は MAC アドレスと VLAN ID の組み合わせで、8バイト
で表示されます。SVL システムでは、MAC アドレスは
6バイトとして表示されます。

Type  エントリのタイプを表示します。静的エントリは、エ
ンドユーザーにより構成されたものです。動的エント
リは、学習プロセスの結果、またはプロトコルとして
テーブルに追加されたものです。

Component  Multicast Forwarding Database でこのエントリを担
当するコンポーネントです。可能な値は IGMP 
Snooping、GMRP、Static Filtering です。

Description  このマルチキャストテーブルエントリの説明テキスト
です。 

Interfaces  転送 (Fwd) 用、およびフィルタリング (Flt) 用のイ
ンターフェースリストです。

Forwarding 
Interfaces  結果として、転送リストはすべてのコンポーネントの

転送インターフェースと、静的フィルタリングイン
ターフェースとしてリストされたインターフェースを
削除することにより算出されます。
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8.5.76 show mac-address-table static 

このコマンドは、すべての静的 MAC フィルタについて、静的 MAC フィルタリン
グ情報を表示します。<all> が選択されている場合、システムのすべての静的 
MAC フィルタが表示されます。macaddr が入力された場合、VLAN も入力する必
要があります。静的 MAC フィルタ情報は MAC アドレスと VLAN についてのみ表
示されます。    

形式  show mac-address-table static {<macaddr> <vlanid> | all}

モード  Privileged EXEC

MAC Address  静的 MAC フィルタエントリの MAC アドレスです。

VLAN ID  静的 MAC フィルタエントリの VLAN ID です。

Source Port(s)  ソースポートフィルタセットのスロットとポートを示
します。

Destination 
Port(s)  ターゲットポートフィルタセットのスロットとポート

を示します。
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8.5.77 show mac-address-table staticfiltering

このコマンドは、Multicast Forwarding Database (MFDB) テーブルの静的フィ
ルタリングエントリを表示します。 

形式  show mac-address-table staticfiltering

モード  Privileged EXEC

Mac Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、ユ
ニキャストの MAC アドレスです。形式は 6つ、または
8つの 2桁 16 進法数字をコロンで区切ったもので、
01:23:45:67:89:AB のようになります。IVL システム
では、MAC アドレスは 8バイトとして表示されます。
SVL システムでは、MAC アドレスは 6 バイトとして表
示されます。

Type  エントリのタイプを表示します。静的エントリは、エ
ンドユーザーにより構成されたものです。動的エント
リは、学習プロセスの結果、またはプロトコルとして
テーブルに追加されたものです。

Description  このマルチキャストテーブルエントリの説明テキスト
です。 

Interfaces  転送 (Fwd) 用、およびフィルタリング (Flt) 用のイ
ンターフェースリストです。

8.5.78 show mac-address-table stats

このコマンドは、Multicast Forwarding Database (MFDB) の統計を表示します。 

形式  show mac-address-table stats

モード  Privileged EXEC

Total Entries  ここには、Multicast Forwarding Database テーブル
に含まれる可能性のあるエントリの合計数が表示され
ます。

Most MFDB 
Entries Ever 
Used  ここには、Multicast Forwarding Database テーブル

に含まれていたエントリの 大数が表示されます。こ
の値は、MFDB ハイウォーターマークとしても知られま
す。
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Current Entries  ここには Multicast Forwarding Database テーブルの
現在のエントリ数が表示されます。
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8.5.79 show monitor 

このコマンドは、システムのポートモニタリング情報を表示します。 

形式  show monitor 

モード  Privileged EXEC

Port Monitor 
Mode   ポートモニタリング機能が有効になっているか､無効に

なっているかを示します。可能な値は "Enable" または
"disable" です。

Probe Port  slot/
port   調査ポートとして構成された slot/port です。この値

が構成されていない場合、'Not Configured' という
メッセージが表示されます。

Monitored Port 
slot/port    モニタポートとして構成された slot/port です。こ

の値が構成されていない場合、'Not Configured' とい
うメッセージが表示されます。

8.5.80 show port

このコマンドはポートの情報を表示します。

形式  show port {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC

Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Type  空白でない場合、このフィールドは、このポートが特
殊タイプのポートであることを意味します。可能な値
: 

Mon - このポートはモニタリングポートです。ポート
モニタリング画面で、詳しい情報をご覧ください。 

Lag - このポートはポートチャンネル (LAG) のメン
バーです。 

Probe - このポートは調査ポートです。

Admin Mode  ポート制御管理状態を選択します。ポートがネット
ワークで許可されるには、ポートを有効にしておく必
要があります。- 有効または無効にします。工場出荷
時は有効です。 
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Physical Mode  希望のポート速度と二重モードを選択します。オート
ネゴシエーションサポートが選択されている場合、二
重モードと速度はオートネゴシエーションプロセスか
ら設定されます。ポートの 大容量 ( 全二重 -100M) 
は公示されます。その他の場合、このオブジェクトが
ポートの二重モードと送信速度を決定します。工場出
荷時の設定はオートです。 

Physical Status  ポート速度と二重モードを示します。 

Link Status  リンクがアップか、ダウンかを示します。 

Link Trap  リンクオブジェクトは、リンク状態が変化したときに
トラップを送信するかどうかを決定します。工場出荷
時は有効です。 

LACP Mode  このポートで LACP が有効であるか、無効であるかを
表示します。

8.5.81 show port protocol 

このコマンドは、システム全体、または指定されたグループについて、
Protocol-Based VLAN 情報を表示します。

形式  show port protocol <groupid | all>

モード  Privileged EXEC

Group Name  このフィールドには、Protocol-based VLAN テーブル
のエントリのグループ名が表示されます。

Group ID  このフィールドはプロトコルグループのグループ識別
子を表示します。

Protocol(s)  このフィールドは、このグループのプロトコルタイプ
を示します。 

VLAN   このフィールドは、このプロトコルグループに関連付
けられた VLAN を示します。

Interface(s)  このフィールドは、このプロトコルグループに関連付
けられた slot/port  インターフェースを表示します。

8.5.82 show storm-control

このコマンドはスイッチの情報を表示します。

形式  show storm-control

モード  Privileged EXEC
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Broadcast Storm 
Recovery Mode  有効または無効にします。工場出荷時は無効です。 

802.3x Flow 
Control Mode  有効または無効にします。工場出荷時は無効です。

8.6 Virtual LAN (VLAN) コマンド

8.6.83 vlan 

このコマンドは、新規 VLAN を作成し、ID を割り当てます。ID は有効な VLAN 
ID 番号です (ID 1  は既定の VLAN 用に予約されています )。VLAN の範囲は 2
～ 4094 です。

形式  vlan <2-4094>

モード  VLAN database

8.6.83.39  no vlan 

このコマンドは既存の VLAN を削除します。ID は有効な VLAN ID 番号です (ID 
1 は既定の VLAN 用に予約されています )。VLAN の範囲は 2～ 4094 です。

形式  no vlan <2-4094>

モード  VLAN database

8.6.84 vlan acceptframe

このコマンドは、インターフェースごとにフレーム許容モードを設定します。
"VLAN Only" モードについては、このインターフェースで受信されたタグなしフ
レームまたは優先フレームは廃棄されます。'Admit All' モードについては、こ
のインターフェースで受信されたタグなしフレームまたは優先フレームは許可さ
れ、このポートにインターフェース VLAN ID の値が割り当てられます。いずれ
のオプションでも、VLAN タグ付フレームは IEEE 802.1Q VLAN 仕様に基づき転
送されます。

既定値  admit all

形式  vlan acceptframe {vlanonly | all} 

モード  Interface Config
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8.6.84.40  no vlan acceptframe

このコマンドは、インターフェースごとのフレーム許容モードを Admit All に
設定します。Admit All モードについては、このインターフェースで受信された
タグなしフレームまたは優先フレームは許可され、このポートにインターフェー
ス VLAN ID の値が割り当てられます。いずれのオプションでも、VLAN タグ付フ
レームは IEEE 802.1Q VLAN 仕様に基づき転送されます。

形式  vlan acceptframe {vlanonly | all} 

モード  Interface Config

8.6.85 vlan ingressfilter

このコマンドは入口フィルタリングを有効化します。入口フィルタリングが無効
になっている場合、VLAN ID で受信された、受信インターフェースの VLAN メン
バーシップと一致しないフレームは、許可された後、VLAN メンバーであるポー
トに転送されます。

既定値  disabled

形式  vlan ingressfilter 

モード  Interface Config

8.6.85.41  no vlan ingressfilter

このコマンドは入口フィルタリングを無効化します。入口フィルタリングが無効
になっている場合、VLAN ID で受信された、受信インターフェースの VLAN メン
バーシップと一致しないフレームは、許可された後、VLAN メンバーであるポー
トに転送されます。

形式  no vlan ingressfilter 

モード  Interface Config

8.6.86 vlan makestatic

このコマンドは動的に作成された VLAN (GVRP 登録により作成されたもの ) を
静的 VLAN ( 永久的に構成され、定義されたもの ) に変更します。ID は有効な 
VLAN ID 番号です。VLAN の範囲は 2～ 4094 です。

形式  vlan makestatic <2-4094>

モード  VLAN database
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8.6.87 vlan name
このコマンドは VLALN の名前を変更します。名前は英
数字の文字列で、 大 32 文字です。ID は有効な VLAN 
ID 番号です。ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

既定値  VLAN ID 1 の名前は常に既定値です。その他の VLAN 
の名前は、既定では空白文字列となっています。

形式  vlan name <2-4094> <name>

モード  VLAN database

8.6.87.42  no vlan name
このコマンドは VLAN の名前を空白の文字列に設定し
ます。VLAN ID は有効な VLAN ID 番号です。ID の範
囲は 1 ～ 4094 です。

形式  no vlan name <2-4094>

モード  VLAN database

8.6.88 vlan participation

このコマンドは VLAN における特定のインターフェースに対する参加の程度を構
成します。ID は有効な VLAN ID 番号であり、インターフェースは有効なイン
ターフェース番号です。

形式  vlan participation <exclude | include | auto> <1-4094>

モード  Interface Config

参加オプションは以下の通り : 

include  インターフェースは常にこの VLAN のメンバーです。
これは、固定された登録と同等です。

exclude  インターフェースはこの VLAN のメンバーではありま
せん。これは、禁止された登録と同等です。

auto  インターフェースは GVRP により、この VLAN に自動
的に登録されます。このインターフェースから参加要
求を受信しない限り、インターフェースはこの VLAN 
に参加しません。これは、標準の登録と同等です。
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8.6.89 vlan participation all

このコマンドは VLAN におけるすべてのインターフェースに対する参加の程度を
構成します。ID は有効な VLAN ID 番号です。

形式  vlan participation all <exclude | include | auto> <1-4094>

モード  Global Config

参加オプションは以下の通り : 

include  インターフェースは常にこの VLAN のメンバーです。
これは、固定された登録と同等です。

exclude  インターフェースはこの VLAN のメンバーではありま
せん。これは、禁止された登録と同等です。

auto  インターフェースは GVRP により、この VLAN に自動
的に登録されます。このインターフェースから参加要
求を受信しない限り、インターフェースはこの VLAN 
に参加しません。これは、標準の登録と同等です。

8.6.90 vlan port acceptframe all

このコマンドは、すべてのインターフェースに対してフレーム許容モードを設定
します。'VLAN Only' モードについては、このインターフェースで受信されたタ
グなしフレームまたは優先フレームは廃棄されます。'Admit All' モードについ
ては、このインターフェースで受信されたタグなしフレームまたは優先フレーム
は許可され、このポートにインターフェース VLAN ID の値が割り当てられます。
いずれのオプションでも、VLAN タグ付フレームは IEEE 802.1Q VLAN 仕様に基
づき転送されます。

既定値  admit all

形式  vlan port acceptframe all {vlanonly | all} 

モード  Global Config

8.6.90.43  no vlan port acceptframe all

このコマンドは、すべてのインターフェースのフレーム許容モードを Admit All 
に設定します。"Admit All" モードについては、このインターフェースで受信さ
れたタグなしフレームまたは優先フレームは許可され、このポートにインター
フェース VLAN ID の値が割り当てられます。いずれのオプションでも、VLAN タ
グ付フレームは IEEE 802.1Q VLAN 仕様に基づき転送されます。

形式  no vlan port acceptframe all 

モード  Global Config
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8.6.91 vlan port ingressfilter all

このコマンドはすべてのポートに対し入口フィルタリングを有効化します。入口
フィルタリングが無効になっている場合、VLAN ID で受信された、受信インター
フェースの VLAN メンバーシップと一致しないフレームは、許可された後、VLAN 
メンバーであるポートに転送されます。

既定値  disabled

形式  vlan port ingressfilter all

モード  Global Config

8.6.91.44  no vlan port ingressfilter all

このコマンドはすべてのポートに対し入口フィルタリングを無効化します。入口
フィルタリングが無効になっている場合、VLAN ID で受信された、受信インター
フェースの VLAN メンバーシップと一致しないフレームは、許可された後、VLAN 
メンバーであるポートに転送されます。

形式  no vlan port ingressfilter all

モード  Global Config

8.6.92 vlan port pvid all

このコマンドは、すべてのインターフェースについて VLAN ID を変更します。

既定値  1

形式  vlan port pvid all <1-4094>

モード  Global Config

8.6.92.45  no vlan port pvid all

このコマンドは、すべてのインターフェースについて VLAN ID を 1 に設定しま
す。

形式  no vlan port pvid all 

モード  Global Config

8.6.93 vlan port tagging all

このコマンドは、VLAN のすべてのインターフェースのタグ付け動作を有効に構
成します。タグ付けが有効になると、トラフィックはタグ付フレームとして送信
されます。タグ付けが無効になると、トラフィックはタグなしフレームとして送
信されます。ID は有効な VLAN ID 番号です。 
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形式  vlan port tagging all <1-4094>

モード  Global Config

8.6.93.46  no vlan port tagging all

このコマンドは、VLAN のすべてのインターフェースのタグ付け動作を無効に構
成します。タグ付けが無効になると、トラフィックはタグなしフレームとして送
信されます。ID は有効な VLAN ID 番号です。 

形式  no vlan port tagging all 

モード  Global Config

8.6.94 vlan protocol group

このコマンドは、プロトコルベースの VLAN グループをシステムに追加します。
<groupName> は 1 ～ 16 文字の文字列です。作成されたとき、プロトコルグルー
プには唯一の番号が割り当てられ、これが後続のコマンドでグループを識別する
ために利用されます。

形式  vlan protocol group <groupname>

モード  Global Config

8.6.95 vlan protocol group add protocol 

このコマンドは、<groupid> によって識別されたプロトコルベースの VLAN に 
<protocol> を追加します。グループには、複数のプロトコルが関連付けられて
いることがあります。各インターフェースとプロトコルの組み合わせは 1つのグ
ループにのみ関連付けることができます。プロトコルをグループに追加すると、
現在グループに関連付けられているインターフェースとの間で競合が発生するた
め、このコマンドは失敗し、プロトコルはグループに追加されません。プロトコ
ルの可能な値は IP、ARP、IPX  です。

既定値  なし

形式  vlan protocol group add protocol <groupid> <protocol>

モード  Global Config

8.6.95.47  no vlan protocol group add protocol 

このコマンドは、<groupid> により識別されたプロトコルベースの VLAN グルー
プから、<protocol> を削除します。プロトコルの可能な値は IP、ARP、IPX  で
す。

形式  no vlan protocol group add protocol <groupid> <protocol>
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モード  Global Config

8.6.96 vlan protocol group remove

このコマンドは、<groupid> により識別されたプロトコルベースの VLAN グルー
プを削除します。

形式  vlan protocol group remove <groupid>

モード  Global Config

8.6.97 protocol group

このコマンドは、<groupid> によって識別されたプロトコルベースの VLAN に 
<vlanid> を追加します。グループは 1回につき、1つの VLAN とのみ関連付け
ることができますが、VLAN の関連は変更することができます。 

GVRP が VLAN を作成することが決まっている場合を除き、プロトコルベースの 
VLAN を作成する前に、参照 VLAN を作成する必要があります。

既定値  なし

形式  protocol group <groupid> <vlanid>

モード  VLAN database

8.6.97.48  no protocol group

このコマンドは、この <groupid> により識別されたプロトコルベースの VLAN 
グループから、<vlanid>  を削除します。

形式  no protocol group <groupid> <vlanid>

モード  VLAN database

8.6.98 protocol vlan group

このコマンドは、<groupid> によって識別されたプロトコルベースの VLAN に、
物理 <slot/port> を追加します。グループには、複数のインターフェースが関
連付けられていることがあります。各インターフェースとプロトコルの組み合わ
せは 1 つのグループにのみ関連付けることができます。インターフェースをグ
ループに追加すると、現在グループに関連付けられているプロトコルとの間で競
合が発生するため、このコマンドは失敗し、インターフェースはグループに追加
されません。 

GVRP が VLAN を作成することが決まっている場合を除き、プロトコルベースの 
VLAN を作成する前に、参照 VLAN を作成する必要があります。
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既定値  なし

形式  protocol vlan group <groupid> 

モード  Interface Config
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8.6.98.49  no protocol vlan group

このコマンドは、<groupid> により識別されたプロトコルベースの VLAN グルー
プから、<interface> を削除します。<all> が選択されている場合、すべての
ポートがこのプロトコルグループから削除されます。

形式  no protocol vlan group <groupid> 

モード  Interface Config

8.6.99 protocol vlan group all

このコマンドは、<groupid> によって識別されたプロトコルベースの VLAN に、
すべての物理インターフェースを追加します。グループには、複数のインター
フェースが関連付けられていることがあります。各インターフェースとプロトコ
ルの組み合わせは 1 つのグループにのみ関連付けることができます。インター
フェースをグループに追加すると、現在グループに関連付けられているプロトコ
ルとの間で競合が発生するため、このコマンドは失敗し、インターフェースはグ
ループに追加されません。 

GVRP が VLAN を作成することが決まっている場合を除き、プロトコルベースの 
VLAN を作成する前に、参照 VLAN を作成する必要があります。

既定値  なし

形式  protocol vlan group all <groupid> 

モード  Global Config

8.6.99.50  no protocol vlan group all

このコマンドは、<groupid> により識別されたプロトコルベースの VLAN グルー
プから、すべてのインターフェースを削除します。 

形式  no protocol vlan group all <groupid> 

モード  Global Config

8.6.100 vlan pvid

このコマンドは、インターフェースごとに VLAN ID を変更します。

既定値  1

形式  vlan pvid <1-4094>

モード  Interface Config
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8.6.100.51  no vlan pvid

このコマンドは、インターフェースごとに VLAN ID を 1 に設定します。

形式  no vlan pvid 

モード  Interface Config

8.6.101 vlan tagging

このコマンドは、VLAN の特定インターフェースのタグ付け動作を有効に構成し
ます。タグ付けが有効になると、トラフィックはタグ付フレームとして送信され
ます。タグ付けが無効になると、トラフィックはタグなしフレームとして送信さ
れます。ID は有効な VLAN ID 番号です。 

形式  vlan tagging <1-4094>

モード  Interface Config

8.6.101.52  no vlan tagging

このコマンドは、VLAN の特定インターフェースのタグ付け動作を無効に構成し
ます。タグ付けが無効になると、トラフィックはタグなしフレームとして送信さ
れます。ID は有効な VLAN ID 番号です。

形式  no vlan tagging <1-4094>

モード  Interface Config

8.6.102 show vlan 

このコマンドは、特定の VLAN について、インターフェース情報を含む詳細情報
を表示します。ID は有効な VLAN ID 番号です。

形式  show vlan <vlanid>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

VLAN ID  各 VLAN には関連付けられている VLAN 識別子 (VID) 
があります。VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

VLAN Name  便宜を図るため、この VLAN に関連付けられた文字列
です。空白も含め、 大 32 文字の英数字です。既定値
は空白です。VLAN ID 1 は常に 'Default' の名前があ
ります。このフィールドはオプションです。 

VLAN Type  VLAN タイプは既定値 (VLAN ID = 1)、静的 ( 構成さ
れ、永久的に定義されたもの )、または動的 (GVRP 登
録により作成されたもの ) となります。 
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Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。 上行のセレクターを使って、すべての
ポートについてパラメータを設定することができます。 

Current  この VLAN における、このポートの参加の程度を決定
します。可能な値 : 

include - このポートは常にこの VLAN のメンバーで
す。これは、IEEE 802.1Q 標準に固定された登録と同
じです。 

exclude - このポートはこの VLAN のメンバーではあ
りません。これは、IEEE 802.1Q 標準で禁止された登
録と同じです。 

auto detect - GVRP を通して、この VLAN でポートを
動的に登録する方法です。このポートから参加要求を
受信しない限り、ポートはこの VLAN に参加しません。
これは、IEEE 802.1Q 標準で標準登録と同じです。 

Configured  この VLAN における、このポートの参加の構成済み程
度を決定します。可能な値 : 

include - このポートは常にこの VLAN のメンバーで
す。これは、IEEE 802.1Q 標準に固定された登録と同
じです。 

exclude - このポートはこの VLAN のメンバーではあ
りません。これは、IEEE 802.1Q 標準で禁止された登
録と同じです。 

auto detect - GVRP を通して、この VLAN でポートを
動的に登録する方法です。このポートから参加要求を
受信しない限り、ポートはこの VLAN に参加しません。
これは、IEEE 802.1Q 標準で標準登録と同じです。 

Tagging  この VLAN のこのポートについて、タグ付けの動作を
選択します。 

タグ付 - この VLAN のトラフィックをタグ付フレーム
として送信するよう指定します。 

タグなし - この VLAN のトラフィックをタグなしフ
レームとして送信するよう指定します。
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8.6.103 show vlan brief

このコマンドは、すべての構成済み VLAN のリストを表示します。

形式  show vlan brief

モード  Privileged EXEC および User EXEC

VLAN ID  各 VLAN には関連付けられている VLAN 識別子 
(vlanid) があります。VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 で
す。

VLAN Name  便宜を図るため、この VLAN に関連付けられた文字列
です。空白も含め、 大 32 文字の英数字です。既定値
は空白です。VLAN ID 1 は常に 'Default' の名前があ
ります。このフィールドはオプションです。 

VLAN Type  VLAN タイプは既定値 (VLAN ID = 1)、静的 ( 構成さ
れ、永久的に定義されたもの )、または動的 (GVRP 登
録により作成されたもの ) となります。 

8.6.104 show vlan port

このコマンドは VLAN ポートの情報を表示します。 

形式  show vlan port {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。 上行のセレクターを使って、すべての
ポートについてパラメータを設定することができます。 

Port VLAN ID  このポートがタグなしフレーム、またはこのポートで
受信された優先タグ付フレームに割り当てる VLAN ID 
です。値は既存の VLAN 向けである必要があります。
工場出荷時は 1です。

Acceptable Frame 
Types  このポートで受信可能なフレームのタイプを指定しま

す。オプションは 'VLAN only' または 'Admit All' 
です。'VLAN only' に設定されると、タグなしフレー
ムまたはこのポートで受信された優先タグ付フレーム
は廃棄されます。Admit All に設定されると、この
ポートで受信されたタグなしフレームまたは優先フ
レームは許可され、このポートにポート VLAN ID の値
が割り当てられます。いずれのオプションでも、VLAN 
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タグ付フレームは IEEE 802.1Q VLAN 仕様に基づき転
送されます。 

Ingress Filtering  有効または無効にします。有効に設定されると、この
ポートがフレームに関連付けられた VLAN のメンバー
でない場合、フレームは廃棄されます。タグ付フレー
ムでは、VLAN はタグの VLAN ID により識別されます。
タグなしフレームでは、VLAN はこのフレームを受信し
たポートに対して指定されたポート VLAN ID となりま
す。無効に設定されていると、すべてのフレームは 
802.1Q VLAN ブリッジ仕様に基づき、転送されます。
工場出荷時は無効です。 

GVRP  有効または無効にすることができます。

Default Priority  802.1p 優先順位は、ポートに到着したタグ付パケット
に割り当てられます。

8.7 システムユーティリティコマンド

このセクションでは、システムユーティリティについて説明しています。コマン
ドは 2 つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.7.105 traceroute 

このコマンドは、パケットがネットワークを通して、中継点を経由しながら目的
地へとたどり着く実際のルートを検出するために使用されます。<ipaddr> は有
効な IP アドレスである必要があります。[<port>] は有効な 10 進法整数で、そ
の範囲は 0 ( ゼロ )～ 65535 の間となります。既定値は 33434 です。

オプショナルポートパラメータは、トレースルートの一部として、送信されるパ
ケットの目的地として使用される UDP ポートです。このポートは目的地のシス
テムでは未使用のポートです。

形式  traceroute <ipaddr> [<port>] 

モード  Privileged EXEC
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8.7.106 clear config

このコマンドは、スイッチの電源を切らずに、構成を工場出荷時の初期設定に戻
します。このコマンドが実行されると、スイッチは自動的にリセットされます。
リセットを実行するかどうか、確認メッセージが表示されます。

形式  clear config 

モード  Privileged EXEC

8.7.107 clear counters

このコマンドは、引数に基づき、指定された <slot/port> またはすべてのポー
トやスイッチ全体の統計を消去します。

形式  clear counters {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC

8.7.108 clear igmpsnooping 

このコマンドは、IGMP Snooping 機能により管理されたテーブルを消去し、
Multicast Forwarding Database からこれらのエントリを削除しようとします。 

形式  clear igmpsnooping

モード  Privileged EXEC

8.7.109 clear pass

このコマンドは、スイッチの電源を切らずに、すべてのユーザーパスワードを工
場出荷時の初期設定に戻します。パスワードのリセットを実行するかどうか、確
認メッセージが表示されます。

形式  clear pass

モード  Privileged EXEC

8.7.110 enable passwd

このコマンドは Privileged EXEC のパスワードを変更します。まずコマンドを
入力し、[Enter] または改行キーを押してください。

形式  enable passwd

モード  Privileged EXEC
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8.7.111 clear port-channel

このコマンドは、すべてのポートチャンネル (LAG) を消去します。

形式  clear port-channel

モード  Privileged EXEC

8.7.112 clear traplog

このコマンドはトラップログを消去します。

形式  clear traplog 

モード  Privileged EXEC 

8.7.113 clear vlan

このコマンドは VLAN 構成パラメータを工場出荷時の設定にリセットします。

形式  clear vlan

モード  Privileged EXEC

8.7.114 logout

このコマンドは、現在の telnet 接続を終了、または現在のシリアル接続をリ
セットします。 

形式  logout

モード  Privileged EXEC

注：ログアウト前に構成の変更を保存します。
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8.7.115 ping

このコマンドは、ネットワーク上に他のコンピュータがあるかどうかをチェック
し、接続を確認します。このコマンドを使うには、ネットワーク ( インバンド ) 
接続のスイッチを構成します。TCP/IP に加え、ソースおよびターゲットデバイ
スの ping ユーティリティが有効であり、実行されている必要があります。ス
イッチが接続されていれば、既定の VLAN (VLAN 1) を通してすべての IP ワー
クステーションからスイッチを ping することができます。ただし、スイッチと
ワークステーションに物理パスがある場合に限ります。ターミナルインター
フェースは 3 つの ping をターゲットステーションに送信します。

形式  ping <ipaddr>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

8.7.116 reload

このコマンドは、スイッチの電源を切ることなくスイッチをリセットします。リ
セットとは、すべてのネットワーク接続が切断され、起動コードが実行されるこ
とを意味します。スイッチは保存された構成を使ってスイッチを初期化します。
リセットを実行するかどうか、確認メッセージが表示されます。リセットが成功
すると、スイッチの LED でそのように表示されます。

形式  reload 

モード  Privileged EXEC

8.7.117 copy

このコマンドはスイッチへのアップロード、またはダウンロードを行います。
ローカル URL は tftp または xmodem を使って指定します。以下は、スイッチ
からアップロードするソースファイルとして指定することができます : スタート
アップ構成 (nvram:startup-config)、エラーログ (nvram:errorlog)、メッセー
ジログ (nvram:msglog)、トラップログ (nvram:traplog)、構成スクリプト 
(nvram:configscript <scriptname>)。URL はターゲットに指定されています。 

このコマンドは、ソースを URL、ターゲットをそれぞれ nvram:startup-config、
system:image 、または nvram:configscript  と指定して、スタートアップ構
成、コードイメージ、または構成スクリプトのダウンロードのために使用するこ
ともできます。
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<scriptname> はアップロードするスクリプトファイル名です。構成スクリプト
のダウンロード中、コピーコマンドがダウンロードされているスクリプトの認証
を行います。エラーがある場合、コマンドは認証プロセスの 後にすべてのライ
ンを表示し、スクリプトファイルのコピーについてユーザーからの確認を得ま
す。

コマンドは、ソースを system:running-config、ターゲットを nvram:startup-
config と指定することで、実行中の構成を nvram に保存します。

このコマンドは、ssh キーファイルを nvram:sshkey-
rsa、nvram:sshkey-rsa2、nvram:sshkey-dsa としてダ
ウンロードし、さらに http セキュア･サーバ証明書を 
nvram:sslpem-root、nvram:sslpem-server、
nvram:sslpem-dhweak、nvram:sslpem-dhstrong として
ダウンロードするために使用することもできます。

既定値  なし

形式  copy nvram:startup-config <url>

copy nvram:errorlog <url>

copy nvram:msglog <url>

copy nvram:traplog <url>
copy nvram:configscript <scriptname> <url>

copy <url> nvram:startup-config

copy <url> system:image

copy <url> nvram:configscript

copy system:running-config nvram:startup-config

copy <url> nvram:sslpem-root

copy <url> nvram:sslpem-server

copy <url> nvram:sslpem-dhweak

copy <url> nvram:sslpem-dhstrong

copy <url> nvram:sshkey-rsa1

copy <url> nvram:sshkey-rsa2

copy <url> nvram:sshkey-dsa

copy <url> nvram:clibanner

モード  Privileged EXEC
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8.8 Pre-login Banner

このセクションでは、Pre-login Banner コマンドに関する詳細を説明していま
す。 

8.8.118 copy 

copy コマンド (8-73ページのセクション8.7.117"copy") には 田 libanner・オ
プションが含まれます。このコマンドはスイッチへのアップロード、またはダウ
ンロードを行います。ローカル URL は tftp または xmodem を使って指定しま
す。 

既定値  なし

形式  copy <url> nvram:clibanner

モード  Privileged EXEC

8.9 CLI Command Logging

このセクションでは、CLI Command Logging コマンドに関する詳細を説明してい
ます。

8.9.119 logging cli-command

このコマンドは、CLI Command Logging 機能を有効にします。Command Logging 
コンポーネントは、システムで発行されたすべての Command Line Interface 
(CLI) コマンドについて、ソフトウェアによる記録を有効にします。 

既定値  enabled

形式  logging cli-command

モード  Global Config

8.9.119.53  no logging cli-command
形式  no logging cli-command

モード  Global Config
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8.10 構成スクリプト

構成スクリプトは、ユーザーによる現在の構成を示すテキスト形式のスクリプト
ファイルの作成を許可します。この構成スクリプトファイルは、PC にアップ
ロードして編集したり、システムにダウンロードして適用することができます。
構成スクリプトは 1 つ、または複数のスイッチに変更なし、またはわずかな変更
んみで適用することができます。 

show running-config コマンド ( セクション 8.10.125"show running-config") 
を使って実行中の構成をスクリプトに取得します。copy コマンド ( セクション
8.7.117"copy" ) を使って、構成スクリプトをスイッチへ、またはスイッチから
転送します。

8.10.120 configscript apply

このコマンドは、構成スクリプトのコマンドをスイッチに適用します。適用コマ
ンドは実行中の構成をバックアップし、スクリプトファイルの適用を開始しま
す。コマンドの適用が、コマンドが 初にエラーを起こした時点で停止します。
<scriptname> パラメータは適用するスクリプトの名前です。

形式  configscript apply <scriptname>

モード  Privileged EXEC

8.10.121 configscript delete

このコマンドは、<scriptname> パラメータが削除対象のスクリプト名である場
合、指定されたスクリプトを削除します。"all" オプションは、スイッチに存在
するすべてのスクリプトを削除します。

形式  configscript delete {<scriptname> | all} <slot/
port>

モード  Privileged EXEC

注：ファイルの拡張子は ・ scr ・となります。

スイッチでは、 大 10 のスクリプトが許可されています。

すべてのスクリプトファイルの合計サイズは 500KB 以内とします。
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8.10.122 configscript list

このコマンドは、スイッチに存在するすべてのスクリプト、および存在するファ
イルの合計数を表示します。 

形式  configscript list

モード  Privileged EXEC

Configuration 
Script  構成スクリプト名です。

Size   構成スクリプトのサイズです。

8.10.123 configscript show

このコマンドはスクリプトファイルの内容を表示します。<scriptname> パラ
メータはスクリプトファイルの名前です。 

形式  configscript show <slot/port> <scriptname>

モード  Privileged EXEC

表示形式 :

Line <no>:< 行の内容 > 

  

8.10.124 configscript validate

このコマンドは <scriptname> が認証対象のスクリプト名であるスクリプトファ
イルについて、その各行を解析し、構成スクリプトファイルを認証します。認証
はコマンドが 初にエラーを起こした時点で停止します。

形式  configscript validate <scriptname> <slot/port> 

モード  Privileged EXEC

8.10.125 show running-config

このコマンドは、スイッチでサポートされている様々なプロトコルパッケージの
現在の設定を表示 / 取得します。このコマンドは、既定値とは異なる値を持つ設
定 /構成のコマンドのみを表示 / 取得します。出力はスクリプト形式で表示さ
れ、同じ構成を持つ別のスイッチを構成する際に使用することができます。 
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スクリプト名が提供されると、出力は構成スクリプトに転換されます。オプショ
ン [all] は、既定値と同じ値を含む設定 /構成のすべてのコマンドの表示 /取
得を有効化します。オプション <scriptname> が拡張子 ".scr" のファイル名と
ともに提供されている場合、出力はスクリプトファイルに転換されます。

形式  show running-config [all] [<scriptname>]

モード  Privileged EXEC 
8-78 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
8.11 システムログ (Syslog) 

この章では、システムログコマンドに関する詳細説明を提供しています。コマン
ドは 2 つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スパニングツリー設定、統計、その他の情報を表示しま
す。 

･ 構成コマンドは、デバイスの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.11.126 logging buffered

このコマンドは、 大で 128 のログが維持されるインメモリログを記録します。
<severitylevel> の値は、0～ 7の整数、即ち以下のいずれかのキーワードによ
り象徴される数字で指定されます :緊急 (0)、注意 (1)、重要 (2)、エラー 
(3)、警告 (4)、通知 (5)、情報 (6)、デバッグ (7)。

既定値  disabled; critical

形式  logging buffered [severitylevel]

モード  Global Config

8.11.126.54  no logging buffered

このコマンドは、インメモリログを無効にします。

形式  no logging buffered

モード  Global Config

8.11.127 logging buffered wrap

このコマンドは、容量がいっぱいに達したとき、インメモリログのラッピングを
有効化します。その他の場合、容量がいっぱいに達したとき、ログは停止しま
す。

既定値  wrap

形式  logging buffered wrap

モード  Privileged EXEC
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8.11.127.55  no logging wrap

このコマンドは、インメモリログのラッピングを無効化し、容量がいっぱいに
なった時にログを停止するよう構成します。

形式  no logging buffered wrap

モード  Privileged EXEC

8.11.128 logging console

このコマンドは、コンソールへのログを有効化します。<severitylevel> の値
は、0 ～ 7の整数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴される数字で指
定されます : 緊急 (0)、注意 (1)、重要 (2)、エラー (3)、警告 (4)、通知 
(5)、情報 (6)、デバッグ (7)。 

既定値  disabled; critical

形式  logging console [severitylevel]

モード  Global Config

8.11.128.56  no logging console

このコマンドは、コンソールへのログを無効化します。

形式  no logging console

モード  Global Config

8.11.129 logging history

このコマンドは、システムスタートアップとシステム操作のストレージへのログ
を有効化します。<severitylevel> の値は、0～ 7 の整数、即ち以下のいずれか
のキーワードにより象徴される数字で指定されます : 緊急 (0)、注意 (1)、重要 
(2)、エラー (3)、警告 (4)、通知 (5)、情報 (6)、デバッグ (7)。

既定値  enabled; severitylevel - critical

形式  logging history [severitylevel]

モード  Global Config

8.11.129.57  no logging history

このコマンドはログを無効化します。ログの内容は消去されません。

形式  no logging history

モード  Global Config
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8.11.130 logging host

このコマンドは、 大で 8 台のホストが構成できるホストへのログを有効化しま
す。アドレスタイプは ipv4 または dns、ポートは値形式となります。 

既定値    Port - 514; Level - Critical; 

形式  logging host <ipaddress> <addresstype> [port <port>] [level 
<severitylevel>]

モード  Global Config

8.11.131 logging host remove

このコマンドはホストへのログを無効化します。ホストインデックスのリストに
ついては、'show logging hosts' をご覧ください。

形式  logging host remove <hostindex>

モード  Global Config

8.11.132 logging port

このコマンドは、メッセージログのための LOG クライアントのローカルポート
番号を設定します。<portid> は 1 ～ 65535 の範囲内で設定します。 

既定値  514

形式  logging port <portid>

モード  Global Config

8.11.132.58  no logging port

このコマンドは、ローカルログポートを既定値にリセットします。 

形式  no logging port

モード  Global Config

8.11.133 logging syslog

このコマンドは syslog ログを有効化します。 

既定値  disabled; local0

形式  logging syslog 

モード  Global Config
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8.11.133.59  no logging syslog

このコマンドは syslog ログを無効化します。

形式  no logging syslog

モード  Global Config

8.11.134 show logging

このコマンドはログを表示します。

形式  show logging

モード  Privileged EXEC

  

Client Local 
Port  syslog メッセージが送信されるコレクター /リレー上

のポートです。

Console Logging 
Administrative 
Mode  コンソールログのモードです。  

Console Logging 
Severity Filter  コンソールログに対する 低重要度のログです。同等

または低い重要度のメッセージが記録されます。

Buffered Logging 
Administrative 
Mode  バッファログのモードです。

Buffered Logging 
Severity Filter  バッファログに対する 低重要度のログです。同等ま

たは低い重要度のメッセージが記録されます。

Historical Logging 
Administrative 
Mode  履歴ログのモードです。

Historical Logging 
Severity Filter  履歴ログに対する 低重要度のログです。同等または

低い重要度のメッセージが記録されます。

Syslog Logging 
Administrative 
Mode  構成済み syslog ホストへのログのモードです。無効

に設定すると、すべての syslog ホストが停止します。 
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Log Messages 
Received  ログプロセスにより受信されたメッセージ数です。こ

れには、ドロップまたは無視されたメッセージも含ま
れます。

Log Messages 
Dropped  処理されなかったメッセージ数です。

  

8.11.135 show logging history

このコマンドはログを表示します。

形式  show logging history

モード  Privileged EXEC

  

Historical Logging 
Administrative 
Mode  履歴ログのモードです。

Historical Logging 
Severity Filter  履歴ログに対する 低重要度のログです。同等または

低い重要度のメッセージが記録されます。

Log Messages:  
  ログプロセスにより受信されたメッセージ数です。こ

れには、ドロップまたは無視されたメッセージも含ま
れます。

8.11.136 show logging buffered

このコマンドはバッファログを表示します ( システムスタートアップとシステ
ム操作ログ )。

形式  show logging buffered

モード  Privileged EXEC

  

Admin Status  インメモリログの現在の状態です。
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Severity Level 
Filter  メモリログに対する 低重要度のログです。同等また

は低い重要度のメッセージが記録されます。

Component 
Filter  受信されたメッセージからメモリログに記録されるコ

ンポーネントです。シングルコンポーネント ID また
は "all components" と指定することができます。

Wrapping 
Behavior  ログがいっぱいになった場合の、インメモリログの動

作です。

Log Count  バッファログの有効エントリのカウントです。 

Log Messages:  syslog 機能により syslog ホストに転送されたメッ
セージ数です。複数のホストに転送されたメッセージ
は、各ホストについて 1 回カウントされます。

8.11.137 show logging hosts

このコマンドは構成済みのログホストを表示します。

形式  show logging hosts

モード  Privileged EXEC

  

Host Index (used 
for deleting)    
Host IP Address  構成されたサーバの IP アドレスです。

Address Type  サーバのアドレスタイプです。

Severity Level  指定されたアドレスに対する 低重要度のログです。

Port  サーバポート番号 : これは、syslog メッセージが送
信されたローカルホストのポートです。

Host Status  構成済み syslog ホストへのログの状態です。ステー
タスが無効の場合、ログは発生しません。
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8.12 Simple Network Time Protocol(SNTP)

この章では、SNTP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは 2
つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スパニングツリー設定、統計、その他の情報を表示しま
す。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.12.138 sntp broadcast client poll-interval

このコマンドは、SNTP ブロードキャストクライアントのポール間隔を秒で設定
します。2 の累乗で計算し、<poll-interval> は 6 ～ 16 の値となります。

既定値  6

形式  sntp broadcast client poll-interval <poll-interval>

モード  Global Config

8.12.138.60  no sntp broadcast client poll-interval

このコマンドは、SNTP ブロードキャストクライアントのポール間隔を既定値に
リセットします。

形式  no sntp broadcast client poll-interval

モード  Global Config

8.12.139 sntp client mode

このコマンドは、Simple Network Time Protocol (SNTP) クライアントもドを有
効化し、オプションでモードをブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャス
トのいずれかに設定します。

既定値  無効

形式  sntp client mode [broadcast | multicast | unicast]

モード  Global Config

8.12.139.61  sntp client mode

このコマンドは Simple Network Time Protocol (SNTP) クライアントモードを
無効化します。

形式  no sntp client mode
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モード  Global Config

8.12.140 sntp client port

このコマンドは SNTP クライアントポート ID の値を 1～ 65535 に設定します。

既定値  123

形式  sntp client port <portid>

モード  Global Config

8.12.140.62  no sntp client port

このコマンドは、SNTP クライアントポートを既定値にリセットします。

形式  no sntp client port

モード  Global Config

8.12.141 sntp unicast client poll-interval

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポール間隔を秒で設定しま
す。2 の累乗で計算し、<poll-interval> は 6 ～ 16 の値となります。 

既定値  6

形式  sntp unicast client poll-interval <poll-interval>

モード  Global Config

8.12.141.63  no sntp unicast client poll-interval

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポール間隔を既定値にリ
セットします。 

形式  no sntp unicast client poll-interval

モード  Global Config

8.12.142 sntp unicast client poll-timeout

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポールタイムアウトを、1
～ 30 の値で、秒で設定します。

既定値  5

形式  sntp unicast client poll-timeout <poll-timeout>

モード  Global Config
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8.12.142.64  no sntp unicast client poll-timeout

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポールタイムアウトを既定
値にリセットします。 

形式  no sntp unicast client poll-timeout

モード  Global Config

8.12.143 sntp unicast client poll-retry

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポール再試行を、0 ～ 10 の
値で設定します。

既定値  1

形式  sntp unicast client poll-retry <poll-retry>

モード  Global Config

8.12.143.65  no sntp unicast client poll-retry

このコマンドは、SNTP ユニキャストクライアントのポール再試行を既定値にリ
セットします。 

形式  no sntp unicast client poll-retry

モード  Global Config

8.12.144 sntp multicast client poll-interval

このコマンドは、SNTP マルチキャストクライアントのポール間隔を秒で設定し
ます。2の累乗で計算し、<poll-interval> は 6 ～ 16 の値となります。 

既定値  6

形式  sntp multicast client poll-interval <poll-interval>

モード  Global Config

8.12.144.66  no sntp multicast client poll-interval

このコマンドは、SNTP マルチキャストクライアントのポール間隔を既定値にリ
セットします。 

形式  no sntp multicast client poll-interval

モード  Global Config
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8.12.145 sntp server

このコマンドは、サーバアドレスが IP アドレスとなるか、またはドメイン名と
アドレスタイプが ipv4 または dns となる SNTP サーバ ( 大 3 つ ) を構成し
ます。オプションの優先順位は 1 ～ 3の値、バージョンは 1 ～ 4の値、ポート 
ID は 1 ～ 65535 の間で設定できます。

形式  sntp server <ipaddress/domain-name> <addresstype> 
[<priority> [<version> [<portid>]]]

モード  Global Config

8.12.145.67  no sntp server

このコマンドは、構成済み SNTP サーバからサーバを削除します。

形式  no sntp server remove <ipaddress/domain-name>

モード  Global Config

8.12.146 show sntp

このコマンドは、SNTP 設定とステータスを表示します。

形式  show sntp 

モード  Privileged Exec

Last Update 
Time  前回クロックを更新した時間です。

Last Attempt 
Time  前回の送信クエリ時間です ( ユニキャストモード )。

Last Attempt 
Status  前回の SNTP 要求 ( ユニキャストモード ) または要求

されていないメッセージ ( ブロードキャストモード ) 
のステータスです。

Broadcast 
Count  前回の再起動以降、SNTP クライアントにより受信さ

れ、処理された、要求されていないブロードキャスト
メッセージの現在の数です。

Multicast Count  前回の再起動以降、SNTP クライアントにより受信さ
れ、処理された、要求されていないマルチキャスト
メッセージの現在の数です。
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8.12.147 show sntp client

このコマンドは、SNTP クライアント設定を表示します。

形式  show sntp client

モード  Privileged Exec

Client Supported 
Modes  サポートされている　SNTP モードです ( ブロード

キャスト、ユニキャスト、マルチキャスト )。

SNTP Version  クライアントがサポートしている 高の SNTP バー
ジョンです。

Port  SNTP クライアントポート。

Client Mode:  構成済みの SNTP クライアントモード。

Poll Interval  SNTP クライアントのポール間隔値を 2 の累乗で、秒で
示します。

Poll Timeout  SNTP クライアントのポールタイムアウト値を秒で示し
ます。

Poll Retry  SNTP クライアントのポール再試行値です。

8.12.148 show sntp server

このコマンドは、SNTP サーバ設定と構成済みサーバを表示します。

形式  show sntp server 

モード  Privileged Exec

Server IP 
Address  構成済み SNTP サーバの IP アドレスです。

Server Type  サーバのアドレスタイプです。

Server Stratum  後に受信された有効パケットに対するサーバの階層
です。

Server Reference 
ID  後に受信された有効パケットに対するサーバのリ

ファレンスクロック識別子です。

Server Mode  SNTP サーバモードです。

Server Max 
Entries  許可されている SNTP サーバの合計数です。
スイッチングコマンド 8-89

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
Server Current 
Entries  構成されている SNTP の合計数です。
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各構成済みサーバについて :

IP Address  構成済み SNTP サーバの IP アドレスです。

Address Type  構成済み SNTP サーバのアドレスタイプです。

Priority  構成済みサーバの IP 優先タイプです。

Priority  サーバの SNTP バージョン番号です。ユニキャスト
モードのサーバに質問する際に使われるプロトコル
バージョンです。

Port  サーバのポート番号です。

Last Attempt 
Time  指定したサーバに対する前回のサーバ試行時間です。

Last Attempt 
Status  サーバに対する前回のサーバ試行状態です。

Total Unicast 
Requests  サーバに対する要求の数です。

Failed Unicast 
Requests  サーバからの要求のエラー回数です。

8.13 ユーザーアカウントコマンド

これらのコマンドはユーザーアカウントを管理します。コマンドは 2つの機能性
グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.13.149 disconnect

このコマンドは telnet セッションを終了します。

形式  disconnect {<sessionID> | all}

モード  Privileged EXEC
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8.13.150 show loginsession

このコマンドは、現在スイッチに接続されている telnet とシリアルポートを表
示します。 

形式  show loginsession 

モード  Privileged EXEC

ID  ログインセッション ID です。

User Name  ユーザーがシリアルポートまたは Telnet にログイン
するために使用する名前です。空白のエントリに名前
を入力し、スイッチに新規ユーザーを追加することが
できます。ユーザー名は 大 8 文字で、大文字と小文
字を区別しません。工場出荷時の初期設定では、
'admin' と 'guest' の 2 名のユーザーが設定されてい
ます。 

Connection 
From  Telnet クライアントマシンの IP アドレス、またはシ

リアルポート接続の EIA-232 です。

Idle Time  セッションがアイドルになっている時間です。

Session Time  このセッションが接続を維持している合計時間です。

8.13.151 show users

このコマンドは構成されたユーザー名とその設定を表示します。このコマンド
は、読取 /書込権限のあるユーザーのみ使用可能です。SNMPv3 フィールドは、
SNMP がシステムで利用可能な場合のみ表示されます。

形式  show users

モード  Privileged EXEC

User Name  ユーザーがシリアルポートまたは Telnet または Web 
にログインするために使用する名前です。空白のエン
トリに名前を入力し、スイッチに新規ユーザーを追加
することができます。ユーザー名は 大 8文字で、大
文字と小文字を区別しません。工場出荷時の初期設定
では、"admin" と "guest" の 2 名のユーザーが設定さ
れています。

Access Mode  オペレーターがスイッチのパラメータを変更可能かど
うか ( 読取 /書込 )、または読み取りのみ可能である
か ( 読取専用 ) を示します。工場出荷時の初期設定で
8-92 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
は、Admin ユーザーは読取 / 書込権限があり、'guest'
は読取専用権限があります。読取 /書込ユーザーは 1
名のみ、読取専用ユーザーは 5 名までです。 

SNMPv3 Access 
Mode  このフィールドは SNMPv3 アクセスモードを表示しま

す。値が ReadWrite に設定されている場合、SNMPv3 
ユーザーはシステム上でパラメータの設定や読取が可
能となります。値が ReadOnly に設定されている場合、
SNMPv3 ユーザーがパラメータ情報を読み取ることしか
できません。SNMPv3 アクセスモードは CLI および 
Web アクセスモードとは異なる場合があります。

SNMPv3 
Authentication  このフィールドには、指定されたログインユーザーに

対して使用される認証プロトコルが表示されます。

SNMPv3 
Encryption  このフィールドには、指定されたログインユーザーに

対して使用される暗号化プロトコルが表示されます。

8.13.152 users name

このコマンドは、スペースに限りがある場合に新規ユーザー ( アカウント ) を
追加します。アカウント <username> は、 大 8 文字で設定します。名前には英
数字およびハイフン ('-') やアンダースコア ('_') などを使用することができ
ます。<username> は大文字と小文字を区別しません。

6名のユーザー名を定義することができます。

形式  users name <username>

モード  Global Config

8.13.152.68  no users name

このコマンドはオペレーターを削除します。

形式  no users name <username>

モード  Global Config

Note:  'Admin' ユーザーアカウントは削除できません。
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8.13.153 users passwd

このコマンドはパスワードの変更に使用します。ユーザーパスワードは 大 8 文
字の英数字です。ユーザー認証や暗号化が有効な場合、パスワードは少なくとも
8文字の英数字である必要があります。ユーザー名とパスワードは大文字と小文
字を区別しません。パスワードを変更した場合、プロンプトが古いパスワードを
尋ねます。古いパスワードがない場合は、[Enter] キーを押してください。 

既定値  パスワードなし

形式  users passwd <username> 

モード  Global Config

8.13.153.69  no users passwd

このコマンドは、既存のオペレーターのパスワードを空白に設定します。パス
ワードを変更した場合、プロンプトがオペレーターの古いパスワードを尋ねま
す。古いパスワードがない場合は、[Enter] キーを押してください。

形式  no users passwd <username> 

モード  Global Config

8.13.154 users snmpv3 accessmode

このコマンドは、指定されたログインユーザーの SNMPv3 アクセス権限を決定し
ます。有効なアクセスモード値は readonly または readwrite です。
<username>  は指定されたアクセスモードが適用されるログインユーザー名で
す。既定値は 'Admin' ユーザーに対して readwrite、その他のすべてのユーザー
に対して readonly となっています。

既定値  admin -- readwrite; other -- readonly

形式  users snmpv3 accessmode <username> {readonly | readwrite}

モード  Global Config

8.13.154.70  no users snmpv3 accessmode

このコマンドは、指定されたログインユーザーの SNMPv3 アクセス権限を、
'Admin' については readwrite、その他のユーザーについては readonly に設定
します。<username> は指定されたアクセスモードを適用するログインユーザー
名です。

形式  no users snmpv3 accessmode <username> 
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モード  Global Config

8.13.155 users snmpv3 authentication

このコマンドは、指定されたログインユーザーに対して使用される認証プロトコルを指定します。

有効な認証プロトコルは none、md5、または sha です。"md5" または "sha" が指定さ
れている場合、ユーザーログインパスワードも SNMPv3 認証パスワードとして使
われるため、少なくとも 8 文字のパスワードが必要です。<username>  は認証プ
ロトコルに関連付けられたログインユーザー名です。 

既定値  認証なし

形式  users snmpv3 authentication <username> {none | md5 | sha}

モード  Global Config

8.13.155.71  no users snmpv3 authentication

このコマンドは、指定されたログインユーザーに対して使用される認証プロトコ
ルを none 設定します。<username> は指定された認証プロトコルを使用するロ
グインユーザー名です。 

形式  users snmpv3 authentication <username> 

モード  Global Config

8.13.156 users snmpv3 encryption

このコマンドは、指定されたログインユーザーに対して使用される暗号化プロト
コルを指定します。有効な暗号化プロトコルは "des" または none です。 

"des" が指定された場合、コマンドラインで必要なキーを指定される場合があり
ます。暗号化 key  は 8 ～ 64 文字の長さです。des プロトコルが指定されてい
るものの、キーが提供されない場合、ユーザーがキーを入力するよう求められま
す。"des" プロトコルを使用している場合、ユーザーログインパスワードも 
SNMPv3 暗号化パスワードとして使われるため、少なくとも 8 文字のパスワード
が必要です。

none と指定した場合、キーを提供する必要はありません。<username>  は指定
された暗号化に関連付けられたログインユーザー名です。 

既定値  暗号化なし

形式  users snmpv3 encryption <username> {none | des[key]}

モード  Global Config 
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8.13.156.72  no users snmpv3 encryption

このコマンドは、暗号化プロトコルを none に指定します。<username> は指定
された暗号化プロトコルを使用するログインユーザー名です。 

形式  no users snmpv3 encryption <username> 

モード  Global Config 

8.14 DHCP サーバコマンド

これらのコマンドは、DHCP サーバパラメータとアドレスプールを構成します。
コマンドは機能性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。

･ 消去コマンドは一部またはすべての設定を工場出荷時の初期設定に戻しま
す。 

8.14.157 client-identifier

このコマンドは、DHCP クライアントの唯一の識別子を指定します。唯一の識別
子は、16 進法形式の有効な標記です。Microsoft DHCP クライアントなど一部の
システムでは、ハードウェアアドレスに代わりにクライアント識別子が必要とさ
れます。唯一の識別子は、メディアタイプと MAC アドレスの連続です。たとえ
ば、Ethernet アドレス c819.2488.f177 に対する Microsoft クライアント識別
子は 01c8.1924.88f1.77 であり、01 は Ethernet メディアタイプを表します。
メディアタイプコードの一覧については、RFC 1700 Assigned Number の 
"Address Resolution Protocol Parameters" セクションをご覧ください。

既定値  なし

形式  client-identifier <uniqueidentifier>

モード  DHCP Pool Config 

8.14.157.73  no client-identifier

このコマンドはクライアント識別子を削除します。

形式  no client-identifier
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モード  DHCP Pool Config 

8.14.158 client-name

このコマンドは、DHCP クライアントの名前を指定します。名前は標準 ASCII 文
字から成る文字列です。

既定値  なし

形式  client-name <name>

モード  DHCP Pool Config 

8.14.158.74  no client-name

このコマンドはクライアント名を削除します。 

形式  no client-name

モード  DHCP Pool Config 

8.14.159 default-router

このコマンドは、DHCP クライアントの既定ルータリストを指定します。
{address1, address2 ・address8} は有効な IP アドレスであり、それぞれが 4つの
10 進法バイト 0 ～ 255 で構成されています。IP アドレス 0.0.0.0 は無効です。

既定値  なし

形式  default-router <address1> [<address2>....<address8>]

モード  DHCP Pool Config

8.14.159.75  no default-router

このコマンドは既定のルータリストを削除します。 

形式  no default-router

モード  DHCP Pool Config

8.14.160 dns-server

このコマンドは、DHCP クライアントで利用可能な IP サーバを指定します。ア
ドレスパラメータは有効な IP アドレスであり、それぞれが 4 つの 10 進法バイ
ト 0～ 255 で構成されています。IP アドレス 0.0.0.0 は無効です。

既定値  なし

形式  dns-server <address1> [<address2>....<address8>]
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モード  DHCP Pool Config 

8.14.160.76  no dns-server

このコマンドは DNS サーバリストを削除します。 

形式  no dns-server

モード  DHCP Pool Config 

8.14.161 hardware-address

このコマンドは、DHCP クライアントのハードウェアアドレスを指定します。 

ハードウェアアドレスは、クライアントのハードウェアプラットフォームの MAC 
アドレスであり、6バイトのピリオドで区切られた 16 進法形式で構成されます。

タイプとは、ハードウェアプラットフォームのプロトコルを意味します。10 MB 
Ethernet の場合は 1、IEEE 802 の場合は 6 です。

既定値  ethernet

形式  hardware-address <hardwareaddress> [type]

モード  DHCP Pool Config 

8.14.161.77  no hardware-address

このコマンドは、DHCP クライアントのハードウェアアドレスを削除します。 

形式  no hardware-address

モード  DHCP Pool Config 

8.14.162 host

このコマンドは、DHCP クライアントへのマニュアルバインディングのための IP 
アドレスとネットワークマスクを指定します。アドレスとマスクは有効な IP ア
ドレスであり、それぞれが 4つの 10 進法バイト 0 ～ 255 で構成されています。
IP アドレス 0.0.0.0 は無効です。

接頭語の長さは 0～ 32 文字の整数です。

既定値  なし

形式  host <address> [<mask | prefix-length>]

モード  DHCP Pool Config 
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8.14.162.78  no host

このコマンドは、DHCP クライアントの IP アドレスを削除します。 

形式  no host

モード  DHCP Pool Config 

8.14.163 ip dhcp excluded-address

このコマンドは、DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当てるべきではない 
IP アドレスを指定します。低アドレスと高アドレスは有効な IP アドレスであ
り、それぞれが 4つの 10 進法バイト 0 ～ 255 で構成されています。IP アドレス 
0.0.0.0 は無効です。

既定値  なし

形式  ip dhcp excluded-address <lowaddress> [<highaddress>]

モード  Global Config

8.14.163.79  no ip dhcp excluded-address

このコマンドは、DHCP クライアントの除外された IP アドレスを削除します。
低アドレスと高アドレスは有効な IP アドレスであり、それぞれが 4 つの 10 進
法バイト 0～ 255 で構成されています。IP アドレス 0.0.0.0 は無効です。

形式  no ip dhcp excluded-address <lowaddress> [<highaddress>]

モード  Global Config 
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8.14.164 ip dhcp ping packets

このコマンドは、DHCP サーバが ping 操作の一部としてプールアドレスに総素
因するパケットの数字 (2 ～ 10 の範囲 ) を指定するために使われます。既定で
は、プールアドレスに送信されるパケット数は 2です ( パケット送信時に許可
される 小数 )。パケット数を 0 に設定すると、このコマンドは無効となりま
す。 

既定値  2

形式  ip dhcp ping packets <0,2-10>

モード  Global Config

8.14.164.80  no ip dhcp ping packets

このコマンドは、サーバからプールアドレスへの ping を防止し、パケット数を
0に設定します。

既定値  0

形式  no ip dhcp ping packets

モード  Global Config

8.14.165 ip dhcp pool

このコマンドは、DHCP サーバ上の DHCP アドレスプール名を構成し、DHCP プー
ル構成モードに入ります。 

既定値  なし

形式  ip dhcp pool <name>

モード  Global Config Mode

8.14.165.81  no ip dhcp pool

このコマンドは、DHCP アドレスプールを削除します。名前は以前に構成された
プール名です。 

形式  no ip dhcp pool <name>

モード  Global Config Mode

注：このコマンドの "NO" 形式は、プールアドレスに送信されるパケッ
ト数を 0に設定するため、サーバがプールアドレスを ping でき
なくなります。
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8.14.166 lease

このコマンドは、IP アドレスが DHCP サーバから DHCP クライアントに割り当
てられるリース時間を構成します。全体のリース時間は 1 ～ 86400 分です。
infinite と指定すると、リースは 60 日に設定されます。Days は 0 ～ 59 の整数
です。Hours は 0 ～ 1439 の整数です。Minutes は 0 ～ 86399 の整数です。

既定値  1( 日 )

形式  lease {[<days> [<hours>] [<minutes>]] | [infinite]}

モード  DHCP Pool Config

8.14.166.82  no lease

このコマンドは、DHCP サーバのリース時間を既定値に戻します。 

形式  no lease

モード  DHCP Pool Config

8.14.167 network

このコマンドは、サーバ上の DHCP アドレスプールに対し、サブネット数とマス
クを構成するために使用します。ネットワーク番号は有効な IP アドレスであ
り、4 つの 10 進法バイト、0 ～ 255 で構成されます。IP アドレス 0.0.0.0 は無
効です。マスクは指定されたアドレスプールの IP サブネットマスクです。接頭
語の長さは 0 ～ 32 文字の整数です。

既定値  なし

形式  network <networknumber> [<mask | prefixlength>]

モード  DHCP Pool Config

8.14.167.83  no network

このコマンドはサブネット番号とマスクを削除します。 

形式  no network

モード  DHCP Pool Config

8.14.168 service dhcp

このコマンドは、ルータ上の DHCP サーバとリレーエージェントを有効化しま
す。

既定値  disabled
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形式  service dhcp

モード  Global Config

8.14.168.84  no service dhcp

このコマンドは DHCP サーバとリレーエージェントの機能を無効化します。 

形式  no service dhcp

モード  Global Config

8.14.169 bootfile

このコマンドは DHCP クライアントに対する既定の起動イメージの名前を指定し
ます。<filename> は起動イメージファイルを指定します。

既定値  なし

形式  bootfile <filename>

モード  DHCP Pool Config 

8.14.169.85  no bootfile

このコマンドは起動イメージ名を削除します。

形式  no bootfile

モード  DHCP Pool Config 

8.14.170 domain-name

このコマンドは、DHCP クライアントのドメイン名を指定します。<domain> はク
ライアントのドメイン名文字列を指定します。

既定値  なし

形式  domain-name <domain>

モード  DHCP Pool Config 

8.14.170.86  no domain-name

このコマンドはドメイン名を削除します。 

形式  no domain-name

モード  DHCP Pool Config
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8.14.171 ip dhcp bootp automatic

このコマンドは起動クライアントへのアドレス割り当てを有効化します。アドレ
スは自動アドレスプールからです。

既定値  disable

形式  ip dhcp bootp automatic

モード  Global Config

8.14.171.87  no ip dhcp bootp automatic

このコマンドは起動クライアントへのアドレス割り当てを無効化します。アドレ
スは自動アドレスプールからです。 

形式  no ip dhcp bootp automatic

モード  Global Config

8.14.172 ip dhcp conflict logging

このコマンドは、DHCP サーバ重複アドレスのロギングを有効化します。 

既定値  enabled

形式  ip dhcp conflict logging

モード  Global Config

8.14.172.88  no ip dhcp conflict logging

このコマンドは、DHCP サーバ重複アドレスのロギングを無効化します。 

形式  no ip dhcp conflict logging

モード  Global Config
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8.14.173 netbios-name-server

このコマンドは、DHCP クライアントで利用可能な NetBIOS Windows Internet 
Naming Service (WINS) ネームサーバを構成します。

1つの IP アドレスが必要ですが、1行のコマンドラインには 大 8つのアドレ
スを指定することができます。サーバは優先順にリストされています ( アドレ
ス 1は も優先順位の高いサーバ、アドレス 2 は次に優先順位の高いサーバ…な
ど )。

既定値  なし

形式  netbios-name-server <address> [<address2>...<address8>]

モード  DHCP Pool Config 

8.14.173.89  no netbios-name-server

このコマンドは NetBIOS サーバリストを削除します。

形式  no netbios-name-server

モード  DHCP Pool Config 

8.14.174 netbios-node-type

コマンドは Microsoft Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) クライア
ントタイプを構成し、NetBIOS ノードタイプを指定します。有効なタイプは以下
の通り :

・b-node ― ブロードキャスト

・p-node ― ピア･ツーピア

・m-node ― 混合

・h-node ― ハイブリッド ( 推奨 )

既定値  なし

形式  netbios-node-type <type>

モード  DHCP Pool Config

8.14.174.90  no netbios-node-type

このコマンドは NetBIOS タイプを削除します。 

形式  no netbios-node-type

モード  DHCP Pool Config 
8-104 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
8.14.175 next-server

このコマンドは、DHCP クライアントの起動プロセスの次のサーバを構成します。

アドレスは起動プロセスの次のサーバの IP アドレスであり、通常は Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP) サーバです。

既定値  next-server コマンドを使って起動サーバリストを構
成しない場合、DHCP サーバは受信インターフェースヘ
ルパーアドレスを起動サーバとして使用します。

形式  next-server <address>

モード  DHCP Pool Config

8.14.175.91  no next-server

このコマンドは起動サーバリストを削除します。 

形式  no next-server

モード  DHCP Pool Config

8.14.176 option

このコマンドは DHCP サーバオプションを構成します。Code は DHCP オプショ
ンコードを指定します。Ascii 文字列は NVT ASCII 文字列を指定します。ス
ペースを含む ASCII 文字列は、引用符で囲う必要があります。Hex 文字列は 16
進法データを指定します。16 進法文字列には 2つの 16 進法数字が含まれ、各バ
イトはピリオド、コロン、スペースなどで区切ることができます。<address> は 
IP アドレスを指定します。

例 :a3:4f:22:0c / a3 4f 22 0c / a34f.220c.9fed

既定値  なし

形式  option <code> {<ascii string> | <hex string1> 
[<string2>...<string8> ] | <ip address1> 
[<address2>...<address8> ]}

モード  DHCP Pool Config

8.14.176.92  no option

このコマンドはオプションを削除します。

形式  no option <code>

モード  DHCP Pool Config
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8.14.177 show ip dhcp binding

このコマンドは、DHCP サーバにおける特定の IP アドレスのアドレスバイン
ディングを表示します。IP アドレスが指定されていない場合、すべてのアドレ
スに対応するバインディングが表示されます。 

形式  show ip dhcp binding [address]

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

IP address  クライアントの IP アドレスです。 

Hardware 
Address  MAC アドレスまたはクライアント識別子です。

Lease 
expiration  クライアントに割り当てられた IP アドレスのリース

期限です。 

Type  IP アドレスがクライアントに割り当てられた方法で
す。 

8.14.178 show ip dhcp global configuration

このコマンドは、DHCP サーバにおける特定の IP アドレスのアドレスバイン
ディングを表示します。IP アドレスが指定されていない場合、すべてのアドレ
スに対応するバインディングが表示されます。 

形式  show ip dhcp global configuration

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

Service DHCP  DHCP プロトコルのステータスを表示するフィールドで
す。

Number of Ping 
Packets  IP アドレス ID がまだ割り当てられていないことを確

認するために送信される Ping パケットの 大数です。

Excluded 
Address  DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当てるべきで

はない IP アドレスの範囲です。

8.14.179 show ip dhcp pool configuration

このコマンドはプール構成を表示します。all に指定されている場合、すべての
プールに対する構成が表示されます。
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形式  show ip dhcp pool configuration {<name> | all}

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

Pool Name  構成済みプールの名前です。 

Pool Type  プールタイプです。

Lease Time  クライアントに割り当てられた IP アドレスのリース
期限です。 

DNS Servers  DHCP クライアントで使用可能な DNS サーバのリスト
です。

Default Routers  DHCP クライアントで使用可能な既定ルータのリストで
す。

動的プールタイプについては、次の追加フィールドが表示されます :

Network  DHCP アドレスプールのネットワーク番号とマスクで
す。

マニュアルプールタイプについては、次の追加フィールドが表示されます :

Client Name  DHCP クライアントの名前です。

Client Identifier  DHCP クライアントの唯一の識別子です。

Hardware 
Address  DHCP クライアントのハードウェアアドレスです。 

Hardware Address 
Type  ハードウェアプラットフォームのプロトコルです。 

Host  DHCP クライアントへのマニュアルバインディングの 
IP アドレスとマスクです。 

8.14.180 show ip dhcp server statistics

このコマンドは DHCP サーバ統計を表示します。 

形式  show ip dhcp server statistics

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

Address Pool  DHCP サーバで構成されたアドレスプールの数です。

Automatic 
bindings  DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレ

スに自動的にマップされた IP アドレスの数です。 
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Manual 
bindings  DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレ

スにマニュアルでマップされた IP アドレスの数です。 

Expired 
bindings  期限切れリースの数です。 

Malformed 
messages  DHCP サーバにより受信された不完全または破損した

メッセージの数です。

受信されたメッセージ

DHCPREQUEST   サーバにより受信された DHCPREQUEST メッセージの
数です。

DHCPDECLINE  サーバにより受信された DHCPDECLINE メッセージの数
です。

DHCPRELEASE  サーバにより受信された DHCPRELEASE メッセージの数
です。

DHCPINFORM  サーバにより受信された DHCPINFORM メッセージの数
です。

送信されたメッセー
ジ  

DHCPOFFER   サーバにより送信された DHCPOFFER メッセージの数
です。

DHCPACK  サーバにより送信された DHCPPACK メッセージの数で
す。

DHCPNACK  サーバにより送信された DHCPNACK メッセージの数で
す。

8.14.181 show ip dhcp conflict

このコマンドは DHCP サーバによるログされたアドレス重複を表示します。IP 
アドレスが指定されていない場合、重複したすべてのアドレスが表示されます。

形式  show ip dhcp conflict [ip-address]

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

IP address  DHCP サーバに記録されたホストの IP アドレスです。
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Detection 
Method  DHCP サーバでホストの IP アドレスが検出された方法

です。

Detection time  重複が検出された時間です。

8.14.182 clear ip dhcp binding

このコマンドは DHCP サーバデータベースから自動アドレスバインディングを削
除します。"*" が指定されている場合、すべてのアドレスに対応するバインディ
ングが削除されます。<address> は有効な IP アドレスで、4 つの 10 進法バイ
トで 0 ～ 255 の数字で形成されています。IP アドレス 0.0.0.0 は無効です。

既定値  なし

形式  clear ip dhcp binding {address | *}

モード  Privileged EXEC

8.14.183 clear ip dhcp server statistics

このコマンドは DHCP サーバ統計カウンタを消去します。 

形式  clear ip dhcp server statistics

モード  Privileged EXEC

8.14.184 clear ip dhcp conflict

このコマンドは、DHCP サーバデータベースからのアドレス重複を消去するため
に使われます。サーバは ping を使って重複を検出します。アドレスパラメータ
としてアスタリスク (*) が使われている場合、DHCP サーバはすべての重複を消
去します。

既定値  なし

形式  clear ip dhcp conflict {<address> | *}

モード  Privileged EXEC
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8.15 プロビジョニング (IEEE 802.1p) コマンド

この章では、プロビジョニングコマンドに関する詳細説明を提供しています。コ
マンドは 2つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.15.185 classofservice dot1pmapping

このコマンドは、'Global Config' モードの場合、デバイスに対し 802.1p 優先
順位を内部トラフィッククラスにマップします。利用可能なトラフィッククラス
は、プラットフォームにより異なります。ユーザー優先順位とトラフィッククラ
スはともに 0 ～ 7の範囲です。このコマンドは、'per-port' 基準でトラフィッ
ククラスマッピングの優先順位をサポートしているプラットフォームでのみ利用
可能であり、利用可能なトラフィッククラスはプラットフォームにより異なりま
す。

形式  classofservice dot1pmapping <userpriority> 
<trafficclass>

モード  Global Config または Interface Config

8.15.186 show classofservice dot1pmapping

このコマンドは、特定のインターフェースに対し、内部トラフィッククラスへの
現在の 802.1p 優先順位マッピングを表示します。'per-port' 基準でトラ
フィッククラスマッピングの優先順位をサポートしているプラットフォームで
は、slot/port パラメータが必要です。

per-port 基準でトラフィッククラスマッピングの優先順位をサポートするプ
ラットフォーム :

形式  show classofservice dot1pmapping <slot/port>

per-port 基準でトラフィッククラスマッピングの優先順位をサポートしないプ
ラットフォーム :

形式  show classofservice dot1pmapping

モード  Privileged EXEC および User EXEC
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8.15.187 vlan port priority all

このコマンドは、現在デバイスに接続されているすべてのポートのタグなしパ
ケットに対して割り当てられたポート優先順位を構成します。優先順位の範囲は
0～ 7 です。後続のポートごとの構成は、この構成を上書きします。 

形式  vlan port priority all <priority>

モード  Global Config

8.15.188 vlan priority

このコマンドは、特定のインターフェースのタグなしパケットに対して割り当て
られた既定の 802.1p ポート優先順位を構成します。優先順位の範囲は 0～ 7 で
す。

既定値  0

形式  vlan priority <priority>

モード  Interface Config

8.16 GARP コマンド

この章では、GARP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは 2
つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.16.189 set garp timer join

このコマンドはポートおよび GARP ごとの GVRP Join-time を設定します。結合
時間とは、VLAN またはマルチキャストグループにメンバーシップ登録 ( または
再登録 ) している GARP Protocol Data Units (PDU) の送信間隔です。 

このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。時間は 10 ～ 100 (
センチセカンド ) です。20 センチセカンドは 0.2 秒です。

既定値  20 

形式  set garp timer join <10-100>

モード  Interface Config
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8.16.189.93  no set garp timer join

このコマンドはポートおよび GARP ごとの GVRP Join-time を 20 センチセカン
ド (0.2 秒 ) に設定します。このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があ
ります。 

形式  no set garp timer join 

モード  Interface Config

8.16.190 set garp timer join all

このコマンドはすべてのポートおよび GARP ごとの GVRP Join-time を設定しま
す。結合時間とは、VLAN またはマルチキャストグループにメンバーシップ登録 
( または再登録 ) している GARP Protocol Data Units (PDU) の送信間隔です。 

このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。時間は 10 ～ 100 ( セ
ンチセカンド ) です。20 センチセカンドは 0.2 秒です。

既定値  20 

形式  set garp timer join all <10-100>

モード  Global Config

8.16.190.94  no set garp timer join all

このコマンドは、すべてのポートおよび GARP ごとの GVRP Join-time を 20 セ
ンチセカンド (0.2 秒 ) に設定します。このコマンドは、GVRP が有効な場合の
み効果があります。 

形式  no set garp timer join all 

モード  Global Config
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8.16.191 set garp timer leave

このコマンドは、ポートごとの GVRP Leave-time を設定します。放置時間とは、
VLAN またはマルチキャストグループの登録解除要求が受信されてから、VLAN エ
ントリを削除するまでの待ち時間です。この時間は、サービスの中断を防ぐた
め、同じ属性に対して他のステーションが登録を主張するためのバッファ時間と
考えることができます。時間は 20 ～ 600 ( センチセカンド ) です。60 センチセ
カンドは 0.6 秒です。

既定値  60 

形式  set garp timer leave <20-600>

モード  Interface Config

8.16.191.95  no set garp timer leave

このコマンドは、ポートごとの GVRP Leave-time を 60 センチセカンド (0.6 秒
) に設定します。 

形式  no set garp timer leave 

モード  Interface Config

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。
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8.16.192 set garp timer leave all

このコマンドは、すべてのポートの GVRP Leave-time を設定します。放置時間
とは、VLAN またはマルチキャストグループの登録解除要求が受信されてから、
VLAN エントリを削除するまでの待ち時間です。この時間は、サービスの中断を
防ぐため、同じ属性に対して他のステーションが登録を主張するためのバッファ
時間と考えることができます。時間は 20 ～ 600 ( センチセカンド ) です。60 セ
ンチセカンドは 0.6 秒です。

既定値  60 

形式  set garp timer leave all <20-600>

モード  Global Config

8.16.192.96  no set garp timer leave all

このコマンドは、すべてのポートの GVRP Leave-time を既定値の 60 センチセカ
ンド (0.6 秒 ) に設定します。 

形式  no set garp timer leave all

モード  Global Config

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。
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8.16.193 set garp timer leaveall

このコマンドは、ポートごとに Leave All PDUs が生成される頻度を設定します。
Leave All PDU は、すべての登録が解除されることを意味します。参加者が登録
を維持するには、再度登録しなおす必要があります。値はポートおよび GARP ご
との参加者に適用されます。時間は 200 ～ 6000 ( センチセカンド ) の範囲で
す。1000 センチセカンドは 10 秒です。

既定値  1000 

形式  set garp timer leaveall <200-6000>

モード  Interface Config

8.16.193.97  no set garp timer leaveall

このコマンドは、ポートごとに Leave All PDUs が生成される頻度を 1000 センチ
セカンド (10 秒 ) に設定します。 .

形式  no set garp timer leaveall 

モード  Interface Config

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。
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8.16.194 set garp timer leaveall all

このコマンドは、すべてのポートについて Leave All PDUs が生成される頻度を
設定します。Leave All PDU は、すべての登録が解除されることを意味します。
参加者が登録を維持するには、再度登録しなおす必要があります。値はポートお
よび GARP ごとの参加者に適用されます。時間は 200 ～ 6000 ( センチセカンド
) の範囲です。1000 センチセカンドは 10 秒です。

既定値  1000 

形式  set garp timer leaveall all <200-6000>

モード  Global Config

8.16.194.98  no set garp timer leaveall all

このコマンドは、すべてのポートの Leave All PDUs が生成される頻度を 1000 セ
ンチセカンド (10 秒 ) に設定します。 .

形式  no set garp timer leaveall all 

モード  Global Config

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。

注：このコマンドは、GVRP が有効な場合のみ効果があります。
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8.16.195 show garp

このコマンドは Generic Attributes Registration Protocol (GARP) 情報を表
示します。

形式  show garp

モード  Privileged EXEC および User EXEC

GMRP Admin 
Mode  システムの GARP Multicast Registration Protocol 

(GMRP) の管理モードを表示します。

GVRP Admin 
Mode  システムの GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) 

の管理モードを表示します。

8.17 GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) コマンド

この章では、GVRP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは 2
つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.17.196 set gvrp adminmode

このコマンドは GVRP を有効にします。 

既定値  disabled

形式  set gvrp adminmode 

モード  Privileged EXEC

8.17.196.99  no set gvrp adminmode

このコマンドは GVRP を無効にします。 

形式  no set gvrp adminmode 

モード  Privileged EXEC
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8.17.197 set gvrp interfacemode

このコマンドは、特定ポートの GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) を有
効にします。 

既定値  disabled

形式  set gvrp interfacemode 

モード  Interface Config

8.17.197.100  no set gvrp interfacemode

このコマンドは、特定ポートの GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) を無
効にします。GVRP が無効に設定されている場合、Join Time、Leave Time、
Leave All Time はすべて効力を持ちません。

形式  no set gvrp interfacemode 

モード  Interface Config

8.17.198 set gvrp interfacemode all

このコマンドは、すべてのポートの GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) 
を有効にします。 

既定値  disabled

形式  set gvrp interfacemode all

モード  Global Config

8.17.198.101  no set gvrp interfacemode all

このコマンドは、すべてのポートの GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) 
を無効にします。GVRP が無効に設定されている場合、Join Time、Leave Time、
Leave All Time はすべて効力を持ちません。

形式  no set gvrp interfacemode all

モード  Global Config

8.17.199 show gvrp configuration

このコマンドは、1つ、またはすべてのインターフェースの Generic 
Attributes Registration Protocol (GARP) 情報を表示します。

形式  show gvrp configuration {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC および User EXEC
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Interface  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Join Timer   属性のメンバーシップ登録 ( または再登録 ) をしてい
る GARP PDU の送信間隔を指定します。現在の属性は 
VLAN またはマルチキャストグループです。このタイ
マーには、per-Port、per-GARP の参加者基準のインス
タンスがあります。許可されている値は 10 ～ 100 セン
チセカンド (0.1 ～ 1.0 秒 ) です。工場出荷時の設定
は 20 センチセカンド (0.2 秒 ) です。仕様の精度は
高で 1 センチセカンド (0.01 秒 ) です。 

Leave Timer  属性の登録解除要求を受信してから、属性を削除する
までの待ち時間を指定します。現在の属性は VLAN ま
たはマルチキャストグループです。この時間は、サー
ビスの中断を防ぐため、同じ属性に対して他のステー
ションが登録を主張するためのバッファ時間と考える
ことができます。このタイマーには、per-Port、per-
GARP の参加者基準のインスタンスがあります。許可さ
れている値は 20 ～ 600 センチセカンド (0.2 ～ 6.0 秒
) です。工場出荷時の設定は 60 センチセカンド (0.6
秒 ) です。仕様の精度は 高で 1 センチセカンド 
(0.01 秒 ) です。 

LeaveAll Timer   この Leave All Time は、LeaveAll PDU が生成される
頻度をコントロールします。LeaveAll PDU は、すべて
の登録がまもなく解除されることを意味します。参加
者が登録を維持するには、再度登録しなおす必要があ
ります。このタイマーには、per-Port、per-GARP の参
加者基準のインスタンスがあります。Leave All 
Period Timer は、LeaveAllTime ～ 1.5*LeaveAllTime 
の範囲内でランダムに設定することができます。許可
されている値は 200 ～ 6000 センチセカンド (2 ～ 60
秒 ) です。工場出荷時の設定は 1000 センチセカンド 
(10 秒 ) です。仕様の精度は 高で 1センチセカンド 
(0.01 秒 ) です。 

Port GMRP 
Mode  ポートの GMRP 管理モードを示します。有効または無

効に設定することができます。このパラメータが無効
に設定されている場合、Join Time、Leave Time、
Leave All Time はすべて効力を持ちません。工場出荷
時は無効です。 
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8.18 GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) コマンド

この章では、GMRP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは 2
つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.18.200 set gmrp adminmode

このコマンドは、システムの GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) 
を有効にします。既定値は "disable" です。

形式  set gmrp adminmode 

モード  Privileged EXEC

8.18.200.102  no set gmrp adminmode

このコマンドは、システムの GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) 
を無効にします。 

形式  no set gmrp adminmode 

モード  Privileged EXEC

8.18.201 set gmrp interfacemode

このコマンドは、選択されたインターフェースの GARP Multicast Registration 
Protocol (GMRP) を有効にします。GARP が有効化されているインターフェース
で、ルーティングが有効になっているか、またはこのインターフェースがポート
チャンネル (LAG) のメンバーとなっている場合、このインターフェースでの 
GARP 機能は無効化されます。インターフェースのルーティングが無効化された
り、ポートチャンネル (LAG) メンバーシップがインターフェースから削除され
ると、GARP 機能は再度有効化されます。

既定値  disabled

形式  set gmrp interfacemode 

モード  Interface Config
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8.18.201.103  no set gmrp interfacemode

このコマンドは、選択されたインターフェースの GARP Multicast Registration 
Protocol (GMRP) を無効にします。GARP が有効化されているインターフェース
で、ルーティングが有効になっているか、またはこのインターフェースがポート
チャンネル (LAG) のメンバーとなっている場合、このインターフェースでの 
GARP 機能は無効化されます。インターフェースのルーティングが無効化された
り、ポートチャンネル (LAG) メンバーシップがインターフェースから削除され
ると、GARP 機能は再度有効化されます。

形式  no set gmrp interfacemode 

モード  Interface Config

8.18.202 set gmrp interfacemode all

このコマンドは、すべてのインターフェースの GARP Multicast Registration 
Protocol (GMRP) を有効にします。GARP が有効化されているインターフェース
で、ルーティングが有効になっているか、またはこのインターフェースがポート
チャンネル (LAG) のメンバーとなっている場合、このインターフェースでの 
GARP 機能は無効化されます。インターフェースのルーティングが無効化された
り、ポートチャンネル (LAG) メンバーシップがインターフェースから削除され
ると、GARP 機能は再度有効化されます。

既定値  disabled

形式  set gmrp interfacemode all

モード  Global Config

8.18.202.104  no set gmrp interfacemode all

このコマンドは、選択されたインターフェースの GARP Multicast Registration 
Protocol (GMRP) を無効にします。 

形式  no set gmrp interfacemode all

モード  Global Config

8.18.203 show gmrp configuration

このコマンドは、1つ、またはすべてのインターフェースの Generic 
Attributes Registration Protocol (GARP) 情報を表示します。

形式  show gmrp configuration {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC および User EXEC
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Interface  テーブルのこの行で説明されているインターフェース
の  slot/port  を表示します。

Join Timer   属性のメンバーシップ登録 ( または再登録 ) をしてい
る GARP PDU の送信間隔を指定します。現在の属性は 
VLAN またはマルチキャストグループです。このタイ
マーには、per-Port、per-GARP の参加者基準のインス
タンスがあります。許可されている値は 10 ～ 100 セン
チセカンド (0.1 ～ 1.0 秒 ) です。工場出荷時の設定
は 20 センチセカンド (0.2 秒 ) です。仕様の精度は
高で 1 センチセカンド (0.01 秒 ) です。 

Leave Timer  属性の登録解除要求を受信してから、属性を削除する
までの待ち時間を指定します。現在の属性は VLAN ま
たはマルチキャストグループです。この時間は、サー
ビスの中断を防ぐため、同じ属性に対して他のステー
ションが登録を主張するためのバッファ時間と考える
ことができます。このタイマーには、per-Port、per-
GARP の参加者基準のインスタンスがあります。許可さ
れている値は 20 ～ 600 センチセカンド (0.2 ～ 6.0 秒
) です。工場出荷時の設定は 60 センチセカンド (0.6
秒 ) です。仕様の精度は 高で 1 センチセカンド 
(0.01 秒 ) です。 

LeaveAll Timer   この Leave All Time は、LeaveAll PDU が生成される
頻度をコントロールします。LeaveAll PDU は、すべて
の登録がまもなく解除されることを意味します。参加
者が登録を維持するには、再度登録しなおす必要があ
ります。このタイマーには、per-Port、per-GARP の参
加者基準のインスタンスがあります。Leave All 
Period Timer は、LeaveAllTime ～ 1.5*LeaveAllTime 
の範囲内でランダムに設定することができます。許可
されている値は 200 ～ 6000 センチセカンド (2 ～ 60
秒 ) です。工場出荷時の設定は 1000 センチセカンド 
(10 秒 ) です。仕様の精度は 高で 1センチセカンド 
(0.01 秒 ) です。 

Port GMRP 
Mode  ポートの GMRP 管理モードを示します。有効または無

効に設定することができます。このパラメータが無効
に設定されている場合、Join Time、Leave Time、
Leave All Time はすべて効力を持ちません。工場出荷
時は無効です。 
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8.18.204 show mac-address-table gmrp

このコマンドは、Multicast Forwarding Database (MFDB) テーブルの GARP 
Multicast Registration Protocol (GMRP) エントリを表示します。 

形式  show mac-address-table gmrp

モード  Privileged EXEC

Mac Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、ユ
ニキャストの MAC アドレスです。形式は 6つ、または
8つの 2桁 16 進法数字をコロンで区切ったもので、
01:23:45:67:89:AB のようになります。IVL システム
では、MAC アドレスは 8バイトとして表示されます。
SVL システムでは、MAC アドレスは 6 バイトとして表
示されます。

Type  エントリのタイプを表示します。静的エントリは、エ
ンドユーザーにより構成されたものです。動的エント
リは、学習プロセスの結果、またはプロトコルとして
テーブルに追加されたものです。

Description  このマルチキャストテーブルエントリの説明テキスト
です。 

Interfaces  転送 (Fwd) 用、およびフィルタリング (Flt) 用のイ
ンターフェースリストです。
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8.19 Internet Group Management Protocol (IGMP) コマンド

この章では、IGMP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは 2
つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.19.205 set igmp

このコマンドは、システムの IGMP スヌーピングを有効化します。既定値は
"disable" です。

IGMP アプリケーションは以下をサポートしています : 

･ グローバル構成またはインターフェースごとの構成。VLAN ごとの構成は、
IGMP スヌーピングアプリケーションではサポートされていません。

･ IP ヘッダチェックサム ( および IGMP ヘッダチェックサム ) の認証と、
チェックサムエラーの際のフレームの廃棄。

･ MAC アドレス vs IP アドレスに基づく転送テーブルエントリのメンテナン
ス。

･ VLAN のすべてのポートに対する未登録マルチキャストデータパケットの氾
濫。 

形式  set igmp

モード  Global Config

8.19.205.105  no set igmp

このコマンドは、システムの IGMP スヌーピングを無効化します。 

形式  no set igmp

モード  Global Config
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8.19.206 set igmp

このコマンドは、選択されたインターフェースの IGMP スヌーピングを有効化し
ます。IGMP スヌーピングが有効化されているインターフェースで、ルーティン
グが有効になっているか、またはこのインターフェースがポートチャンネル 
(LAG) のメンバーとなっている場合、このインターフェースでの IGMP スヌーピ
ング機能は無効化されます。インターフェースのルーティングが無効化された
り、ポートチャンネル (LAG) メンバーシップがインターフェースから削除され
ると、IGMP スヌーピング機能は再度有効化されます。

既定値  disabled

形式  set igmp 

モード  Interface Config

8.19.206.106  no set igmp

このコマンドは、選択されたインターフェースの IGMP スヌーピングを無効化し
ます。 

形式  no set igmp 

モード  Interface Config

8.19.207 set igmp groupmembership-interval

このコマンドは、システムの IGMP グループメンバーシップ間隔を設定します。
グループメンバーシップ間隔は、エントリからインターフェースを削除する前
に、スイッチが特定インターフェースの特定グループからのレポートを待つ時間
を秒で示したものです。この値は IGMP 大応答時間よりも大きくなければなり
ません。範囲は 2～ 3600 秒です。

既定値  260 

形式  set igmp groupmembership-interval <2-3600>

モード  Global Config

8.19.207.107  no set igmp groupmembership-interval

このコマンドは、システムの IGMP グループメンバーシップ間隔を 260 秒に設定
します。 

形式  no set igmp groupmembership-interval 

モード  Global Config
スイッチングコマンド 8-125

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
8.19.208 set igmp interfacemode all

このコマンドは、すべてのインターフェースの IGMP スヌーピングを有効化しま
す。IGMP スヌーピングが有効化されているインターフェースで、ルーティング
が有効になっているか、またはこのインターフェースがポートチャンネル (LAG) 
のメンバーとなっている場合、このインターフェースでの IGMP スヌーピング機
能は無効化されます。インターフェースのルーティングが無効化されたり、ポー
トチャンネル (LAG) メンバーシップがインターフェースから削除されると、
IGMP スヌーピング機能は再度有効化されます。

既定値  disabled

形式  set igmp interfacemode all

モード  Global Config

8.19.208.108  no set igmp interfacemode all

このコマンドは、すべてのインターフェースの IGMP スヌーピングを無効化しま
す。 

形式  no set igmp interfacemode all

モード  Global Config

8.19.209 set igmp maxresponse

このコマンドは、システムの IGMP 大応答時間を設定します。 大応答時間と
は、インターフェースの特定グループに関するレポートが受信されなかったため
に、スイッチがクエリを送信した後のスイッチの待ち時間を秒で示したもので
す。この値は IGMP クエリ間隔よりも少なくなければなりません。範囲は 1 ～
3599 秒です。

既定値  10 

形式  set igmp maxresponse <1-3599>

モード  Global Config

8.19.209.109  no set igmp maxresponse

このコマンドは、システムの IGMP 大応答時間を 10 秒に設定します。 

形式  no set igmp maxresponse 

モード  Global Config
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8.19.210 set igmp mcrtrexpiretime

このコマンドは、システムの Multicast Router Present Expiration を設定し
ます。これは、インターフェースがマルチキャストルータが接続されたインター
フェースリストから削除されるまでに、スイッチがインターフェースでのクエリ
受信を待つ時間を秒で示したものです。範囲は 0～ 3600 秒です。値が 0 の場合、
タイムアウト無限、つまり期限なしを意味します。

既定値  0 

形式  set igmp mcrtrexpiretime <0-3600>

モード  Global Config

8.19.210.110  no set igmp mcrtrexpiretime

このコマンドは、システムの Multicast Router Present Expiration 時間を 0
に設定します。値が 0の場合、タイムアウト無限、つまり期限なしを意味しま
す。

形式  no set igmp mcrtrexpiretime 

モード  Global 
Config  

8.19.211 show igmpsnooping

このコマンドは IGMP スヌーピング情報を表示します。IGMP スヌーピングが有
効かどうかを示す構成情報が表示されます。ステータス情報は、IGMP スヌーピ
ングが有効な場合のみ表示されます。

形式  show igmpsnooping

モード  Privileged EXEC

Admin Mode  これは、スイッチの IGMP スヌーピングが有効である
かどうかを示します。

Group 
Membership 
Interval  IGMP クエリ間隔を表示します。これは、スイッチが特

定インターフェースのクエリを送信する前に、このイ
ンターフェースの特定グループに関するレポートを待
つ時間を示しています。この値は構成可能です。

Max Response 
Time  これは、システムが特定インターフェースの特定グ

ループに関するレポートを受信しなかったために、こ
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のインターフェースに関するクエリを送信し、その後
のスイッチの待ち時間を示すものです。この値は構成
可能です。

Multicast Router 
Present Expiration 
Time  この時間内にインターフェースでクエリが受信されな

かった場合、インターフェースは接続されたマルチ
キャストルータのインターフェースリストから削除さ
れます。この値は構成可能です。

Interfaces 
Enabled for IGMP 
Snooping  これは、IGMP スヌーピングが有効化されているイン

ターフェースのリストです。

Multicast Control 
Frame Count  これは、CPU により処理されるマルチキャストコント

ロールフレームの数です。

8.19.212 show mac-address-table igmpsnooping

このコマンドは、Multicast Forwarding Database (MFDB) テーブルの IGMP ス
ヌーピングエントリを表示します。 

形式  show mac-address-table igmpsnooping

モード  Privileged EXEC

Mac Address  スイッチが転送またはフィルタリング情報を持つ、マ
ルチキャストの MAC アドレスです。形式は 2 桁 16 進
法数字をコロンで区切ったもので、01:23:45:67:89:AB 
のようになります。IVL システムでは、MAC アドレス
は MAC アドレスと VLAN ID の組み合わせで、8バイト
で表示されます。SVL システムでは、MAC アドレスは
6バイトとして表示されます。

Type  エントリのタイプを表示します。静的エントリは、エ
ンドユーザーにより構成されたものです。動的エント
リは、学習プロセスの結果、またはプロトコルとして
テーブルに追加されたものです。

Description  このマルチキャストテーブルエントリの説明テキスト
です。 
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Interfaces  転送 (Fwd) 用、およびフィルタリング (Flt) 用のイ
ンターフェースリストです。

8.20 VLAN ごとの IGMP スヌーピング

このセクションでは、VLAN ごとの IGMP スヌーピングコマンドに関する詳細を
説明しています。コマンドは 2つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スパニングツリー設定、統計、その他の情報を表示しま
す。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成につい
て

8.20.213 set igmp

このコマンドは、特定の VLAN で IGMP スヌーピングを有効化し、この VLAN に
参加しているすべてのインターフェースの IGMP スヌーピングを次々に有効化し
ます。

既定値  disable

形式  set igmp <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.213.111  no set igmp

このコマンドは、特定の VLAN で IGMP スヌーピングを無効化し、この VLAN に
参加しているすべてのインターフェースの IGMP スヌーピングを次々に無効化し
ます。

形式  no set igmp <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.214 set igmp groupmembershipinterval

このコマンドは、特定の VLAN の IGMP グループメンバーシップ間隔を設定しま
す。グループメンバーシップ間隔は、エントリからインターフェースを削除する
前に、スイッチが VLAN に参加している特定インターフェースの特定グループか
らのレポートを待つ時間を秒で示したものです。この値は IGMP 大応答時間よ
りも大きくなければなりません。範囲は 2～ 3600 秒です。

既定値  260 秒
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形式  set igmp groupmembershipinterval <vlanId> <2-3600>

モード  Vlan モード

8.20.214.112  no set igmp groupmembershipinterval

このコマンドは、特定の VLAN の IGMP グループメンバーシップ間隔を既定値に
設定します。

形式  no set igmp groupmembershipinterval <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.215 set igmp maxresponse

このコマンドは、特定 VLAN の IGMP 大応答時間を設定します。 大応答時間
とは、VLAN に参加しているインターフェースの特定グループに関するレポート
が受信されなかったために、スイッチがクエリを送信した後のスイッチの待ち時
間を秒で示したものです。この値は IGMP クエリ間隔よりも少なくなければなり
ません。範囲は 1～ 3599 秒です。

既定値  10 秒

形式  set igmp maxresponse <vlanId> <1-3599>

モード  Vlan モード

8.20.215.113  no set igmp maxresponse

このコマンドは、VLAN の IGMP 大応答時間を既定値に設定します。

形式  no set igmp maxresponse <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.216 set igmp mcrtexpiretime

このコマンドは、特定の VLAN の Multicast Router Present Expiration を設
定します。これは、VLAN に参加しているインターフェースが、マルチキャスト
ルータが接続されたインターフェースリストから削除されるまでに、スイッチが
インターフェースでのクエリ受信を待つ時間を秒で示したものです。範囲は 0 ～
3600 秒です。値が 0の場合、タイムアウト無限、つまり期限なしを意味します。

既定値  0 

形式  set igmp mcrtexpiretime <vlanId> <0-3600>

モード  Vlan モード
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8.20.216.114  no set igmp mcrtexpiretime

このコマンドは、VLAN の Multicast Router Present Expiration 時間を 0に設
定します。値が 0の場合、タイムアウト無限、つまり期限なしを意味します。

形式  no set igmp mcrtexpiretime <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.217 set igmp fast-leave

このコマンドは、選択された VLAN の IGMP スヌーピング fast-leave 管理モー
ドを有効または無効にします。Fast-leave を有効化すると、マルチキャストグ
ループの IGMP 放置メッセージを受信した際に、スイッチはすぐに VLAN に参加
しているレイヤー 2 LAN インターフェースを転送テーブルエントリから削除す
ることができ、 初にインターフェースに MAC ベースの一般クエリを送信する
必要がありません。

Fast-leave 管理モードは、各レイヤー 2 LAN に 1 つのホストだけが接続されて
いる LAN でのみ有効化してください。これは、同じレイヤー 2 LAN ポートに接
続されており、このグループに向けられるマルチキャストトラフィックを受信し
たい他のホストが、事故的にドロップすることを防ぐためです。また、fast-
leave プロセスは、IGMP バージョン 2のホストでのみサポートされています。

既定値  disable

形式  set igmp fast-leave <vlanId>

モード  Vlan モード

8.20.217.115  no set igmp fast-leave

このコマンドは、選択された VLAN の IGMP スヌーピング fast-leave 管理モー
ドを無効にします。

形式  no set igmp fast-leave <vlanId>

モード  Vlan モード
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8.20.218 show igmpsnooping

このコマンドは IGMP スヌーピング情報を表示します。IGMP スヌーピングが有
効かどうかを示す構成情報が表示されます。

形式  show igmpsnooping <vlanId>

モード  Privileged EXEC

オプショナルの引数 '<vlanId>' が使用されていない場合に表示されるパラメー
タは以下のとおりです :

Admin Mode  これは、スイッチの IGMP スヌーピングが有効である
かどうかを示します。

Interfaces 
Enabled for IGMP 
Snooping  これは、IGMP スヌーピングが有効化されているイン

ターフェースのリストです。

Multicast Control 
Frame Count  これは、CPU により処理されるマルチキャストコント

ロールフレームの数です。

Data Frames 
Forwarded by the 
CPU  これは、CPU により転送されるデータフレーム数を表

示します。

VLANS Enabled 
for IGMP 
Snooping  これは、IGMP スヌーピングが有効化されている VLANS 

のリストです。

引数が '<vlanId>' の場合、表示パラメータは以下のとおりです :

VLAN Admin 
Mode  これは、VLAN の IGMP スヌーピングが有効であるかど

うかを示します。

Fast Leave 
Mode  これは、VLAN の IGMP スヌーピング Fast-leave が有

効であるかどうかを示します。

Group 
Membership 
Interval Time  グループメンバーシップ間隔は、エントリからイン

ターフェースを削除する前に、スイッチが VLAN に参
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加している特定インターフェースの特定グループから
のレポートを待つ時間を秒で示したものです。この値
は構成可能です。

Max Response 
Time  これは、スイッチが特定インターフェースの特定グ

ループに関するレポートを受信しなかったために、こ
の VLAN に参加しているインターフェースに関するク
エリを送信し、その後のスイッチの待ち時間を示すも
のです。この値は構成可能です。

Multicast Router 
Present Expiration 
Time  この時間内に、VLAN に参加しているインターフェース

でクエリが受信されなかった場合、インターフェース
は接続されたマルチキャストルータのインターフェー
スリストから削除されます。この値は構成可能です。

8.21 Link Aggregation (LAG)/ ポートチャンネル (802.3AD) 
コマンド

この章では、LAG コマンドに関する詳細説明を提供しています。LAG 機能は、
ソースとターゲットの MAC アドレスに基づき、トラフィックの初期的な負荷分
散を行います。ARP エントリが LAG で学習されている場合、LAG はソース /
ターゲット IP アドレスに基づき負荷分散に変換されます。 

コマンドは 2 つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.21.219 port-channel staticcapability

このコマンドは、デバイスにおけるポートチャンネル (static link 
aggregation-LAG) のサポートを有効化します。既定では、すべてのポートチャ
ンネルの静的性能は無効となっています。

既定値  disabled

形式  port-channel staticcapability
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モード  Global Config

8.21.219.116  no port-channel staticcapability

このコマンドは、デバイスにおける静的ポートチャンネル (static link 
aggregation-LAG) のサポートを無効化します。

形式  no port-channel staticcapability

モード  Global Config

8.21.220 port lacpmode 

このコマンドはポートの Link Aggregation Control Protocol (LACP) を有効化
します。

既定値  disabled 

形式  port lacpmode 

モード  Interface Config

8.21.220.117  no port lacpmode 

このコマンドはポートの Link Aggregation Control Protocol (LACP) を無効化
します。 

形式  no port lacpmode  

モード  Interface Config

8.21.221 port lacpmode all 

このコマンドは、すべてのポートの Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) を有効化します。

形式  port lacpmode all

モード  Global Config

8.21.221.118  no port lacpmode all 

このコマンドは、すべてのポートの Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) を無効化します。 

形式  no port lacpmode all  

モード  Global Config
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8.21.222 port-channel

このコマンドは、ポートチャンネルに対し新規ポートチャンネル (LAG) を構成
し、論理 slot/port 番号を生成します。<name> フィールドは、ハイフン '-' 
や英数字を含む文字列です。'show port-channel' を使ってこの番号を表示しま
す。

形式  port-channel <name>

モード  Global Config

8.21.222.119  no port-channel

このコマンドはポートチャンネル (LAG) を削除します。

形式  no port-channel <name>

モード  Global Config

8.21.223 port-channel adminmode all

このコマンドはポートチャンネル (LAG) を有効化します。インターフェースは
構成済みポートチャンネルの論理 slot/port です。all  のオプションは、各構
成済みポートチャンネルを同一の管理モードに設定します。

形式  port-channel adminmode all

モード  Global Config

8.21.223.120  no port-channel adminmode

このコマンドはポートチャンネル (LAG) を無効化します。インターフェースは
構成済みポートチャンネルの論理 slot/port です。all  のオプションは、各構
成済みポートチャンネルを同一の管理モードに設定します。

形式  no port-channel adminmode all

モード  Global Config

注：ポートチャンネルにポートに含める前に、ポートの物理モードを設
定してください。"speed" コマンドをご覧ください
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8.21.224 port-channel linktrap

このコマンドは、ポートチャンネル (LAG) のリンクトラップ通知を有効化しま
す。インターフェースは構成済みポートチャンネルの論理 slot/port です。all  
のオプションは、各構成済みポートチャンネルを同一の管理モードに設定しま
す。

既定値  enabled

形式  port-channel linktrap {<logical slot/port> | all}

モード  Global Config

8.21.224.121  no port-channel linktrap

このコマンドは、ポートチャンネル (LAG) のリンクトラップ通知を無効化しま
す。インターフェースは構成済みポートチャンネルの論理ユニット、スロット、
ポートスロット、ポートです。all  のオプションは、各構成済みポートチャン
ネルを同一の管理モードに設定します。

形式  no port-channel linktrap {<logical slot/port> | all}

モード  Global Config

8.21.225 port-channel name

このコマンドはポートチャンネル (LAG) の名前を定義します。インターフェー
スは構成済みポートチャンネルの論理 slot/port であり、名前は 大 15 文字の
英数字です。このコマンドは、作成時にポートチャンネルと関連付けられていた
名前を変更するために使用します。

形式  port-channel name {<logical slot/port> | all | 
<name>}

モード  Global Config

8.21.226 show port-channel brief

このコマンドは、デバイスにおけるすべてのポートチャンネル (LAG) の静的性
能、並びに各ポートチャンネルの概要を表示します。

形式  show port-channel brief

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Static Capability  このフィールドは、デバイスの静的性能が有効になっ
ているかどうかを表示します。
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各ポートチャンネルについて、次の情報が表示されます :

Name  このフィールドには、ポートチャンネルの名前が表示
されます。

Link State  リンクがアップか、またはダウンかを示します。

Mbr Ports  このフィールドには、このポートチャンネルのメン
バーであるポートが、<slot/port> 注釈付で表示され
ます。

Active Ports  このフィールドには、このポートチャンネルに現在参
加しているポートがリストされます。

8.21.227 show port-channel

このコマンドは、スイッチにおけるすべてのポートチャンネル (LAG) の概要を
表示します。

形式  show port-channel {<logical slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC

Logical slot/
port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート

番号です。

Name  このポートチャンネル (LAG) の名前です。 大 15 文
字の英数字を入力することができます。 

Link State  リンクがアップか、ダウンかを示します。 

Admin Mode  有効または無効にします。工場出荷時は有効です。 

Link Trap Mode  リンクオブジェクトは、リンク状態が変化したときに
トラップを送信するかどうかを決定します。工場出荷
時は有効です。 

STP Mode  ポートまたはポートチャンネル (LAG) に関連付けられ
ているスパニングツリープロトコル管理モードです。
可能な値 : 

Disable - このポートのスパニングツリーは無効です。

Enable - このポートのスパニングツリーは有効です。 

Mbr Ports  このポートチャンネルのメンバーであるポートが、
slot/port 注釈付でリストされます。指定のポート
チャンネル (LAG) には 大で 8つのポートを割り当て
ることができます。 

Port Speed  ポートチャンネルポートの速度です。
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Type  このフィールドは、特定のポートチャンネル (LAG) が
静的または動的に維持されているかどうかのステータ
スを表示します。このフィールドの可能な値は Static 
( ポートチャンネルが静的に維持されていることを示
す ) および Dynamic ( ポートチャンネルが動的に維持
されていることを示す ) です。

Active Ports  このフィールドには、ポートチャンネル (LAG) に現在
参加しているポートがリストされます。

8.22 Spanning Tree (STP) コマンド

この章では、Spanning Tree コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマ
ンドは 2つの機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示します。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成します。各構成コマン
ドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在します。

8.22.228 spanning-tree max-hops

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの MSTP 大ホップパラメー
タを新しい値に設定します。 大ホップ値は 1 ～ 127 の範囲です。

既定値  20

形式  spanning-tree max-hops <1-127>

モード  Global Config

注：ソフトウェアプラットフォーム STP 既定モードは IEEE 802.1s で
すが、旧式の IEEE 802.1D モードも利用可能です。旧式の IEEE 
802.1D モードを変更するには、STP 操作モードを無効化し、ソー
スコードから IEEE 802.1D モードを有効化します。操作上で IEEE 
802.1D モードを有効化するには、ソフトウェアを再コンパイルし
ます。IEEE 802.1D モードが操作上で有効になっていると、高速構
成とマルチインスタンス機能は使用できません。高速構成とマル
チインスタンス機能が必要な場合は、既定の IEEE 802.1s モード
を使用します。このモードは、旧式の IEEE 802.1D 標準とも互換
性があります。
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8.22.228.122  no spanning-tree max-hops

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ 大ホップパラ
メータを既定値に設定します。

形式  no spanning-tree max-hops

モード  Global Config
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8.22.229 spanning-tree

このコマンドは、スパニングツリーの操作モードを有効に設定します。

既定値  disabled

形式  spanning-tree

モード  Global Config

8.22.229.123  no spanning-tree

このコマンドは、スパニングツリーの操作モードを無効に設定します。無効化さ
れている場合、スパニングツリー構成は保留され、変更することができますが、
アクティブではありません。

形式  no spanning-tree

モード  Global Config

8.22.230 spanning-tree configuration name

このコマンドは、このスイッチが現在使用している構成の識別に使われる 
Configuration Identifier Name を設定します。<name> は 大 32 文字の文字列
です。

既定値  IEEE 802 標準で指定されたとおり、16 進法の注釈を
使って表示されるベース MAC アドレスです。

形式  spanning-tree configuration name <name>

モード  Global Config

8.22.230.124  no spanning-tree configuration name

このコマンドは Configuration Identifier Name を初期設定にリセットします。 

形式  no spanning-tree configuration name

モード  Global Config

8.22.231 spanning-tree configuration revision

このコマンドは、このスイッチが現在使用している構成の識別に使われる 
Configuration Identifier Revision Level を設定します。Configuration 
Identifier Revision Level は 0 ～ 65535 の範囲内の数字です。

既定値  0

形式  spanning-tree configuration revision <0-65535>
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モード  Global Config

8.22.231.125  no spanning-tree configuration revision

このコマンドは、このスイッチが現在使用している構成の識別に使われる 
Configuration Identifier Revision Level を、既定値 (0 など ) に設定しま
す。

形式  no spanning-tree configuration revision

モード  Global Config

8.22.232 spanning-tree edgeport

このコマンドは、このポートが共通および内部スパニングツリーのエッジポート
であることを指定します。これにより、このポートの Forwarding State への移
行を遅延なく行うことができます。 

形式  spanning-tree edgeport

モード  Interface Config

8.22.232.126  no spanning-tree edgeport

このコマンドは、このポートが共通および内部スパニングツリーのエッジポート
ではないことを指定します。

形式  no spanning-tree edgeport

モード  Interface Config

8.22.233 spanning-tree forceversion

このコマンドは、Force Protocol Version のパラメータを新しい値に設定しま
す。Force Protocol Version は以下のいずれかとなります :

･ 802.1d - MST BPDU ではなく、ST BPDU が送信されます (IEEE 802.1d 機能
対応 )。

･ 802.1w - MST BPDU ではなく、RST BPDU が送信されます (IEEE 802.1w 機能
対応 )。

･ 802.1s - MST BPDU が送信されます (IEEE 802.1s 機能対応 )。

既定値  802.1s

形式  spanning-tree forceversion {802.1d | 802.1w | 802.1s}

モード  Global Config
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8.22.233.127  no spanning-tree forceversion

このコマンドは、Force Protocol Version パラメータを既定値 (802.1s など ) 
に設定します。

形式  no spanning-tree forceversion

モード  Global Config

8.22.234 spanning-tree forward-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ転送遅延パラメー
タを新しい値に設定します。転送時間の値は、4～ 30 の範囲内の秒数です。値
は "(Bridge Max Age / 2) + 1" と同様、またはそれ以上です。

既定値  15

形式  spanning-tree forward-time <4-30>

モード  Global Config

8.22.234.128  no spanning-tree forward-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ転送遅延パラメー
タを既定値 (15 など ) に設定します。

形式  no spanning-tree forward-time

モード  Global Config

8.22.235 spanning-tree hello-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの Admin Hello Time パラ
メータを新しい値に設定します。hellotime <value> は、1～ 10 の範囲内の整
数秒です。値は "(Bridge Max Age / 2) -1" と同様、またはそれ以上です。 

既定値  2

形式  spanning-tree hello-time <1-10>

モード  Interface Config

8.22.235.129  no spanning-tree hello-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの admin Hello Time パラ
メータを既定値に設定します。

形式  no spanning-tree hello-time

モード  Interface Config
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8.22.236 spanning-tree max-age

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ Max-age パラメー
タを新しい値に設定します。Max-age の値は、6～ 40 の範囲内の秒数です。値は 
"2 x (Bridge Forward Delay - 1)" と同様、またはそれ以下です。

既定値  20

形式  spanning-tree max-age <6-40>

モード  Global Config

8.22.236.130  no spanning-tree max-age

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ Max-age パラメー
タを既定値 (20 など ) に設定します。

形式  no spanning-tree max-age

モード  Global Config

8.22.237 spanning-tree mst

このコマンドは、このポートのパスコストまたはポート優先順位を、マルチプル
スパニングツリー - インスタンスまたは共通および内部スパニングツリー内で設
定します。<mstid> パラメータが既存のマルチプルスパニングツリー･インスタ
ンスに対応している場合、構成はこのマルチプルスパニングツリー･インスタン
スに対し実行されます。ただし、0 ( 既定の CIST ID として設定 ) が <mstid> 
として通過された場合、構成は共通および内部スパニングツリー･インスタンス
として実行されます。

'Cost' トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パラメータ
に基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部ス
パニングツリー･インスタンス内にあるパスコストを設定します。パスコストは
1～ 200000000 の範囲内、またはオートと指定することができます。"auto" と
指定された場合、パスコスト値はリンク速度に基づき設定されます。

'external-cost' トークンが指定されている場合、このコマンドは MST インス
タンスの外部パスコストを ・ ・に設定します ( 例 : CIST インスタンス )。外部
パスコストは 1～ 200000000 の範囲内、またはオートと指定することができま
す。"auto" と指定された場合、外部パスコスト値はリンク速度に基づき設定さ
れます。
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'port-priority' トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パ
ラメータに基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通およ
び内部スパニングツリー･インスタンス内にある、このポートの優先順位を設定
します。ポート優先順位は、0 ～ 24 の範囲の、16 ずつの数字です。

既定値  cost :auto; external-cost :auto; port-priorty : 
128

形式  spanning-tree mst <mstid> {{cost <1-200000000> | auto } |

{external-cost <1-200000000> | auto }| port-priority <0-
240>}

モード  Interface Config

8.22.237.131  no spanning-tree mst

このコマンドは、このポートのパスコストまたはポート優先順位を、マルチプル
スパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部スパニングツリー内でそ
れぞれの既定値に設定します。<mstid> パラメータが既存のマルチプルスパニン
グツリー･インスタンスに対応している場合、構成はこのマルチプルスパニング
ツリー･インスタンスに対し実行されます。ただし、0 ( 既定の CIST ID として
設定 ) が <mstid> として通過された場合、構成は共通および内部スパニングツ
リー･インスタンスとして実行されます。

'Cost' トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パラメータ
に基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部ス
パニングツリー･インスタンス内にあるパスコストを既定値 ( リンク速度に基づ
くパスコスト値など ) に設定します。

'external-cost' トークンが指定されている場合、このコマンドは、mst 'mst'
インスタンスに対するこのポートの外部パスコストを既定値 ( リンク速度に基
づくパスコスト値など ) に設定します。 

"port-priority" トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パ
ラメータに基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通およ
び内部スパニングツリー･インスタンス内にある、このポートの優先順位を、既
定値 (128 など ) に設定します。

形式  no spanning-tree mst <mstid> {cost | external-cost | port-
priority}

モード  Interface Config
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8.22.238 spanning-tree mst instance

このコマンドは、スイッチにマルチプルスパニングツリー･インスタンスを追加
します。インスタンス <mstid> は 1 ～ 4094 の範囲内の数値で、追加される新規
インスタンス ID に対応しています。ソフトウェアによりサポートされているマ
ルチインスタンスの 大数は 4です。

形式  spanning-tree mst instance <mstid>

モード  Global Config

8.22.238.132  no spanning-tree mst instance

このコマンドは、スイッチからマルチプルスパニングツリー･インスタンスを削
除 ｓ、削除されたインスタンスに割り当てられていたすべての VLAN を、共通
および内部スパニングツリーに再割り当てします。インスタンス <mstid> は、
削除対象である任意の既存マルチプルスパニングツリー･インスタンスの番号で
す。 

形式  no spanning-tree mst instance <mstid>

モード  Global Config

8.22.239 spanning-tree mst priority

このコマンドは、特定のマルチプルスパニングツリー･インスタンスに対し、ブ
リッジ優先順位を設定します。インスタンス <mstid> は、任意の既存マルチプ
ルスパニングツリー･インスタンスに対応する番号です。優先順位の値は、0～
61440 の範囲の、4096 ずつの数字です。

0 ( 既定の CIST ID として定義 ) が <mstid> として転送された場合、このコマ
ンドはブリッジ優先順位のパラメータを共通および内部スパニングツリーの新し
い値に設定します。ブリッジ優先順位の値は 0 ～ 61440 の範囲内の数字です。
802.1s の使用に基づき、 低 12 の重要ビットがマスクされます。このため、優
先順位は次に低い有効な優先順位に切り捨てられます。

既定値  32768

形式  spanning-tree mst priority <mstid> <0-61440>

モード  Global Config

8.22.239.133  no spanning-tree mst priority

このコマンドは、特定のマルチプルスパニングツリー･インスタンスのブリッジ
優先順位を既定値 (32768 など ) に設定します。インスタンス <mstid> は任意
の既存マルチプルスパニングツリー･インスタンスに対応する数字です。
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0 ( 既定の CIST ID として定義 ) が <mstid> として転送された場合、このコマ
ンドは共通および内部スパニングツリーのブリッジ優先順位パラメータを、既定
値 (32768 など ) に設定します。 

形式  spanning-tree mst priority <mstid>

モード  Global Config

8.22.240 spanning-tree mst vlan

このコマンドは、マルチプルスパニングツリー･インスタンスと VLAN の間の関
連性を追加します。VLAN は共通および内部スパニングツリーとは関連性がなく
なります。インスタンス <mstid> は、任意の既存マルチプルスパニングツリー･
インスタンスに対応する番号です。<vlanid> は既存の VLAN ID に対応していま
す。 

形式  spanning-tree mst vlan <mstid> <vlanid>

モード  Global Config

8.22.240.134  no spanning-tree mst vlan

このコマンドは、マルチプルスパニングツリー･インスタンスと VLAN の間の関
連性を削除します。VLAN は共通および内部スパニングツリーと再度関連性を持
ちます。インスタンス <mstid> は、任意の既存マルチプルスパニングツリー･イ
ンスタンスに対応する番号です。<vlanid> は既存の VLAN ID に対応していま
す。 

形式  no spanning-tree mst vlan <mstid> <vlanid>

モード  Global Config

8.22.241 spanning-tree port mode

このコマンドは、このポートの管理スイッチポート状態を有効化します。 

既定値  disabled

形式  spanning-tree port mode

モード  Interface Config

8.22.241.135  no spanning-tree port mode

このコマンドは、このポートの管理スイッチポート状態を無効化します。 

形式  no spanning-tree port mode

モード  Interface Config
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8.22.242 spanning-tree port mode all

このコマンドは、すべてのポートの管理スイッチポート状態を有効化します。 

既定値  disabled

形式  spanning-tree port mode all

モード  Global Config

8.22.242.136  no spanning-tree port mode all

このコマンドは、すべてのポートの管理スイッチポート状態を無効化します。 

形式  no spanning-tree port mode all

モード  Global Config

8.22.243 spanning-tree

このコマンドは、特定ポートチャンネル (LAG) の STP モードを設定します。こ
れは、ポート構成メニューで STP モードに対し指定された値です。既定値は 
802.1D モードです。インターフェースは構成済みポートチャンネルの論理 
slot/port です。all オプションは、 すべての構成済みポートチャンネル (LAG) 
を同一オプションに設定します。

形式  spanning-tree {<logical slot/port> | all | off | 
802.1d | fast}

モード  Global Config

モードは以下のいずれか 1 つです :

802.1d  IEEE 802.1D 対応 STP モードが使用されています。

Fast  高速 STP モードが使用されています。

off  STP はオフです。

8.22.244 spanning-tree bpdumigrationcheck

このコマンドは、指定のインターフェースにおける BPDU 移行チェックを有効化
します。all オプションは、すべてのインターフェースにおける BPDU 移行を有
効にします。 

形式  spanning-tree bpdumigrationcheck {<slot/port> | all}

モード  Global Config
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8.22.244.137  no spanning-tree bpdumigrationcheck

このコマンドは、指定のインターフェースにおける BPDU 移行チェックを無効化
します。all オプションは、すべてのインターフェースにおける BPDU 移行を無
効にします。 

形式  no spanning-tree bpdumigrationcheck {<slot/port> | all}

モード  Global Config

8.22.245 show spanning-tree

このコマンドは、オプショナルの "brief" パラメータがコマンドに含まれてい
ない時、共通および内部スパニングツリーのスパニングツリー設定を表示しま
す。以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree <brief>

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

Bridge Priority  スパニングツリーのブリッジ優先順位を指定します。

Bridge Identifier  選択されたインスタンスのブリッジ識別子です。

Time Since 
Topology 
Change  トポロジーが 後に変更されてからの時間を秒で示し

ます。

Topology Change 
Count  トポロジーが変更された回数です。

Topology Change 
in progress  スイッチのトポロジー変更パラメータのブール値で、

共通および内部スパニングツリーに割り当てられた
ポートで進行中のトポロジー変更があるかどうかを示
します。

Designated 
Root  ルートブリッジのブリッジ識別子です。ブリッジ優先

順位とブリッジのベース MAC アドレスから生成されま
す。

Root Path Cost  共通および内部スパニングツリーのルートパスコスト
パラメータの値です。 

Root Port 
Identifier  指定ルートへアクセスするポートです。
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Bridge Max Age  スパニングツリーのブリッジ Max-age を指定します。

Bridge Forwarding Delay パケットを転送するまでの
"Listening and Learning" モードの経過時間を指定し
ます。ブリッジ転送遅延は、"(Bridge Max Age/2) + 
1" 以上、または同様でなければなりません。時間の範
囲は 4 ～ 30 秒です。既定値は 15 です。

Hello Time  共通スパニングツリーのパラメータの構成値です。

Bridge Hold 
Time  Configuration Bridge Protocol Data Unit (BPDU) の

通信間の 低時間です。

CST Regional 
Root  共通スパニングツリーのリージョナルルートのブリッ

ジ識別子です。ブリッジ優先順位とブリッジのベース 
MAC アドレスから生成されます。

Regional Root 
Path Cost  共通スパニングツリーのリージョナルルートへのパス

コストです。

Associated FIDs  現在このインスタンスに関連付けられている転送デー
タベース識別子のリストです。

Associated 
VLANs  現在このインスタンスに関連付けられている VLAN ID 

のリストです。

"Brief" オプショナルパラメータが含まれている場合、このコマンドはブリッジ
のスパニングツリー設定を表示します。この場合、以下の詳細が表示されます。

Bridge Priority  スパニングツリーのブリッジ優先順位を指定します。

Bridge Identifier  選択されたインスタンスのブリッジ識別子です。

Bridge Max Age  スパニングツリーのブリッジ Max-age を指定します。

Hello Time  共通スパニングツリーのパラメータの構成値です。

Bridge 
Forwarding 
Delay  パケットを転送するまでの "Listening and Learning"

モードの経過時間を指定します。ブリッジ転送遅延は、
"(Bridge Max Age/2) + 1" 以上、または同様でなけれ
ばなりません。時間の範囲は 4 ～ 30 秒です。既定値は
15 です。
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Bridge Hold 
Time  Configuration Bridge Protocol Data Unit (BPDU) の

通信間の 低時間です。

8.22.246 show spanning-tree interface

このコマンドは、共通および内部スパニングツリー内の特定スイッチポートの設
定とパラメータを表示します。<slot/port> は任意のスイッチポートです。コマ
ンド実行時には以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree interface <slot/port>

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

Port mode  有効または無効。

Port Up Time 
Since Counters 
Last Cleared  ポートがリセットされ、表示されてからの時間を日数、

時間、分、秒で表示します。

STP BPDUs 
Transmitted  送信された Spanning Tree Protocol Bridge Protocol 

Data Unit です。

STP BPDUs 
Received  受信された Spanning Tree Protocol Bridge Protocol 

Data Unit です。

RST BPDUs 
Transmitted  送信された Rapid Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

RST BPDUs 
Received  受信された Rapid Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

MSTP BPDUs 
Transmitted  送信された Multiple Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

MSTP BPDUs 
Received  受信された Multiple Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。
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8.22.247 show spanning-tree mst detailed

このコマンドは、指定されたマルチプルスパニングツリー･インスタンスの設定
とパラメータを表示します。インスタンス <mstid> は、任意の既存マルチプル
スパニングツリー･インスタンス ID に対応する番号です。以下の詳細が表示さ
れます。

形式  show spanning-tree mst detailed <mstid>

モード  Privileged EXEC 

User EXEC

MST Instance ID  作成されている MST の ID です。

MST Bridge 
Priority  選択された MST インスタンスのブリッジ優先順位で

す。

Time Since 
Topology 
Change  トポロジーが変更されてからの時間を秒で示します。

Topology Change 
Count  このマルチプルスパニングツリー･インスタンスに対し

て、トポロジーが変更された回数です。

Topology Change 
in Progress  このマルチプルスパニングツリー･インスタンスに対す

るトポロジー変更パラメータの値です。

Designated 
Root  このマルチプルスパニングツリー･インスタンスのリー

ジョナルルートの識別子です。

Root Path Cost  このマルチプルスパニングツリー･インスタンスの指定
ルートへのパスコストです。

Root Port 
Identifier  このマルチプルスパニングツリー･インスタンスの指定

ルートへアクセスするポートです。

Associated FIDs  このインスタンスに関連付けられている転送データ
ベース識別子のリストです。

Associated 
VLANs  このインスタンスに関連付けられている VLAN ID のリ

ストです。
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8.22.248 show spanning-tree mst port detailed

このコマンドは、特定マルチプルスパニングツリー･インスタンス内で指定され
たスイッチポートの詳細設定とパラメータを表示します。インスタンス <mstid> 
は、任意の既存マルチプルスパニングツリー･インスタンスに対応する番号です。
<slot/port> は任意のスイッチポートです。 

形式  show spanning-tree mst port detailed <mstid> <slot/port>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

MST Instance ID  MST インスタンスの ID です。

Port Identifier  スパニングツリー内の指定されたポートのポート識別
子です。

Port Priority  選択された MST インスタンス内の特定のポートの優先
順位です。

Port Forwarding 
State  このポートの現在のスパニングツリー状態です。

Port Role  有効に設定された各 MST ブリッジポートが、各スパニ
ングツリーのポートロールに割り当てられています。

Port Path Cost  内部ポートパスコストパラメータの構成された値です。

Designated 
Root  このポートの指定ルートの識別子です。 

Designated Port 
Cost  指定ポートにより LAN に提供されたパスコストです。

Designated 
Bridge  指定ポートのあるブリッジのブリッジ識別子です。 

Designated Port 
Identifier    LAN に対し 低コストを提供する指定ブリッジの

ポートです。
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0 ( 既定の CIST ID として定義 ) が <mstid> として転送された場合、このコマ
ンドは共通および内部スパニングツリー 内の特定スイッチポートの設定とパラ
メータを表示します。<slot/port> は任意のスイッチポートです。この場合、以
下が表示されます。

Port Identifier  CST 内におけるこのポートのポート識別子です。

Port Priority  CST 内におけるポートの優先順位です。

Port Forwarding 
State  CST 内におけるポートの転送状態です。

Port Role  CST 内における指定されたインターフェースのロール
です。

Port Path Cost  指定されたインターフェースに対する構成済みパスコ
ストです。

Designated 
Root  CST 内におけるこのポートの指定ルートの識別子です。

Designated Port 
Cost  指定ポートにより LAN に提供されたパスコストです。

Designated 
Bridge    指定ポートを含むブリッジです。

Designated Port 
Identifier    LAN に対し 低コストを提供する指定ブリッジのポー

トです。

Topology Change 
Acknowledgement  
  次の Configuration Bridge Protocol Data Unit 

(BPDU) 通信のフラグの値で、このポートでトポロジー
変更が進行中であるかどうかを示します。

Hello Time  このポートで使用中の hello time です。

Edge Port    このポートがエッジポートであるかどうかを示す構成
値です。

Edge Port 
Status    エッジポートステータスの生成値です。エッジポート

として操作している場合は正で、その他の場合は誤で
す。

Point To Point 
MAC Status    このポートが 2地点間リンクの一部であるかどうかを

示す生成値です。
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CST Regional 
Root  このポートで使用中のリージョナルルート識別子です。

CST Port Cost  このポートに対する構成済みパスコストです。

8.22.249 show spanning-tree mst port summary

このコマンドは、指定されたマルチプルスパニングツリー･インスタンス内の 1
つ、またはすべてのポートの設定を表示します。パラメータ <mstid> は特定の 
MST インスタンスを示します。パラメータ {<slot/port> | all} は任意のス
イッチポートまたはすべてのポートを示します。 

0 ( 既定の CIST ID として定義 ) が <mstid> として転送された場合、共通およ
び内部スパニングツリー 内の 1つ、またはすべてのポートに対し、ステータス
概要が表示されます。

形式  show spanning-tree mst port summary <mstid> {<slot/port> | 
all}

モード  Privileged EXEC および User EXEC

MST Instance ID  このポートに関連した MST インスタンスです。

Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Type  現在未使用。

STP State  指定されたスパニングツリー･インスタンスのポートの
転送状態です。

Port Role  スパニングツリー内における指定されたポートのロー
ルです。

Link Status  リンクの操作ステータスです。可能な値は "Up" または 
"down" です。

Link Trap  指定されたインターフェースに対するリンクトラップ
構成です。

8.22.250 show spanning-tree mst summary

このコマンドは、スイッチのすべてのマルチプルスパニングツリー･インスタン
スに関する概要情報を表示します。実行時には、以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree mst summary

モード  Privileged EXEC および User EXEC
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MST Instance ID 
List  現在構成されているマルチプルスパニングツリー ID 

のリストです。

For each MSTID:  
Associated FIDs  このインスタンスに関連付けられている転送データ

ベース識別子のリストです。

Associated 
VLANs  このインスタンスに関連付けられている VLAN ID のリ

ストです。

8.22.251 show spanning-tree summary

このコマンドは、スイッチのスパニングツリー設定とパラメータを表示します。
コマンド実行時には以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree summary

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Spanning Tree 
Adminmode  有効または無効。

Spanning Tree 
Version  強制プロトコルバージョンのパラメータに基づき、

802.1 バージョンが現在サポートされています (IEEE 
802.1s、IEEE 802.1w、または IEEE 802.1d)。

Configuration 
Name  現在使用中の構成を識別するために使われる識別子で

す。

Configuration 
Revision Level  現在使用中の構成を識別するために使われる識別子で

す。

Configuration 
Digest Key  現在使用中の構成を識別するために使われる識別子で

す。

MST Instances  スイッチで構成されているすべてのマルチプルスパニ
ングツリー･インスタンスのリストです。
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8.22.252 show spanning-tree vlan

このコマンドは、VLAN とマルチプルスパニングツリー･インスタンスとの間の関
連性を表示します。<vlanid> は既存の VLAN ID に対応しています。 

形式  show spanning-tree vlan <vlanid>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

VLAN Identifier  
Associated 
Instance  マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは

"CST" が共通および内部スパニングツリーに関連して
いるかどうかを判断する識別子です。

8.22.253 spanning-tree max-hops

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの MSTP 大ホップパラメー
タを新しい値に設定します。 大ホップ値は 1 ～ 127 の範囲です。

既定値  20

形式  spanning-tree max-hops <1-127>

モード  Global Config

8.22.253.138  no spanning-tree max-hops

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーのブリッジ 大ホップパラ
メータを既定値に設定します。

形式  no spanning-tree max-hops

モード  Global Config

8.22.254 spanning-tree mst

このコマンドは、このポートのパスコストまたはポート優先順位を、マルチプル
スパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部スパニングツリー内で設
定します。 <mstid> パラメータが既存のマルチプルスパニングツリー･インスタ
ンスに対応している場合、構成はこのマルチプルスパニングツリー･インスタン
スに対し実行されます。ただし、0 ( 既定の CIST ID として設定 ) が <mstid> 
として通過された場合、構成は共通および内部スパニングツリー･インスタンス
として実行されます。
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"cost" トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パラメータ
に基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部ス
パニングツリー･インスタンス内にあるパスコストを設定します。パスコストは
1～ 200000000 の範囲内、またはオートと指定することができます。"auto" と
指定された場合、パスコスト値はリンク速度に基づき設定されます。

"External-cost" トークンが指定されている場合、このコマンドは MST インス
タンスの外部パスコストを '0' に設定します ( 例 : CIST インスタンス )。外部
パスコストは 1～ 200000000 の範囲内、またはオートと指定することができま
す。"auto" と指定された場合、外部パスコスト値はリンク速度に基づき設定さ
れます。
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'port-priority' トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パ
ラメータに基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通およ
び内部スパニングツリー･インスタンス内にある、このポートの優先順位を設定
します。ポート優先順位は、0 ～ 24 の範囲の、16 ずつの数字です。

既定値  cost : オート

  external-cost :auto

port-priorty : 128

形式  spanning-tree mst <mstid> {{cost <1-200000000> | auto } |

{external-cost <1-200000000> | auto }| port-
priority <0-240>}

モード  Interface Config 

8.22.254.139  no spanning-tree mst

このコマンドは、このポートのパスコストまたはポート優先順位を、マルチプル
スパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部スパニングツリー内でそ
れぞれの既定値に設定します。<mstid> パラメータが既存のマルチプルスパニン
グツリー･インスタンスに対応している場合、構成はこのマルチプルスパニング
ツリー･インスタンスに対し実行されます。ただし、0 ( 既定の CIST ID として
設定 ) が <mstid> として通過された場合、構成は共通および内部スパニングツ
リー･インスタンスとして実行されます。

"cost" トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パラメータ
に基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通および内部ス
パニングツリー･インスタンス内にあるパスコストを既定値 ( リンク速度に基づ
くパスコスト値など ) に設定します。

'External-cost' トークンが指定されている場合、このコマンドは、mst '0' イ
ンスタンスに対するこのポートの外部パスコストを既定値 ( リンク速度に基づ
くパスコスト値など ) に設定します。 

'Port-priority' トークンが指定されている場合、このコマンドは、<mstid> パ
ラメータに基づき、マルチプルスパニングツリー･インスタンスまたは共通およ
び内部スパニングツリー･インスタンス内にある、このポートの優先順位を、既
定値 (128 など ) に設定します。

形式  no spanning-tree mst <mstid> {cost | external-cost | port-
priority}

モード  Interface Config
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8.22.255 spanning-tree hello-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの Admin Hello Time パラ
メータを新しい値に設定します。hellotime <value> は、1～ 10 の範囲内の整
数秒です。値は "(Bridge Max Age / 2) -1" と同様、またはそれ以上です。 

既定値  2

形式  spanning-tree hello-time <1-10>

モード  Interface Config

8.22.255.140  no spanning-tree hello-time

このコマンドは、共通および内部スパニングツリーの admin Hello Time パラ
メータを既定値 　(2 など ) に設定します。

形式  no spanning-tree hello-time

モード  Interface Config

8.22.256 show spanning-tree

このコマンドは、オプショナルの "brief" パラメータがコマンドに含まれてい
ない時、共通および内部スパニングツリーのスパニングツリー設定を表示しま
す。以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree <brief>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Bridge Priority  構成済みの値です。

Bridge Identifier  
Time Since 
Topology 
Change  時間を秒で示します。

Topology Change 
Count  変更された回数です。

Topology 
Change  スイッチのトポロジー変更パラメータのブール値で、

共通および内部スパニングツリーに割り当てられた
ポートで進行中のトポロジー変更があるかどうかを示
します。

Designated 
Root  
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Root Path Cost  共通および内部スパニングツリーのルートパスコスト
パラメータの値です。 

Root Port 
Identifier  
Root Port Max 
Age  生成値

Root Port Bridge 
Forward Delay  生成値

Hello Time  構成済みの値

Bridge Hold 
Time  Configuration Bridge Protocol Data Unit (BPDU) の

通信間の 低時間です。

Bridge Max 
Hops  デバイスのブリッジ 大ホップカウントです。

CST Regional 
Root  
Regional Root 
Path Cost    
Associated FIDs  現在このインスタンスに関連付けられている転送デー

タベース識別子のリストです。

Associated 
VLANs  現在このインスタンスに関連付けられている VLAN ID 

のリストです。

"Brief" オプショナルパラメータが含まれている場合、このコマンドはブリッジ
のスパニングツリー設定を表示します。この場合、以下の詳細が表示されます。

Bridge Priority  構成済みの値です。

Bridge Identifier  
Bridge Max Age  構成済みの値です。

Bridge Max 
Hops  デバイスのブリッジ 大ホップカウントです。

Bridge Hello 
Time  構成済みの値です。
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Bridge Forward 
Delay  構成済みの値です。

Bridge Hold 
Time  Configuration Bridge Protocol Data Unit (BPDU) の

通信間の 低時間です。

8.22.257 show spanning-tree interface

このコマンドは、共通および内部スパニングツリー内の特定スイッチポートの設
定とパラメータを表示します。<slot/port> は任意のスイッチポートです。コマ
ンド実行時には以下の詳細が表示されます。

形式  show spanning-tree interface <slot/port>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Hello Time  このポートの管理 hello time です。

Port mode  有効または無効。

Port Up Time 
Since Counters 
Last Cleared  ポートがリセットされ、表示されてからの時間を日数、

時間、分、秒で表示します。

STP BPDUs 
Transmitted  送信された Spanning Tree Protocol Bridge Protocol 

Data Unit です。

STP BPDUs 
Received  受信された Spanning Tree Protocol Bridge Protocol 

Data Unit です。

RST BPDUs 
Transmitted  送信された Rapid Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

RST BPDUs 
Received  受信された Rapid Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

MSTP BPDUs 
Transmitted  送信された Multiple Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。
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MSTP BPDUs 
Received  受信された Multiple Spanning Tree Protocol Bridge 

Protocol Data Unit です。

8.22.258 show spanning-tree mst port detailed

このコマンドは、特定マルチプルスパニングツリー･インスタンス内で指定され
たスイッチポートの詳細設定とパラメータを表示します。インスタンス <mstid> 
は、任意の既存マルチプルスパニングツリー･インスタンスに対応する番号です。
<slot/port> は任意のスイッチポートです。 

形式  show spanning-tree mst port detailed <mstid> <slot/port>

モード  Privileged EXEC および User EXEC

MST Instance ID  

Port Identifier  
Port Priority  
Port Forwarding 
State  このポートの現在のスパニングツリー状態です。

Port Role  
Auto-Calculate 
Port Path Cost  ポートパスコストの自動計算が有効かどうかを示しま

す。

Port Path Cost  内部ポートパスコストパラメータの構成された値です。

Auto-Calculate 
External Port Path 
Cost  外部ポートパスコストの自動計算が有効かどうかを示

します。

External Port Path 
Cost   外部ポートパスコストパラメータの構成された値です。

Designated 
Root  このポートの指定ルートの識別子です。 

Designated Port 
Cost  指定ポートにより LAN に提供されたパスコストです。

Designated 
Bridge  指定ポートのあるブリッジのブリッジ識別子です。 
8-162 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
Designated Port 
Identifier  LAN に対し 低コストを提供する指定ブリッジのポー

トです。

0 ( 既定の CIST ID として定義 ) が <mstid> として転送された場合、このコマ
ンドは共通および内部スパニングツリー 内の特定スイッチポートの設定とパラ
メータを表示します。<slot/port> は任意のスイッチポートです。この場合、以
下が表示されます。

Port Identifier  CST 内におけるこのポートのポート識別子です。

Port Priority  CST 内におけるポートの優先順位です。

Port Forwarding 
State  CST 内におけるポートの転送状態です。

Port Role  CST 内における指定されたインターフェースのロール
です。

Port Path Cost  指定されたインターフェースに対する構成済みパスコ
ストです。

Designated 
Root  CST 内におけるこのポートの指定ルートの識別子です。

Designated Port 
Cost  指定ポートにより LAN に提供されたパスコストです。

Designated 
Bridge    指定ポートを含むブリッジです。

Designated Port 
Identifier    LAN に対し 低コストを提供する指定ブリッジのポー

トです。

Topology Change 
Acknowledgement  次の Configuration Bridge Protocol Data Unit 

(BPDU) 通信のフラグの値で、このポートでトポロジー
変更が進行中であるかどうかを示します。

Hello Time  このポートで使用中の hello time です。

Edge Port    このポートがエッジポートであるかどうかを示す構成
値です。

Edge Port 
Status  エッジポートステータスの生成値です。エッジポート

として操作している場合は正で、その他の場合は誤で
す。
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Point To Point 
MAC Status  このポートが 2地点間リンクの一部であるかどうかを

示す生成値です。

CST Regional 
Root  このポートで使用中のリージョナルルート識別子です。

CST Port Cost  このポートに対する構成済みパスコストです。
8-164 スイッチングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
第 9章
セキュリティコマンド

この章では、セキュリティコマンドに関する詳細説明を提供しています。コマン
ドは次の機能性グループに分けられます : 

･ 一般ポートセキュリティコマンド

･ ポートベースのネットワークアクセス制御 (IEEE 802.1X) コマンド

･ Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS: ラディウス ) コマ
ンド

･ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) コマンド

9.1 一般ポートセキュリティコマンド

この章では、ポートセキュリティコマンドに関する詳細説明を提供しています。
コマンドは次の機能性グループに分けられます : 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

9.1.1 port-security
このコマンドは、システムレベル (Global Config) またはポートレベル 
(Interface Config) でのポートロッキングを有効化します。

既定値  Disabled

形式  port-security

モード  Global Config
Interface Config
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9.1.1.1  no port-security

このコマンドは、システムレベル (Global Config) またはポートレベル 
(Interface Config) でのポートロッキングを無効化します。

形式  no port-security

モード  Global Config
Interface Config

9.1.2 port-security max-dynamic
このコマンドは、特定のポートにおいて許可されている動的にロックされた MAC 
アドレスの 大数を設定します。

既定値  600

形式  port-security max-dynamic <maxvalue>

モード  Interface Config

9.1.2.2  no port-security max-dynamic

このコマンドは、特定のポートにおいて許可されている動的にロックされた MAC 
アドレスの 大数を既定値にリセットします。

形式  no port-security max-dynamic

モード  Interface Config

9.1.3 port-security max-static
このコマンドは、特定のポートにおいて許可されている静的にロックされた MAC 
アドレスの 大数を設定します。

既定値  20

形式  port-security max-static <maxvalue>

モード  Interface Config

9.1.3.3  no port-security max-static

このコマンドは、特定のポートにおいて許可されている動的にロックされた MAC 
アドレスの 大数を既定値にリセットします。

形式  no port-security max-static

モード  Interface Config
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9.1.4 port-security mac-address
このコマンドは、静的にロックされた MAC アドレスのリストに MAC アドレスを
追加します。

形式  port-security mac-address <vid> <mac-address>

モード  Interface Config

9.1.4.4  no port-security mac-address

このコマンドは、静的にロックされた MAC アドレスのリストから MAC アドレス
を削除します。

形式  no port-security mac-address <vid> <mac-address>

モード  Interface Config

9.1.5 port-security mac-address move
このコマンドは、動的にロックされた MAC アドレスを静的にロックされたアド
レスに変換します。

形式  port-security mac-address move

モード  Interface Config

9.1.6 snmp-server enable traps violation
このコマンドは、ロックされたポートで未許可の MAC アドレスを持つパケット
が受信された場合、新しいバイオレーションバイオレーショントラップの送信を
有効にします。

既定値  Disabled

形式  snmp-server enable traps violation

モード  Interface Config 

9.1.6.5  no snmp-server enable traps violation

このコマンドは、新しいバイオレーショントラップの送信を無効化します。

形式  no snmp-server enable traps violation

モード  Interface Config 
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9.1.7 show port-security 
このコマンドはシステム全体のポートセキュリティ設定を表示します。

形式  show port-security 

モード  Privileged EXEC

Admin Mode  システム全体のポートロッキングモードです。

9.1.8 show port-security 
このコマンドは、特定のインターフェースまたはすべてのインターフェースの
ポートセキュリティ設定を表示します。

形式  show port-security <interface | all>

モード  Privileged EXEC

Interface Admin
Mode  インターフェースのポートロッキングモードです。

Dynamic Limit  動的に割り当てられた MAC アドレスの 大数です。

Static Limit  静的に割り当てられた MAC アドレスの 大数です。

Violation Trap
Mode  バイオレーショントラップが有効化どうかを表示しま

す。

9.1.9 show port-security dynamic
このコマンドは、ポートに対し動的にロックされた MAC アドレスを表示します。

形式  show port-security dynamic <interface>

モード  Privileged EXEC

MAC Address  動的にロックされた MAC の MAC アドレスです。

9.1.10 show port-security static
このコマンドは、ポートに対し静的にロックされた MAC アドレスを表示します。

形式  show port-security static <interface>

モード  Privileged EXEC

MAC Address  静的にロックされた MAC の MAC アドレスです。
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9.1.11 show port-security violation
このコマンドは、ロックされたポートにおいて 後に廃棄されたパケットのソー
ス MAC アドレスを表示します。

形式  show port-security violation <interface>

モード  Privileged EXEC

MAC Address  ロックされたポートにおいて廃棄された MAC アドレス
です。

9.2 ポートベースのネットワークアクセス制御 (IEEE 802.1X) 
コマンド

この章では、802.1x コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは
次の機能性グループに分けられます : 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

9.2.12 authentication login
このコマンドは認証ログインリストを作成します。<listname> は任意の文字列
で、大文字と小文字を区別しません。スイッチでは 大 10 個の認証ログインリ
ストを構成することができます。リストが作成されると、認証方法 Local 初
の方法として設定されます。 

オプショナルパラメータ "Option1"."Option2" または "Option3" が使用されてい
る場合、順序付けられた方法のリストは、認証ログインリストで設定されます。
認証ログインリストが存在しない場合、まず新規の認証ログインリストが作成さ
れ、認証ログインリストにて認証方法が設定されます。認証ログイン方法の 大
数は 3 つです。可能な方法は、local, radius 、 reject の 3 つです。

local は、ユーザーがローカルに保存した ID とパスワードが認証に使われるこ
とを示します。radius は、ユーザーの ID とパスワードは RADIUS サーバを
使って認証されることを示します。reject は、ユーザーが認証されないことを
示します。
セキュリティコマンド 9-5

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
ユーザーを認証するには、認証試行が成功または失敗するまで、ユーザーログイ
ンの認証方法が順に試行されます。

形式  authentication login <listname> [method1] 
[method2] [method3]

モード  Global Config

9.2.12.6  no authentication login

このコマンドは、指定された認証ログインリストを削除します。次のいずれかの
状況が本当の場合、削除試行は失敗します :

･ ログインリスト名が無効であるか、または既存の認証ログインリストと一致
しません。

･ 指定された認証ログインリストは、すべてのユーザー、またはすべてのコン
ポーネントに対し未構成ユーザーに割り当てられます。

･ ログインリストは既定の構成に含まれるログインリストであり、
'authentication login' を使用して作成されました。既定のログインリスト
は削除できません。

形式  no authentication login <listname>

モード  Global Config

9.2.13 clear dot1x statistics
このコマンドは、指定されたポートまたはすべてのポートの 802.1x 標準 をリ
セットします。

形式  clear dot1x statistics { <slot/port> | all }

モード  Privileged EXEC

9.2.14 clear radius statistics
このコマンドは、すべての RADIUS 統計を消去するために使われます。

形式  clear radius statistics

モード  Privileged EXEC

注：既定の構成に含まれている既定のログインリストは変更できません。
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9.2.15 dot1x defaultlogin
このコマンドは、802.1x ポートセキュリティに対し未構成のユーザーが使用す
る認証ログインリストを割り当てます。ユーザーがローカルで構成されている場
合、この設定は特定ユーザーに割り当てられた認証ログインリストにより上書き
されます。この値が構成されていない場合､ユーザーはローカル認証のみを使っ
て認証されます。

形式  dot1x defaultlogin <listname> 

モード  Global Config 

9.2.16 dot1x initialize
このコマンドは、指定されたポートにおける初期化シーケンスを開始します。こ
のコマンドは、指定されたポートの制御モードが 'Auto' の場合のみ有効です。
制御モードが 'Auto' でない場合、エラーが返されます。

形式  dot1x initialize <slot/port> 

モード  Privileged EXEC 

9.2.17 dot1x login
このコマンドは、指定の認証ログインリストを 802.1x ポートセキュリティに対
して指定されたユーザーに割り当てます。<user> パラメータは構成済みユー
ザーであり、<listname> パラメータは構成済み認証ログインリストである必要
があります。

形式  dot1x login <user> <listname> 

モード  Global Config 

9.2.18 dot1x max-req
このコマンドは、要求者をタイムアウトにする前に、このポートの認証マシンが 
EAPOL EAP 要求 /ID フレームを送信する 大回数を設定します。<count> の値
は 1～ 10 の範囲内で設定します。

既定値  2

形式  dot1x max-req <count> 

モード  Interface Config 
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9.2.18.7  no dot1x max-req

このコマンドは、要求者をタイムアウトにする前に、このポートの認証マシンが 
EAPOL EAP 要求 /ID フレームを送信する 大回数を設定します。

形式  no dot1x max-req 

モード  Interface Config

9.2.19 dot1x port-control
このコマンドは、指定されたポートで使われる認証モードを設定します。制御
モードは以下のいずれかとなります。

force-unauthorized: 認証 PAE は制御ポートを無条件で未許可と設定します。

force-authorized: 認証 PAE は制御ポートを無条件で許可と設定します。

auto: 認証 PAE は、要求者、認証者、認証サーバの間の認証取引の結果に基づ
き、制御モードを設定します。

既定値  auto

形式  dot1x port-control {force-unauthorized |  force-
authorized |  auto}

モード  Interface Config 

9.2.19.8  no dot1x port-control

このコマンドは、指定されたポートで使われる認証モードを 'Auto' に設定しま
す。

形式  no dot1x port-control 

モード  Interface Config
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9.2.20 dot1x port-control All
このコマンドは、すべてのポートで使われる認証モードを設定します。制御モー
ドは以下のいずれかとなります。

force-unauthorized: 認証 PAE は制御ポートを無条件で未許可と設定します。

force-authorized: 認証 PAE は制御ポートを無条件で許可と設定します。

auto: 認証 PAE は、要求者、認証者、認証サーバの間の認証取引の結果に基づ
き、制御モードを設定します。

既定値  auto

形式  dot1x port-control all {force-unauthorized | 
force-authorized | auto}

モード  Global Config 

9.2.20.9  no dot1x port-control All

このコマンドは、すべてのポートで使われる認証モードを 'Auto' に設定します。

形式  no dot1x port-control all 

モード  Global Config

9.2.21 dot1x re-authenticate
このコマンドは、指定されたポートにおける再認証シーケンスを開始します。こ
のコマンドは、指定されたポートの制御モードが 'Auto' の場合のみ有効です。
制御モードが "auto" でない場合、エラーが返されます。

形式  dot1x re-authenticate <slot/port> 

モード  Privileged EXEC

9.2.22 dot1x re-authentication
このコマンドは、指定されたポートにおける要求者の再認証シーケンスを有効化
します。

既定値  disabled

形式  dot1x re-authentication 

モード  Interface Config 
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9.2.22.10  no dot1x re-authentication

このコマンドは、指定されたポートにおける要求者の再認証シーケンスを無効化
します。

形式  no dot1x re-authentication 

モード  Interface Config

9.2.23 dot1x system-auth-control
このコマンドは、スイッチの dot1x 認証サポートを有効化するために使用され
ます。既定では、認証サポートは無効となっています。無効化されている場合、
dot1x 構成は保留され、変更することができますが、アクティブではありませ
ん。

既定値  disabled

形式  dot1x system-auth-control 

モード  Global Config 

9.2.23.11  no dot1x system-auth-control

このコマンドは、スイッチの dot1x 認証サポートを無効化するために使用され
ます。

形式  no dot1x system-auth-control 

モード  Global Config

9.2.24 dot1x timeout
このコマンドは、このポートの認証マシンにより使われるタイマーの値を秒で設
定します。使用されているトークンと経過値 ( 秒 ) により、様々なタイムアウ
ト構成パラメータが設定されます。以下はサポートされているトークンです。

reauth-period: このポートの認証マシンによって使われるタイマーの値を秒で
設定し、要求者の再認証がいつ行われるかを決定します。reauth-period は 1 ～
65535 の範囲で設定します。

quiet-period: このポートの認証マシンによって使われるタイマーの値を秒で設
定し、要求者を要求しようとしない時間帯を定義します。quiet-period は 0 ～
65535 の範囲で設定します。

tx-period: このポートの認証マシンによって使われるタイマーの値を秒で設定
し、要求者にいつ EAPOL EAP 要求 /ID フレームを送信するかを決定します。
quiet-period は 1 ～ 65535 の範囲で設定します。
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supp-timeout: このコマンドは、このポートの認証マシンが要求者のタイムアウ
トに使するタイマーの値を秒で設定します。supp-timeout は 1 ～ 65535 の範囲
で設定します。

server-timeout: このコマンドは、このポートの認証マシンが、認証サーバのタ
イムアウトに使するタイマーの値を秒で設定します。supp-timeout は 1 ～
65535 の範囲で設定します。

既定値  reauth-period:3600 秒

quiet-period:60 秒

tx-period:30 秒

supp-timeout:30 秒

server-timeout:30 秒

形式  dot1x timeout {{reauth-period <seconds>} | {quiet-
period <seconds>} | {tx-period <seconds>} | {supp-
timeout <seconds>} | {server-timeout <seconds>}}

モード  Interface Config 

9.2.24.12  no dot1x timeout

このコマンドは、このポートの認証マシンにより使われるタイマーの値を既定値
に設定します。使用されているトークンにより、対応する値が設定されます。

形式  no dot1x timeout {reauth-period | quiet-period | 
tx-period | supp-timeout | server-timeout}

モード  Interface Config 

9.2.25 dot1x user
このコマンドは、指定されたユーザーを、指定のポートまたはすべてのポートへ
のアクセス権限を持つユーザーリストに追加します。<user> のパラメータは構
成済みユーザーである必要があります。

形式  dot1x user <user> {<slot/port> | all} 

モード  Global Config 

9.2.25.13  no dot1x user

このコマンドは、指定のポートまたはすべてのポートへのアクセス権限を持つ
ユーザーリストからユーザーを削除します。

形式  no dot1x user <user> {<slot/port> | all} 

モード  Global Config
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9.2.26 show radius accounting
このコマンドは、構成済み RADIUS アカウンティングモード、アカウンティング
サーバ、構成済みアカウンティングサーバの統計を表示するために使われます。 

形式  show radius accounting [statistics <ipaddr>]

モード  Privileged EXEC 

オプショナルトークンの 'statistics <ipaddr>' が含
まれていない場合、アカウンティングモードと RADIUS 
アカウンティングサーバの詳細だけが表示されます。

モード  有効または無効。

IP Address  RADIUS アカウンティングサーバの構成済み IP アドレ
スです。

Port  RADIUS アカウンティングサーバにより使用中のポート
です。

Secret 
Configured  はい、またはいいえ

オプショナルトークン 'statistics <ipaddr>' が含まれている場合、構成済み 
RADIUS アカウンティングサーバの統計が表示されます。IP アドレスパラメータ
は、前に構成された RADIUS アカウンティングサーバの IP アドレスと一致する
必要があります。RADIUS アカウンティングサーバの統計に関する次の情報が表
示されます。

Accounting 
Server IP 
Address  構成された RADIUS アカウンティングサーバの IP ア

ドレスです。

Round Trip Time  RADIUS アカウンティングサーバからの 近のアカウン
ティングレスポンスとアカウンティング要求の間の間
隔を 100 分の 1 秒単位で表示します。

Requests  このアカウンティングサーバに送信された RADIUS ア
カウンティング要求パケットの数です。この数字に再
送信は含まれません。

Retransmission  この RADIUS アカウンティングサーバに再送信された 
RADIUS アカウンティング要求パケットの数です。

Responses  このサーバからアカウンティングポートへ受信された 
RADIUS パケットの数です。
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Malformed 
Responses  このサーバから受信された不正 RADIUS アカウンティ

ングレスポンスパケットの数です。不正パケットには、
無効な長さのパケットも含まれます。認証エラーや不
明タイプは、不正アカウンティングレスポンスには含
まれません。

Bad 
Authenticators  このアカウンティングサーバから受信された認証エ

ラーを含む RADIUS アカウンティングレスポンスパ
ケットの数です。

Pending 
Requests  まだタイムアウトになっていない、またはレスポンス

を受信していない、このサーバに送信された RADIUS 
アカウンティング要求パケットの数です。

Timeouts  このサーバへのアカウンティングタイムアウト数です。

Unknown Types  このサーバからアカウンティングポートへ受信された、
不明タイプの RADIUS パケット数です。

Packets Dropped  このサーバからアカウンティングポートに受信され、
なんらかの理由でドロップされた RADIUS パケットの
数です。

9.2.27 show authentication
このコマンドは、すべての認証ログインリストについて、整理された認証方法を
表示します。

形式  show authentication

モード  Privileged EXEC

Authentication 
Login List  認証ログインのリスト名を表示します。

Method 1  指定された認証ログインリストの 初の方法を表示し
ます。

Method 2  指定された認証ログインリストの 2つ目の方法を表示
します。

Method 3  指定された認証ログインリストの 3つ目の方法を表示
します。
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9.2.28 show authentication users
このコマンドは、指定された認証ログインリストに割り当てられたユーザーに関
する情報を表示します。ログインが未構成ユーザーに割り当てられた場合、ユー
ザー 'default' がユーザー欄に表示されます。

形式  show authentication users <listname>

モード  Privileged EXEC

User  このフィールドは、指定された認証ログインリストに
割り当てられたユーザーを表示します。

Component  このフィールドは、認証ログインリストが割り当てら
れるコンポーネント ( ユーザーまたは 802.1x) を表
示します。

9.2.29 show dot1x
このコマンドは、グローバル dot1x 構成の概要、指定のポートまたはすべての
ポートの dot1x 構成に関する概要情報、特定ポートに関する詳細の dot1x 構
成、指定のポートの dot1x 統計などを、使用されているトークンに基づき表示
します。

形式  show dot1x [{summary {<slot/port> | all} | {detail 
<slot/port>} | {statistics <slot/port>}]

モード  Privileged EXEC 

オプショナルパラメータが何も使われていない場合、グローバル dot1x 構成概
要が表示されます。

Administrative 
mode  スイッチの認証制御が有効か、無効かを示します。

オプショナルパラメータ 'summary {<slot/port> | all}' が使用されている場
合、指定のポートまたはすべてのポートの dot1x 構成が表示されます。

Port  構成が表示されているインターフェースです。

Control Mode  このポートに対する構成済み制御です。可能な値は 
force-unauthorized  |  force-authorized  |  auto 
です。

Operating Control 
Mode  このポートが動作する制御モードです。可能な値は 

authorized  |  unauthorized です。
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Reauthentication 
Enabled  このポートで再認証が有効であるかどうかを示します。

Key Transmission 
Enabled  キーが指定されたポートの要求者に送信されたかどう

かを示します。

オプショナルパラメータ 'detail <slot/port>' が使用されている場合、指定の
ポートの dot1x 構成が表示されます。

Port  構成が表示されているインターフェースです。

Protocol 
Version  このポートに関連したプロトコルバージョンです。唯

一の値は 1であり、dot1x 仕様の 初のバージョンに
対応しています。

PAE Capabilities  このポートの Port Access Entity (PAE) 機能です。
可能な値は "Authenticator" または "Supplicant" で
す。

Authenticator PAE 
State  認証 PAE マシンの現在の状態です。可能な値は 

Initialize、Disconnected、Connecting、
Authenticating、Authenticated、Aborting、Held、
ForceAuthorized、ForceUnauthorized です。

Backend 
Authentication 
State  バックエンド認証マシンの現在の状態です。可能な値

は Request、Response、Success、Fail、Timeout、
Idle、Initialize です。

Quiet Period  このポートの認証マシンによって使われるタイマーで、
要求者を要求しようとしない時間帯を定義します。値
は秒で表示され、範囲は 0 ～ 65535 です。

Transmit Period  このポートの認証マシンによって使われるタイマーで、
要求者にいつ EAPOL EAP 要求 /ID フレームを送信する
かを決定します。値は秒で表示され、範囲は 1～
65535 です。

Supplicant 
Timeout  このポートの認証マシンにより、要求者をタイムアウ

トするために使用されるタイマーです。値は秒で表示
され、範囲は 1～ 65535 です。
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Server Timeout  このポートの認証により、認証サーバをタイムアウト
するために使用されるタイマーです。値は秒で表示さ
れ、範囲は 1 ～ 65535 です。

Maximum 
Requests  要求者をタイムアウトにする前に、このポートの認証

マシンが EAPOL EAP 要求 /ID を再送信する 大回数を
設定します。この値は 1 ～ 10 の範囲です。

Reauthentication 
Period  このポートの認証マシンにより、いつ要求者の再認証

を実行するかを決定するために使用されるタイマーで
す。値は秒で表示され、範囲は 1～ 65535 です。

Reauthentication 
Enabled  このポートの再認証が有効であるかどうかを示します。

可能な値は "True" または "False" です。

Key Transmission 
Enabled  キーが指定されたポートの要求者に送信されたかどう

かを示します。可能な値は "True" または "False" で
す。

Control 
Direction  指定されたポートの制御方向を示します。可能な値は、

"both" または "in" です。

オプショナルパラメータ 'statistics <slot/port>' が使用されている場合、指
定のポートの dot1x 統計が表示されます。

Port  統計が表示されているインターフェースです。

EAPOL Frames 
Received  この認証コードにより受信されたすべてのタイプの有

効な EAPOL フレームの数です。  

EAPOL Frames 
Transmitted  この認証コードにより送信されたすべてのタイプの 

EAPOL フレームの数です。

EAPOL Start 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された EAPOL 開始フレーム

の数です。
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EAPOL Logoff 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された EAPOL ログオフフ

レームの数です。

Last EAPOL 
Frame Version  近受信された EAPOL フレームで実行されたプロトコ

ルバージョン番号です。

Last EAPOL 
Frame Source  近受信された EAPOL フレームで実行されたソース 

MAC アドレスです。

EAP Response/Id 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された EAP レスポンス/ID 

フレームの数です。

EAP Response 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された有効な EAP レスポン

スフレーム ( レスポンス /ID フレーム以外 ) の数で
す。

EAP Request/Id 
Frames 
Transmitted  この認証コードにより送信された EAP 要求 /ID フ

レームの数です。

EAP Request 
Frames 
Transmitted  この認証コードにより送信された EAP リクエストフ

レーム ( 要求 /ID フレーム以外 ) の数です。

Invalid EAPOL 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された EAPOL フレームで、

フレームタイプが認識されなかったものの数です。

EAP Length Error 
Frames 
Received  この認証コードにより受信された EAPOL フレームで、

フレームタイプが認識されなかったものの数です。
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9.2.30 show dot1x users
このコマンドは、ローカルで構成されたユーザーの 802.1x ポートセキュリティ
ユーザー情報を表示します。 

形式  show dot1x users <slot/port> 

モード  Privileged EXEC 

User  指定されたポートにアクセス権限のある、ローカルで
構成されたユーザーです。

9.2.31 show users authentication
このコマンドは、すべてのユーザーと認証のログイン情報を表示します。また、
既定のユーザーに割り当てられている認証ログインリストを表示します。

形式  show users authentication

モード  Privileged EXEC

User  このフィールドは、認証ログインリストが割り当てら
れているすべてのユーザーを表示します。

System Login  このフィールドは、システムログインのためにユー
ザーに割り当てられている認証ログインリストを表示
します。

802.1x Port 
Security  このフィールドは、802.1x ポートセキュリティのため

にユーザーに割り当てられている認証ログインリスト
を表示します。

9.2.32 users defaultlogin
このコマンドは、システムにログインしようとする際に、非構成ユーザーに対し
て使用する認証ログインリストを割り当てます。ユーザーがローカルで構成され
ている場合、この設定は特定ユーザーに割り当てられた認証ログインリストによ
り上書きされます。この値が構成されていない場合､ユーザーはローカル認証の
みを使って認証されます。

形式  users defaultlogin <listname>

モード  Global Config
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9.2.33 users login
このコマンドは、指定の認証ログインリストをシステムログインに対して指定さ
れたユーザーに割り当てます。<user> は構成済み <user>  であり、<listname> 
は構成済みログインリストである必要があります。

ユーザーが、リモート認証が必要なログインリストに割り当てられている場合、
すべての CLI、Web ､ telnet セッションからインターフェースへのアクセスは、
認証が完了するまでブロックされます。 

"admin" ユーザーに関連付けられているログインリストは、スイッチの事故的な
ロックアウトを防ぐために変更することはできません。

形式  users login <user> <listname>

モード  Global Config
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9.3 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS:
ラディウス ) コマンド

この章では、RADIUS コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは
次の機能性グループに分けられます : 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

9.3.34 radius accounting mode
このコマンドは、RADIUS アカウンティング機能を有効化するために使われます。

既定値  disabled

形式  radius accounting mode 

モード  Global Config 

9.3.34.14  no radius accounting mode

このコマンドは、RADIUS アカウンティング機能を既定値に設定するために使わ
れます。たとえば、RADIUS アカウンティング機能を無効化します。

形式  no radius accounting mode 

モード  Global Config 

9.3.35 radius server host
このコマンドは、RADIUS 認証とアカウンティングサーバの構成に使われます。

'auth' トークンが使用されている場合、コマンドは IP アドレスを使用して 
RADIUS 認証サーバに接続するよう構成します。RADIUS クライアントごとに、
大 3台のサーバを構成することができます。構成サーバの 大数に達した場合、
"no" 形式のコマンドを実行してサーバを削除するまで、コマンドはエラーとな
ります。オプショナルの <port> パラメータが使用されている場合、コマンドは 
UDP ポート番号を使って構成済み RADIUS サーバに接続するよう構成します。
UDP ポート番号を構成するには、IP アドレスが前に構成した RADIUS 認証サー
バのアドレスと一致している必要があります。ポート番号は 1～ 65535 の範囲
で、1812 が既定値となっています。
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'acct' トークンが使用されている場合、コマンドは IP アドレスを使用して 
RADIUS アカウンティングサーバに接続するよう構成します。1つのアカウン
ティングサーバのみ構成することができます。現在アカウンティングサーバが構
成されている場合、コマンドを実行する前に、"no" 形式コマンドを使ってこれ
を構成から削除する必要があります。オプショナルの <port> パラメータが使用
されている場合、コマンドは UDP ポート番号を使って RADIUS アカウンティン
グサーバに接続するよう構成します。指定された IP アドレスは、前に構成され
たアカウンティングサーバの IP アドレスと一致する必要があります。ポートが
すでにアカウンティングサーバに対して構成されている場合、新しいポートが前
に構成された値に取って代わります。ポートは 1～ 65535 の範囲で、既定値は
1813 となっています。

形式  radius server host {auth | acct} <ipaddr> [<port>]

モード  Global Config 

9.3.35.15  no radius server host

このコマンドは、構成済み RADIUS 認証サーバまたは RADIUS アカウンティング
サーバを削除するために使われます。'auth' トークンが使われている場合、前
に構成された RADIUS 認証サーバは構成から削除されます。同じように、'acct' 
トークンが使われている場合、前に構成された RADIUS アカウンティングサーバ
は構成から削除されます。<ipaddr> パラメータは、前に構成された RADIUS 認
証 /アカウンティングサーバの IP アドレスと一致している必要があります。

形式  no radius server host {auth | acct} <ipaddress>

モード  Global Config

9.3.36 radius server key
このコマンドは、RADIUS クライアントと RADIUS アカウンティング /認証サー
バとの間の共有機密を構成するために使用されます。'auth' トークンが使われ
ているか、'acct' トークンが使われているかにより、共有機密は RADIUS 認証
または RADIUS アカウンティングサーバに対して構成されます。提供された IP 
アドレスは、前に構成されたサーバと一致している必要があります。このコマン
ドが実行されると､機密を入力するよう指示されます。機密は、20 文字以内の英
数字となります。

形式  radius server key {auth | acct} <ipaddr>

モード  Global Config 
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9.3.37 radius server msgauth
このコマンドは、指定されたサーバのメッセージ認証属性を有効化します。

既定値   radius server msgauth <ipaddr>

モード  Global Config

9.3.38 radius server primary
このコマンドは、この RADIUS クライアントのプライマリ RADIUS 認証サーバを
構成するために使われます。プライマリサーバは、既定では RADIUS 要求を処理
するために使われるものです。残りの構成済みサーバは、プライマリサーバに接
続できなかった場合にのみ使用されます。各クライアントについて、 大 3台の
サーバを構成することができます。このうち 1 台のサーバだけがプライマリとし
て構成できます。このコマンドを実行する前に、すでにプライマリサーバが構成
されている場合、このコマンドで IP アドレスにより指定されたサーバが新しい
プライマリサーバとなります。IP アドレスは、前に構成された RADIUS 認証
サーバの IP アドレスと一致する必要があります。

形式  radius server primary <ipaddr>

モード  Global Config

9.3.39 radius server retransmit
このコマンドは、RADIUS サーバからレスポンスが得られないときに、要求パ
ケットが再送信される 大回数を設定します。読取値は 1 ～ 15 の間の整数です。

既定値   10

形式  radius server retransmit <retries>

モード  Global Config

9.3.39.16  no radius server retransmit

このコマンドは、RADIUS サーバからレスポンスが得られないときに、要求パ
ケットが再送信される 大回数を既定値 (10 など ) に設定します。

形式  no radius server retransmit

モード  Global Config
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9.3.40 radius server timeout
このコマンドは、RADIUS に要求を再送信してからレスポンスが得られなかった
場合のタイムアウト値を秒で設定します。タイムアウト値は 1～ 30 の間の整数
です。

既定値  6

形式  radius server timeout <seconds> 

モード  Global Config 

9.3.40.17  no radius server timeout

このコマンドは、RADIUS に要求を再送信してからレスポンスが得られなかった
場合のタイムアウト値を既定値 (6 秒など ) に設定します。

形式  no radius server timeout 

モード  Global Config

9.3.41 show radius
このコマンドは、スイッチの様々な RADIUS 構成アイテムや構成済み RADIUS 
サーバを表示します。オプショナルトークンの 'servers' が含まれていない場
合、次の RADIUS 構成アイテムが表示されます。

形式  show radius [servers] 

モード  Privileged EXEC 

Primary Server IP 
Address  現在認証用に使用中の構成済みサーバを示します。

Number of 
configured 
servers  認証サーバの構成済み IP アドレスです。

Max number of 
retransmits  要求パケットが送信される 大回数の構成値です。

Timeout 
Duration   要求再送信の構成済みタイムアウト値 ( 秒 ) を示しま

す。

Accounting 
Mode  はい、またはいいえ

オプショナルトークン 'servers' が含まれている場合、構成済み RADIUS サー
バに関する次の情報が表示されます。
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IP Address  構成された RADIUS サーバの IP アドレスです。

Port  このサーバで使用されているポートです。

Type  プライマリまたはセカンダリ

Secret 
Configured  はい / いいえ

Message 
Authenticator  選択されたサーバのメッセージ認証属性を有効または

無効にします。

9.3.42 show radius statistics
このコマンドは、RADIUS または構成済みサーバの統計を表示するために使われ
ます。構成済み RADIUS サーバの統計を表示するには、指定された IP アドレス
が前に構成した RADIUS サーバの IP アドレスと一致していなければなりませ
ん。実行時には、以下のフィールドが表示されます。

形式  show radius statistics [ipaddr]

モード  Privileged EXEC

IP アドレスが指定されていない場合、無効なサーバア
ドレスフィールドのみが表示されます。IP アドレスが
指定されている場合、他のリストフィールドが表示さ
れます。

Invalid Server 
Addresses  不明なアドレスから受信された RADIUS アクセスレス

ポンスパケットの数です。

Server IP 
Address  サーバの IP アドレスです。

Round Trip Time  RADIUS 認証サーバからの 近のアクセスレスポンス | 
アクセスチャレンジの間、およびこれと一致するアク
セス要求の間隔を 100 分の 1 秒単位で表示します。

Access 
Requests  このサーバに送信された RADIUS アクセス要求パケッ

トの数です。この数字に再送信は含まれません。

Access 
Rtransmission  この RADIUS 認証サーバに再送信された RADIUS アク

セス要求パケットの数です。
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Access Accepts  このサーバにより受信された RADIUS アクセス許可パ
ケット ( 有効と無効パケットを含む ) の数です。

Access Rejects  このサーバにより受信された RADIUS アクセス拒否パ
ケット ( 有効と無効パケットを含む ) の数です。

Access 
Challenges  このサーバにより受信された RADIUS アクセスチャレ

ンジパケット ( 有効と無効パケットを含む ) の数で
す。

Malformed Access 
Responses  このサーバから受信された不正 RADIUS アクセスレス

ポンスパケットの数です。不正パケットには、無効な
長さのパケットも含まれます。認証エラーや署名属性、
不明タイプは、不正アクセスレスポンスには含まれま
せん。

Bad 
Authenticators  このサーバから受信された認証エラーや署名属性を含

む RADIUS アクセスレスポンスパケットの数です。

Pending 
Requests  まだタイムアウトになっていない、またはレスポンス

を受信していない、このサーバに向けられた RADIUS 
アクセス要求パケットの数です。

Timeouts  このサーバへの認証タイムアウト数です。

Unknown Types  このサーバから認証ポートへ受信された、不明タイプ
の RADIUS パケット数です。

Packets 
Dropped  このサーバから認証ポートに受信され、なんらかの理

由でドロップされた RADIUS パケットの数です。
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9.4 Secure Shell (SSH) コマンド

この章では、SSH コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは次の
機能性グループに分けられます : 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

9.4.43 ip ssh
このコマンドは、SSH を有効化するために使われます。 

既定値  disabled

形式  ip ssh

モード  Privileged EXEC

9.4.43.18  no ip ssh

このコマンドは、SSH を無効化するために使われます。

形式  no ip ssh

モード  Privileged EXEC

9.4.44 ip ssh protocol
このコマンドは、SSH のプロトコルレベル ( またはバージョン ) を設定または
削除するために使われます。SSH1 (1)、SSH2 (2)、または SSH 1 と SSH 2 の両
方 (1 と 2) を設定することができます。

既定値  1 と 2

形式  ip ssh protocol [1] [2]

モード  Privileged EXEC

9.4.45 show ip ssh
このコマンドは SSH 設定を表示します。

形式  show ip ssh

モード  Privileged EXEC
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Administrative 
Mode  このフィールドは、SSH の管理モードが有効になって

いるか、無効になっているかを示します。

Protocol Level  プロトコルレベルにはバージョン 1、バージョン 2、ま
たはバージョン 1 とバージョン 2 の両方の値がありま
す。

Connections  このフィールドは、現在の SSH 接続を指定します。

9.5 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) コマンド

この章では、HTTP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは次
の機能性グループに分けられます : 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

9.5.46 ip http secure-port
このコマンドは、sslt ポートの設定に使われます。ポートは 1～ 65535 の範囲
内とし、既定値はポート 443 です。

既定値  443

形式  ip http secure-port <portid>

モード  Privileged EXEC

9.5.46.19  no ip http secure-port

このコマンドは sslt ポートを既定値にリセットするために使われます。

形式  no ip http secure-port 

モード  Privileged EXEC
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9.5.47 ip http secure-protocol
このコマンドは、プロトコルレベル ( バージョン ) を設定するために使われま
す。プロトコルレベルは TLS1、SSL3、または TLS1 と SSL3 の両方に設定する
ことができます。

既定値  SSL3 と TLS1

形式  ip http secure-protocol [SSL3] [TLS1]

モード  Privileged EXEC

9.5.48 ip http secure-server
このコマンドは、セキュアな HTTP のための安全ソケットを有効化するために使
われます。 

既定値  disabled

形式  ip http secure-server

モード  Privileged EXEC

9.5.48.20  no ip http secure-server

このコマンドは、セキュアな HTTP のための安全ソケットを無効化するために使
われます。 

形式  ip http secure-server

モード  Privileged EXEC

9.5.49 ip http server
このコマンドは、Web インターフェースを通じたスイッチへのアクセスを有効化
します。アクセスが有効な場合、ユーザーは Web インターフェースからスイッ
チにログインすることができます。アクセスが無効な場合、ユーザーはスイッチ
の Web サーバにログインすることができません。 

Web インターフェースの無効化はすぐに反映されます。すべてのインターフェー
スが影響を受けます。

既定値  enabled

形式  ip http server 

モード  Privileged EXEC 
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9.5.49.21  no ip http server

このコマンドは、Web インターフェースを通じたスイッチへのアクセスを無効化
します。アクセスが無効な場合、ユーザーはスイッチの Web サーバにログイン
することができません。

形式  no ip http server

モード  Privileged EXEC

9.5.50 show Ip http
このコマンドは、スイッチの http 設定を表示します。

形式  show ip http

モード  Privileged EXEC

Secure-Server 
Administrative 
Mode  このフィールドは、セキュアな HTTP の管理モードが

有効になっているか、無効になっているかを示します。

Secure Protocol 
Level  プロトコルレベルには、SSL3、TSL1、または SSL3 と 

TSL1 の両方の値があります。

Secure Port  このフィールドは、SSLT に対して構成されたポートを
指定します。

HTTP Mode  このフィールドは、HTTP モードが有効になっている
か、無効になっているかを示します。
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第 10 章
ルーティングコマンド

この章では、ルーティングコマンドに関する詳細説明を提供しています。 

10.1 Address Resolution Protocol (ARP) コマンド

この章では、ARP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは機能
性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.1.1 arp 
このコマンドは ARP エントリを作成します。<ipaddress> の値は既存のルー
ティングインターフェースに接続されたサブネット上のデバイスの IP アドレス
です。<macaddr> はこのデバイスのユニキャスト MAC アドレスです。 

形式は 6つの 2桁 16 進法数字をコロンで区切ったもので、00:06:29:32:81:40 
のようになります。

形式  arp <ipaddress> <macaddr> 

モード  Global Config 

10.1.1.1  no arp 

このコマンドは ARP エントリを削除します。<arpentry> の値はインターフェー
スの IP アドレスです。<ipaddress> の値は既存のルーティングインターフェー
スに接続されたサブネット上のデバイスの IP アドレスです。<macaddr> はこの
デバイスのユニキャスト MAC アドレスです。
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形式  no arp <ipaddress> <macaddr> 

モード  Global Config 

10.1.2 ip proxy-arp
このコマンドは、ルータインターフェースの プロキシ ARP を有効化します。 

プロキシ ARP がない場合、デバイスは、ターゲット IP アドレスが ARP 要求が
到着したインターフェースで構成されたアドレスである場合のみ、ARP 要求に応
答します。プロキシ ARP がある場合、ターゲット IP アドレスが到達可能であ
れば、デバイスは応答します。目的地へのルート上にあるネクストホップすべて
が、ARP 要求を受信したインターフェース以外のインターフェースを経由してい
る場合のみ、デバイスは応答します。

既定値  enabled

形式  ip proxy-arp

モード  Interface Config 

10.1.2.2  no ip proxy-arp

このコマンドは、ルータインターフェースの プロキシ ARP を無効化します。 

形式  no ip proxy-arp

モード  Interface Config 

10.1.3 arp cachesize
このコマンドは、ARP キャッシュサイズを構成します。<cachesize> の値は、プ
ラットフォーム固有の整数です。

形式  arp cachesize <Platform specific integer value>

モード  Global Config 

10.1.3.3  no arp cachesize

このコマンドは、既定の ARP キャッシュサイズを構成します。

形式  no arp cachesize

モード  Global Config 
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10.1.4 arp dynamicrenew
このコマンドは、ARP エントリがエージアウトした場合、ARP コンポーネントに
より自動的にタイプダイナミックの ARP エントリを更新するためのものです。

形式  arp dynamicrenew

モード  Privileged Exec 

10.1.4.4  no arp dynamicrenew

このコマンドは、ARP エントリがエージアウトした場合、ARP コンポーネントに
より自動的にタイプダイナミックの ARP エントを更新できなくするためのもの
です。

形式  no arp dynamicrenew

モード  Privileged Exec 

10.1.5 arp purge
このコマンドは、指定された IP アドレスを ARP キャッシュから削除します。
タイプダイナミックまたはゲートウェイのエントリのみが、このコマンドの影響
を受けます。

形式  arp purge <ipaddr>

モード  Privileged EXEC 

10.1.6 arp resptime
このコマンドは、ARP 要求のレスポンスタイムアウトを構成します。 

<seconds> の値は有効な正の整数であり、IP ARP エントリのレスポンスタイム
アウト時間を秒で表します。<seconds> の範囲は 1～ 10 秒です。 

既定値  l 

形式  arp resptime <1-10>

モード  Global Config 

10.1.6.5  no arp resptime

このコマンドは、既定の ARP 要求のレスポンスタイムアウトを構成します。 

形式  no arp resptime

モード  Global Config 
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10.1.7 arp retries
このコマンドは、ARP カウントの再試行要求回数の上限を構成します。 

<retries> の値は整数で、再試行要求回数の上限を表します。<retries> の範囲
は 0～ 10 の整数です。 

既定値  4 

形式  arp retries <0-10>

モード  Global Config 

10.1.7.6  no arp retries

このコマンドは、既定の ARP カウントの再試行要求回数の上限を構成します。 

形式  no arp retries

モード  Global Config 

10.1.8 arp timeout
このコマンドは、ARP エントリのタイムアウト時間を構成します。 

<seconds> の値は有効な正の整数であり、IP ARP エントリのエージアウト時間
を秒で表します。<seconds> の範囲は 15 ～ 21600 秒です。 

既定値  1200 

形式  arp timeout <15-21600>

モード  Global Config 

10.1.8.7  no arp timeout

このコマンドは、既定の ARP エントリのエージアウト時間を構成します。 

形式  no arp timeout

モード  Global Config 

10.1.9 clear arp-cache
このコマンドは、タイプダイナミックのすべての ARP エントリを ARP キャッ
シュから削除します。gateway パラメータが指定されている場合、タイプゲート
ウェイの動的エントリも消去されます。

形式  clear arp-cache [gateway]
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モード  Privileged Exec 

10.1.10 show arp
このコマンドは Address Resolution Protocol (ARP) キャッシュを表示します。
表示された結果は ARP エントリの合計ではありません。ARP エントリの合計を
閲覧するには、show arp switch 結果と平行して、show arp 結果を確認してくだ
さい。

形式  show arp

モード  Privileged EXEC 

Age Time
(seconds)  これは、ARP エントリのエージングにかかる時間です。

この値は単位に構成されます。エージング時間は秒で
計算されます。 

Response Time
(seconds)  これは、ARP 要求がタイムアウトする時間です。この

値は単位に構成されます。レスポンス時間は秒で計算
されます。 

Retries  これは、APR 要求が再試行される 高回数です。この
値は単位に構成されます。

Cache Size  これは ARP テーブルの 大エントリ数です。この値は
単位に構成されます。 

Dynamic Renew
Mode  APR エントリがエージングしたときに、ARP コンポー

ネントが動的 ARP エントリを自動的に更新しようとす
るかどうかを表示します。 

Total Entry Count 
Current / Peak  ARP テーブルの合計エントリと APR テーブルのピーク

エントリカウントを表示するフィールドです。 

Static Entry Count 
Current / Max  APR テーブルの静的エントリカウントと APR テーブル

の 大静的エントリカウントを表示するフィールドで
す。 

各 APR エントリに以下が表示されます。

IP Address  既存のルーティングインターフェースに接続されたサ
ブネット上のデバイスの IP アドレスです。 
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MAC Address  このデバイスのハードウェア MAC アドレスです。 

Interface  デバイス APR エントリに関連付けられたルーティング 
slot/port です。 

Type  単位に構成されたタイプです。可能な値には、ローカ
ル、ゲートウェイ、動的、静的があります。 

Age  このフィールドは、前回更新されて以降の APR エント
リの現在の経過時間を表示します (hh:mm:ss 形式 )
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10.1.11 show arp brief
このコマンドは簡易的な Address Resolution Protocol (ARP) テーブル情報を
表示します。

形式  show arp brief

モード  Privileged EXEC 

Age Time
(seconds)  これは、ARP エントリのエージングにかかる時間です。

この値は個々のユニット毎に構成されます。エージン
グ時間は秒で計算されます。 

Response Time
(seconds)  これは、ARP 要求がタイムアウトする時間です。この

値は個々のユニット毎に構成されます。レスポンス時
間は秒で計算されます。 

Retries  これは、APR 要求が再試行される 高回数です。この
値は個々のユニット毎に構成されます。

Cache Size  これは ARP テーブルの 大エントリ数です。この値は
個々のユニット毎に構成されます。 

Dynamic Renew
Mode  APR エントリがエージアウトしたときに、ARP コン

ポーネントが動的 ARP エントリを自動的に更新しよう
とするかどうかを表示します。 

Total Entry Count 
Current / Peak  ARP テーブルの合計エントリと APR テーブルのピーク

エントリカウントを表示するフィールドです。 

Static Entry Count 
Current / Max  APR テーブルの静的エントリカウントと APR テーブル

の 大静的エントリカウントを表示するフィールドで
す。 
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10.2 IP ルーティング

この章では、IP ルーティングコマンドに関する詳細説明を提供しています。コ
マンドは機能性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.2.12 routing 
このコマンドは、インターフェースに対するルーティングを有効化します。 

この機能の現在の値は、"show ip interface" に "Routing Mode" として表示さ
れます。 

既定値  disabled

形式  routing 

モード  Interface Config 

10.2.12.8  no routing 

このコマンドは、インターフェースに対するルーティングを無効化します。 

この機能の現在の値は、"show ip interface" に "Routing Mode" として表示さ
れます。 

形式  no routing  

モード  Interface Config 

10.2.13 ip routing 
このコマンドは、マスタースイッチに対し IP ルータ管理モードを有効化しま
す。

形式  ip routing

モード  Global Config 
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10.2.13.9  no ip routing 

このコマンドは、マスタースイッチに対し IP ルータ管理モードを無効化しま
す。

形式  no ip routing 

モード  Global Config 

10.2.14 ip address
このコマンドはインターフェースの IP アドレスを構成します。IP アドレスは
セカンダリ IP アドレスでもかまいません。

< ipaddr> の値はインターフェースの IP アドレスです。 

<subnetmask> の値は 4桁のピリオドで区切られた 10 進法数字で、インター
フェースのサブネットマスクを表します。この設定は、"show ip interface" の 
"IP address" ラベルを変更します。 

形式  ip address <ipaddr> <subnetmask> [secondary]

モード  Interface Config 

10.2.14.10  no ip address

このコマンドはインターフェースから IP アドレスを削除します。 

< ipaddr> の値はインターフェースの IP アドレスです。 

<subnetmask> の値は 4桁のピリオドで区切られた 10 進法数字で、インター
フェースのサブネットマスクを表します。 

形式  no ip address <ipaddr> <subnetmask> [secondary]

モード  Interface Config 

10.2.15 ip route
このコマンドは静的ルートを構成します。<ip_addr> は有効な IP アドレスで
す。<subnet_mask> は有効なサブネットマスクです。<nextHopRtr> は、ネクス
トホップルータの有効な IP アドレスです。<preference> は 1 ～ 255 の整数で
す。 

既定値  preference - 1

形式  ip route <ip_addr> <subnet_mask> <nextHopRtr> 
[<preference>]
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モード  Global Config

10.2.15.11  no ip route

このコマンドは、ターゲット静的ルートまでのネクストホップをすべて削除しま
す。オプショナルの <nextHopRtr> パラメータが指定されている場合、ネクスト
ホップは削除されます。オプショナルの優先値が指定されている場合、静的ルー
トの優先値が既定値にリセットされます。

形式  no ip route <ip_addr> <subnet_mask> [{<nextHopRtr> 
| <preference>}]

モード  Global Config

10.2.16 ip route default
このコマンドはデフォルトルートを構成します。<nextHopRtr> の値は、ネクス
トホップルータの有効な IP アドレスです。<preference> は 1 ～ 255 の整数で
す。

既定値  preference - 1

形式  ip route default <nextHopRtr> [<preference>]

モード  Global Config

10.2.16.12  no ip route default

このコマンドは構成されたすべてのデフォルトルートを削除します。オプショナ
ルの <nextHopRtr> パラメータが指定されている場合、特定の次ホップは構成さ
れたデフォルトルートから削除されます。オプショナルの優先値が指定されてい
る場合、構成されたデフォルトルートの優先値が既定値にリセットされます。

形式  no ip route default [{<nextHopRtr> | 
<preference>}]

モード  Global Config
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10.2.17 ip route distance 
このコマンドは、静的ルートの既定ディスタンスを設定します。 適ルートとを
決定する際は、低いルート優先値を推奨します。"ip route" と "ip route 
default" コマンドは、個別静的ルートのディスタンスをオプションで設定する
ことができます。これらのコマンドでディスタンスが指定されない場合、既定の
ディスタンスが使われます。既定のディスタンスを変更しても、既存の静的ルー
トのディスタンスは更新されません。これは、オリジナルの既定ディスタンスが
割り当てられていた場合でも同様です。新しい既定のディスタンスは、"ip 
route distance" を実行した後に作成された静的ルートにのみ適用されます。

既定値  1

形式  ip route distance <1-255> 

モード  Global Config 

10.2.17.13  no ip route distance 

このコマンドは、ルータの既定静的ルート優先値を設定します。 適ルートとを
決定する際は、低いルート優先値を推奨します。

形式  no ip route distance 

モード  Global Config 

10.2.18 ip forwarding
このコマンドは IP フレームの転送を有効化します。 

既定値  enabled

形式  ip forwarding

モード  Global Config 

10.2.18.14  no ip forwarding

このコマンドは IP フレームの転送を無効化します。 

形式  no ip forwarding

モード  Global Config 
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10.2.19 ip netdirbcast 
このコマンドは、ネットワークダイレクトブロードキャストの転送を有効化しま
す。有効に設定されていると、ネットワークダイレクトブロードキャストが転送
されます。無効に設定されていると、ブロードキャストはドロップされます。 

既定値  disabled

形式  ip netdirbcast

モード  Interface Config 

10.2.19.15  no ip netdirbcast 

このコマンドは、ネットワークダイレクトブロードキャストの転送を無効化しま
す。無効に設定されていると、ネットワークダイレクトブロードキャストがド
ロップされます。 

形式  no ip netdirbcast 

モード  Interface Config 

10.2.20 ip mtu
このコマンドは、特定のルーティングインターフェースで送信される IP パケッ
トの 大転送単位 (MTU) サイズを設定します。 

既定値  1500 バイト

形式  ip mtu <68 - 9194>

モード    Interface Config

10.2.20.16  no ip mtu

このコマンドは、 大送信ユニット (MTU) サイズ ( バイト ) を既定値に設定し
ます。

形式    no ip mtu

モード  Interface Config 
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10.2.21 show ip brief
このコマンドは、IP のすべての概要情報を表示します。このコマンドはオプ
ションを必要としません。

形式  show ip brief

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

Default Time to 
Live  パケットをローカルルータから 終目的地へ

転送する計算済みの TTL ( 有効期限 ) です。

Router ID  32 ビットの整数がピリオドで区切られた形式で、ルー
タを識別し、どの情報が表示されるかを設定します。
これは構成済みの値です。

Routing Mode  ルーティングモードが有効か、無効化を示します。

IP Forwarding 
Mode  IP フレームの転送が有効か、無効化を示します。これ

は構成済みの値です。 

10.2.22 show ip interface 
このコマンドは、IP インターフェースに関するすべての付属情報を表示します。 

形式  show ip interface <slot/port>

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

IP Address   これは、ルータインターフェースのサブネット構成を
示す IP アドレスです。この値は単位に構成されます。 

Subnet Mask  これは、ルータインターフェースの IP アドレスの
ネットワークおよびホスト部分のマスクです。この値
は単位に構成されます。 

Routing Mode  これは、ルータインターフェース参加の管理モードで
す。可能な値は "Enable" または "disable" です。こ
の値は単位に構成されます。 

Administrative 
Mode  これは、指定されたインターフェースの管理モードで

す。このフィールドの可能な値は "Enable" または 
"disable" です。この値は単位に構成されます。
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Forward Net 
Directed 
Broadcassts  ネットワークダイレクトブロードキャストの転送が有

効か、無効化を示します。この値は単位に構成されま
す。

Active State  インターフェースがアクティブか、非アクティブかを
示します。リンクがアップであり、転送状態にある場
合、インターフェースはアクティブであると考えられ
ます。

Link Speed Data 
Rate  指定されたインターフェースの物理リンクデータレー

トを示す整数です。これはメガビット /秒 (Mbps) で
計算されます。 

MAC Address  指定されたインターフェースの Burned In 物理アドレ
スです。形式は 6 つの 2桁 16 進法数字で、コロンで区
切られます。 

Encapsulation 
Type  指定されたインターフェースのカプセル化タイプです。

タイプは以下の通り :Ethernet または SNAP。 
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10.2.23 show ip interface brief
このコマンドは、ルータのすべてのポートの IP 構成に関する概要情報を表示し
ます。このコマンドはオプションを必要としません。

形式  show ip interface brief

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

IP Address  ルーティングインターフェースの IP アドレスは、32
ビットのピリオドで区切られた 10 進法数字形式です。

IP Mask  ルーティングインターフェースの IP マスクは、32
ビットのピリオドで区切られた 10 進法数字形式です。 

Netdir Bcast  IP が、このインターフェースでネットワークダイレク
トブロードキャストを転送するかどうかを示します。
可能な値は "Enable" または "Disable" です。 

MultiCast Fwd  このインターフェースのマルチキャスト転送管理モー
ドを示します。可能な値は "Enable" または "Disable" 
です。 

In Access Mode  このインターフェースの着信アクセスリスト確認管理
モードを示します。可能な値は "Enable" または
"Disable" です。 

Out Access 
Mode  このインターフェースの送信アクセスリスト確認管理

モードを示します。可能な値は "Enable" または
"Disable" です。 

10.2.24 show ip route 
このコマンドはルートテーブル全体を表示します。このコマンドはオプションを
必要としません。 

形式  show ip route 

モード  Privileged EXEC

Network 
Address  指定されたインターフェース上のネットワークを識別

する IP アドレスです。
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Subnet Mask  これは、ルータインターフェースの IP アドレスの
ネットワークおよびホスト部分のマスクです。

Protocol  指定されたルートに追加されたプロトコルを知らせま
す。オプションは以下の通り :Local, Static, RIP。

Total Number of 
Routes  ルータの合計数です。
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ネクストホップについて

Next Hop Intf  ネクストホップへトラフィックを転送する際に使用す
る送信ルータインターフェースです。

Next Hop IP 
Address  送信先へ向かうパスで、次のルータ ( あれば ) にトラ

フィックを送信する際に使用する送信ルータ IP アド
レスです。

10.2.25 show ip route bestroutes 
このコマンドはルートテーブル全体を表示します。このコマンドはオプションを
必要としません。

形式  show ip route bestroutes

モード  Privileged EXEC

Network 
Address  送信先に対する IP ルートのプリフィックスです。

Subnet Mask  これは、指定されたインターフェースの IP アドレス
のネットワークおよびホスト部分のマスクです。

Protocol  指定されたルートに追加されたプロトコルを知らせま
す。オプションは以下の通り :Local, Static, RIP。

Total Number of 
Routes  ルートテーブルに含まれるルートの合計数です。

ネクストホップについて

Next Hop Intf  ネクストホップへトラフィックを転送する際に使用す
る送信ルータインターフェースです。

Next Hop IP 
Address  送信先へ向かうパスで、次のルータ ( あれば ) にトラ

フィックを送信する際に使用する送信ルータ IP アド
レスです。次のルータは常に隣接したうちの 1つであ
るか、または直結型ネットワークのローカルインター
フェースの IP アドレスです。

10.2.26 show ip route entry 
このコマンドはルートテーブル全体を表示します。 

形式  show ip route entry 
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モード  Privileged EXEC 

Network 
Address  指定されたインターフェース上のネットワークを識別

する有効なネットワークアドレスです。

Subnet Mask  これは、接続されたネットワークの IP アドレスの
ネットワークおよびホスト部分のマスクです。

Protocol  指定されたルートに追加されたプロトコルを知らせま
す。オプションは以下の通り :Local, Static, RIP。

ネクストホップについて

Next Hop 
Interface  ネクストホップへトラフィックを転送する際に使用す

る送信ルータインターフェースです。

Next Hop IP 
Address  目的地へ向かうパスで、次のルータ ( あれば ) にトラ

フィックを送信する際に使用する送信ルータ IP アド
レスです。

Preference   このルートエントリに使用されるメトリックの値です。

Metric  

10.2.27 show ip route preferences 
このコマンドは、ルート優先値に関する詳細情報を表示します。ルート優先値は

適ルートの決定に使用されます。高いルータ優先値よりも、低いルータ優先値
の方が推奨されます。

形式  show ip route preferences

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

Local  このフィールドは、ローカルルートの優先値を表示し
ます。

Static  このフィールドは、静的ルートの優先値を表示します。

RIP  このフィールドは、RIP ルートの優先値を表示します。

10.2.28 show ip stats
このコマンドは IP 統計情報を表示します。表示されるフィールドについて、詳
しくは RFC 1213 をご覧ください。このコマンドはオプションを必要としませ
ん。
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形式  show ip stats

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

10.2.29 encapsulation 
このコマンドは、パケットに対するリンクレイヤーのカプセル化タイプを構成し
ます。<encapstype> の利用可能な値は Ethernet と SNAP です。既定値は 
Ethernet です。 

形式  encapsulation {ethernet | snap}

モード  Interface Config 

Restrictions  ルートフレームは、フレームが VLAN にルートされる
場合、常に Ethernet カプセル化となります。

10.3 Bootp/DHCP Relay コマンド

この章では、BootP/DHCP Relay コマンドに関する詳細説明を提供しています。
コマンドは機能性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.3.30 bootpdhcprelay cidoptmode
このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対するサーキット ID オプ
ションを有効化します。 

既定値  disabled

形式  bootpdhcprelay cidoptmode 

モード  Global Config 
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10.3.30.17  no bootpdhcprelay cidoptmode

このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対するサーキット ID オプ
ションを無効化します。 

形式  no bootpdhcprelay cidoptmode 

モード  Global Config 

10.3.31 bootpdhcprelay enable
このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対するリレー要求の転送を有
効化します。

既定値  disabled

形式  bootpdhcprelay enable

モード  Global Config 

10.3.31.18  no bootpdhcprelay enable

このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対するリレー要求の転送を無
効化します。

形式  no bootpdhcprelay enable

モード  Global Config 

10.3.32 bootpdhcprelay maxhopcount 
このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対する許容可能な 大リレー
エージェントホップを構成します。<hops> のパラメータは 1 ～ 16 の範囲です。 

既定値  4

形式  bootpdhcprelay maxhopcount <1-16>

モード  Global Config 

10.3.32.19  no bootpdhcprelay maxhopcount 

このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対する既定の許容可能な 大
リレーエージェントホップを構成します。

形式  no bootpdhcprelay maxhopcount

モード  Global Config 
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10.3.33 bootpdhcprelay minwaittime
このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対する 短待機時間を秒で構
成します。BOOTP リレーエージェントが BOOTREQUEST メッセージを受信すると、
要求の seconds-since-client-began-booting ( クライアントが起動を開始して
からの秒数 ) フィールドを、要求をリレーするかどうかを決定する要因として
使用する可能性があります。パラメータは 0 ～ 100 秒の範囲です。 

既定値  0

形式  bootpdhcprelay minwaittime <0-100>

モード  Global Config 

10.3.33.20  no bootpdhcprelay minwaittime

このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対する既定の 短待機時間を
秒で構成します。 

形式  no bootpdhcprelay minwaittime

モード  Global Config 

10.3.34 bootpdhcprelay serverip
このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対するサーバ IP アドレスを
構成します。<ipaddr> パラメータは 4桁のピリオドで区切られた 10 進法数字形
式の IP アドレスです。 

既定値  0.0.0.0

形式  bootpdhcprelay serverip <ipaddr>

モード  Global Config 

10.3.34.21  no bootpdhcprelay serverip

このコマンドは、システムの BootP/DHCP Relay に対する既定のサーバ IP アド
レスを構成します。

形式  no bootpdhcprelay serverip

モード  Global Config 

10.3.35 show bootpdhcprelay
このコマンドは、BootP/DHCP Relay 情報を表示します。

形式  show bootpdhcprelay
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モード  Privileged EXEC および User EXEC 

Maximum Hop 
Count  許可される 大リレーエージェントホップです。

Minimum Wait 
Time (seconds)  短の待機時間です。

Admin Mode  要求のリレーが有効か、無効化を示します。

Server IP 
Address  BootP/DHCP リレーサーバの IP アドレスです。

Circuit Id Option 
Mode  有効、または無効とされる DHCP サーキット ID オプ

ションです。

Requests 
Received  受信された要求の数です。

Requests 
Relayed  リレーされた要求の数です。

Packets 
Discarded  廃棄されたパケットの数です。

10.4 ルータディスカバリプロトコルコマンド

この章では、ルータ検出コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンド
は機能性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.4.36 ip irdp 
このコマンドは、インターフェースにおけるルータ検出を有効化します。 

既定値  enabled

形式  ip irdp 
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モード  Interface Config 

10.4.36.22  no ip irdp 

このコマンドは、インターフェースにおけるルータ検出を無効化します。

形式  no ip irdp 

モード  Interface Config 

10.4.37 ip irdp address 
このコマンドは、インターフェースのルータを公示するために使われるアドレス
を構成します。ipaddr の有効な値は 224.0.0.1 と 255.255.255.255 です。

既定値  224.0.0.1

形式  ip irdp address <ipaddr>

モード  Interface Config 

10.4.37.23  no ip irdp address 

このコマンドは、インターフェースのルータを公示するために使われる既定アド
レスを構成します。 

形式  no ip irdp address

モード  Interface Config 

10.4.38 ip irdp holdtime 
このコマンドは、このインターフェースから送信されるルータ公示の保留フィー
ルド値を秒で構成します。範囲の上限は 9000 秒です。 

既定値  3 * 長間隔

形式  ip irdp holdtime <maxadvertinterval-9000>

モード  Interface Config 

10.4.38.24  no ip irdp holdtime 

このコマンドは、このインターフェースから送信されるルータ公示の保留フィー
ルド既定値を秒で構成します。

形式  no ip irdp holdtime

モード  Interface Config 
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10.4.39 ip irdp maxadvertinterval 
このコマンドは、インターフェースからルータの公示を送信する間に許可される

長時間を秒で構成します。 長間隔の範囲は 4～ 1800 秒です。 

既定値  600

形式  ip irdp maxadvertinterval <4-1800>

モード  Interface Config 

10.4.39.25  no ip irdp maxadvertinterval 

このコマンドは、既定の 長時間を秒で構成します。 

形式  no ip irdp maxadvertinterval

モード  Interface Config 

10.4.40 ip irdp minadvertinterval 
このコマンドは、インターフェースからルータの公示を送信する間に許可される

短時間を秒で構成します。 短間隔の範囲は 3～ 長間隔です。 

既定値  0.75 * maxadvertinterval

形式  ip irdp minadvertinterval <3-maxadvertinterval>

モード  Interface Config 

10.4.40.26  no ip irdp minadvertinterval 

このコマンドは、既定の 短時間を秒で構成します。 

形式  no ip irdp minadvertinterval

モード  Interface Config 

10.4.41 ip irdp preference 
このコマンドは、同じサブネットの他のルータアドレスと比較し、既定ルータア
ドレスとしてのアドレスの高感度を構成します。範囲は -2147483648 ～ -1 ～ 0
～ 1～ 2147483647 です。

既定値  0

形式  ip irdp preference <-2147483648-2147483647>

モード  Interface Config 
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10.4.41.27  no ip irdp preference 

このコマンドは、同じサブネットの他のルータアドレスと比較し、既定ルータア
ドレスとしてのアドレスの既定の高感度を構成します。 

形式  no ip irdp preference

モード  Interface Config 

10.4.42 show ip irdp 
このコマンドは、すべてのインターフェース、または指定されたインターフェー
スに対し、ルータ検出情報を表示します。

形式  show ip irdp {<slot/port> | all}

モード  Privileged EXEC および User EXEC

Ad Mode  このインターフェースでルート検出が有効か、無効化
を示す公示モードを表示します。

Max Int  長公示間隔を表示します。これは、インターフェー
スからルータ公示を送信する 長時間を秒で示したも
のです。

Min Int  短公示間隔を表示します。これは、インターフェー
スからルータ公示を送信する 短時間を秒で示したも
のです。

Adv Life  公示期限を表示します。これは、インターフェースか
ら送信されたルータ公示の期限フィールドを秒で示し
たものです。

Preferences  同じサブネットの他のルータアドレスと比較し、既定
ルータアドレスとしてのアドレスの優先権を構成しま
す。
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10.5 Virtual LAN (VLAN) ルーティングコマンド

この章では、VLAN ルーティングコマンドに関する詳細説明を提供しています。
コマンドは機能性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.5.43 vlan routing 
このコマンドは VLAN にルーティングを作成します。< vlanid> の値は 1～
4094 の範囲です。 

形式  vlan routing <vlanid>

モード  VLAN Database 

10.5.43.28  no vlan routing 

このコマンドは VLAN のルーティングを削除します。<vlanid> の値は 1 ～ 4094
の範囲です。 

形式  no vlan routing <vlanid>

モード  VLAN Database 

10.5.44 show ip vlan 
このコマンドは、システムでルーティングが有効にされているすべての VLAN に
ついて、VLAN ルーティング情報を表示します。 

形式  show ip vlan 

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

MAC Address 
used by Routing 
VLANs  これは、内部ブリッジルータインターフェース (IBRI) 

に関連付けられた MAC アドレスです。同じ MAC アド
レスがすべての VLAN ルーティングインターフェース
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で使用されています。上記の VLAN ごとの情報が表示
されます。 

VLAN ID  VLAN の識別子です。

Logical 
Interface  VLAN ルーティングインターフェースに関連付けられた

論理 slot/port を示します。

IP Address  この VLAN に関連付けられた IP アドレスを表示しま
す。

Subnet Mask  この VLAN に関連付けられたサブネットマスクを示し
ます。

10.6 Routing Information Protocol (RIP) コマンド

この章では、RIP コマンドに関する詳細説明を提供しています。コマンドは機能
性に基づき、次の異なるグループに分けられます :

･ 表示コマンドは、スイッチ設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ コピーコマンドは構成や情報ファイルをスイッチへ、またはスイッチから移
動する際に使用します。 

10.6.45 enable (RIP)
このコマンドは、ルータ ( アクティブ ) の RIP の既定管理モードをリセットし
ます。 

既定値  enabled

形式  enable

モード  Router RIP Config 

10.6.45.29  no enable (RIP)

このコマンドは、ルータの RIP の管理モードを非アクティブに設定します。

形式  no enable
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モード  Router RIP Config 

10.6.46 ip rip
このコマンドは、ルータインターフェースの RIP を有効化します。

既定値  disabled

形式  ip rip

モード  Interface Config 

10.6.46.30  no ip rip

このコマンドは、ルータインターフェースの RIP を無効化します。

形式  no ip rip

モード  Interface Config 

10.6.47 auto-summary
このコマンドは、RIP オート概要モードを有効化します。

既定値  enabled

形式  auto-summary

モード  Router RIP Config 

10.6.47.31  no auto-summary

このコマンドは、RIP オート概要モードを無効化します。

形式  no auto-summary

モード  Router RIP Config 

10.6.48 default-information originate (RIP)
このコマンドは、既定のルートの公示を制御するために使われます。 

形式  default-information originate 

モード  Router RIP Config 

10.6.48.32  no default-information originate (RIP)

このコマンドは、既定のルートの公示を制御するために使われます。 
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形式  no default-information originate 

モード  Router RIP Config 

10.6.49 default-metric (RIP)
このコマンドは、配布ルートのメトリックの既定値を設定します。 

形式  default-metric <0-15>

モード  Router RIP Config 

10.6.49.33  no default-metric (RIP)

このコマンドは、配布ルートの既定メトリックを既定値にリセットします。 

形式  no default-metric

モード  Router RIP Config 

10.6.50 distance rip
このコマンドは、ルータの RIP ルート優先値を設定します。 適ルートとを決
定する際は、低いルート優先値を推奨します。

既定値  15

形式  distance rip <0-255>

モード  Router RIP Config 

10.6.50.34  no distance rip

このコマンドは、ルータの RIP 既定ルート優先値を設定します。 

形式  no distance rip

モード  Router RIP Config 

10.6.51 distribute-list out
このコマンドは、ソースプロトコルから受信されるフィルタルートへのアクセス
リストを指定します。 

既定値  0

形式  distribute-list <1-199> out {bgp | static | 
connected}

モード  Router RIP Config 
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10.6.51.35  no distribute-list out

このコマンドは、ソースプロトコルから受信されるフィルタルートへのアクセス
リストを指定します。 

形式  no distribute-list <1-199> out {bgp | static | 
connected}

モード  Router RIP Config 

10.6.51.36  no default-information originate

このコマンドは、既定のルートの公示を制御するために使われます。 

形式  no default-information originate 

モード  Router RIP Config 

10.6.52 ip rip authentication 
このコマンドは、指定されたインターフェースの RIP バージョン 2認証タイプ
とキーを設定します。<type> の値は、none、simple、または encrypt のいずれ
かとなります。

認証キー [key] の値は 16 バイト以内です。[key] は標準の、標準 101/102 キー
ボードからの表示可能な、非制御キーストロークで構成されます。<type> の値
が encrypt である場合、0 ～ 255 の範囲でキー ID を指定する必要があります。

Default 
Authentication  既定の認証タイプはなしです。 

Default 
Password  既定のパスワードキーは空の文字列です。未認証のイ

ンターフェースでは認証キーは必要ありません。

Default Key  既定キー ID は定義されていません。未認証のイン
ターフェースでは認証キー ID は必要ありません。

形式  ip rip authentication {none | {simple <key>} | 
{encrypt <key> <keyid>}}

モード  Interface Config 

10.6.52.37  no ip rip authentication 

このコマンドは既定の RIP バージョン 2認証タイプを設定します。

形式  no ip rip authentication
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モード  Interface Config 
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10.6.53 ip rip receive version 
このコマンドは、インターフェースが指定されたバージョンの RIP 制御パケッ
トを受信できるようにします。 

<mode> の値は次のいずれかです :rip1 は RIP バージョン 1 形式のパケットの
みを受信します。rip2 は RIP バージョン 2で、両方の形式のパケットを受信し
ます。Non は RIP 制御パケットの受信を許可しません。 

既定値  both

形式  ip rip receive version {rip1 | rip2 | both | none}

モード  Interface Config 

10.6.53.38  no ip rip receive version 

このコマンドは、インターフェースが既定バージョンの RIP 制御パケットを受
信できるようにします。 

形式  no ip rip receive version

モード  Interface Config 

10.6.54 ip rip send version 
このコマンドは、インターフェースが指定されたバージョンの RIP 制御パケッ
トを送信できるようにします。 

<mode> の値は次のいずれかです :rip1 は RIP バージョン 1 形式のパケットを
ブロードキャストします。rip1c (RIP バージョン 1互換モード ) はブロード
キャストを通して RIP バージョン 2形式のパケットを送信します。none は RIP 
制御パケットを送信しません。 

既定値  rip2

形式  ip rip send version {rip1 | rip1c | rip2 | none}

モード  Interface Config 

10.6.54.39  no ip rip send version 

このコマンドは、インターフェースが既定バージョンの RIP 制御パケットを送
信できるようにします。 

形式  no ip rip send version

モード  Interface Config 
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10.6.55 hostroutesaccept
このコマンドは、RIP hostroutesaccept モードを有効化します。

既定値  enabled

形式  hostroutesaccept

モード  Router RIP Config 

10.6.55.40  no hostroutesaccept

このコマンドは、RIP hostroutesaccept モードを無効化します。

形式  no hostroutesaccept

モード  Router RIP Config 

10.6.56 split-horizon
このコマンドは RIP スプリットホライズンモードを設定します。

既定値  simple

形式  split-horizon {none | simple | poison}

モード  Router RIP Config 

10.6.56.41  no split-horizon

このコマンドは既定の RIP スプリットホライズンモードを設定します。

形式  no split-horizon

モード  Router RIP Config 

10.6.57 redistribute 
このコマンドは、指定のソースプロトコル / ルータからの RIP プロトコル再配
布ルートを構成します。5つのオプションがあります。再配布コマンドが 
<match-type> と一致すると、一致タイプまたは指定されたタイプは、間もなく
再配布される一致タイプに追加されます。既定では、内部ルートが再配布されま
す。

既定値  metric -- not-configured; match -- internal

Format for other 
source protocol  redistribute {bgp | static | connected} [metric 

<0-15>]
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モード  Router RIP Config 

10.6.57.42  no redistribute 

このコマンドは、指定のソースプロトコル / ルータからの RIP プロトコル再配
布ルートを構成解除します。 

形式  no redistribute {bgp | static | connected} 
[metric] [match [internal] 

モード  Router RIP Config 

10.6.58 show ip rip 
このコマンドは RIP ルータに関連する情報を表示します。

形式  show ip rip

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

RIP Admin 
Mode  プルダウンメニューから "Enable" または "Disable" 

を選択します。"Enable" を選択すると、スイッチに対
し RIP が有効となります。既定値は "Disable" です。 

Split Horizon 
Mode  プルダウンメニューから none、simple ､または poison 

reverse を選択します。スプリットホライズンは、
ルートが本来学習された場所から、別のルータへの更
新にルートを含めることにより発生する問題を避ける
技術です。オプションは以下の通り :None - この場合
の特別処理はありません。Simple - ルートは、学習さ
れた場所から別のルータへの更新に含まれません。
Poisoned reverse - ルートは本来学習された場所か
ら、別のルータへの更新に含まれますが、メトリック
が無限に設定されます。既定値は simple です。

Auto Summary 
Mode  プルダウンメニューから "Enable" または "Disable" を

選択します。隣接の "Enable" グループを選択した場
合、エントリの合計数を削減するため、ルートはシン
グルエントリにまとめられます。既定値は "Enable" で
す。 
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Host Routes 
Accept Mode  プルダウンメニューから "Enable" または "Disable" を

選択します。"Enable" を選択すると、ルータはホスト
ルートを許可します。既定値は "Enable" です。 

Global Route 
Changes  RIP により IP ルートデータベースに加えられたルー

ト変更回数です。これにはルートエージの更新は含ま
れません。 

Global queries -  他のシステムから RIP クエリに送信されたレスポンス
の数です。既定値はメトリックです。

再配布ルートのメトリックの既定値を設定します。こ
のフィールドには、すでに設定済みの場合は既定のメ
トリックが表示され、構成されていない場合は空白と
なります。有効値は 1 ～ 15 です。

Default Metric  再配布ルートのメトリックの既定値を設定します。こ
のフィールドには、すでに設定済みの場合は既定のメ
トリックが表示され、構成されていない場合は空白と
なります。有効値は 1 ～ 15 です。

Default Route 
Advertise  既定のルートです。

10.6.59 show ip rip interface brief
このコマンドは各 RIP インターフェースの全般情報を表示します。このコマン
ドが結果を表示するためには、インターフェースごとのルーティング (ip rip 
など ) が有効に設定されている必要があります。 

形式  show ip rip interface brief

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

Slot/Port  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

IP Address   指定の RIP インターフェースにより使われる IP ソー
スアドレスです。

Send Version  指定のインターフェースで更新を送信する際に使われ
る RIP バージョンです。タイプは none、RIP-1、RIP-
1c、RIP-2 です。
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Receive Version  指定のインターフェースから更新を受信する際に許可
されている RIP バージョンです。タイプは none、
RIP-1、RIP-1c、RIP-2、Both です。

RIP Mode  ルータ RIP 操作の RIP 管理モードです。アクティブ
化、非アクティブ化が可能です。

Link State  インターフェースのモードです ( アップまたはダウン
)。

10.6.60 show ip rip interface 
このコマンドは、特定の RIP インターフェースに関する情報を表示します。

形式  show ip rip interface <slot/port>

モード  Privileged EXEC および User EXEC 

Interface  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。これは構成済みの値です。

IP Address  指定の RIP インターフェースにより使われる IP ソー
スアドレスです。これは構成済みの値です。

Send version  指定のインターフェースで更新を送信する際に使われ
る RIP バージョンです。タイプは none、RIP-1、RIP-
1c、RIP-2 です。これは構成済みの値です。

Receive Version  指定のインターフェースから更新を受信する際に許可
されている RIP バージョンです。タイプは none、
RIP-1、RIP-1c、RIP-2、Both です。これは構成済みの
値です。

Both RIP Admin 
Mode  ルータ RIP 操作の RIP 管理モードです。アクティブ

化、非アクティブ化が可能です。これは構成済みの値
です。

Link State   RIP インターフェースがアップか、ダウンかを示しま
す。これは構成済みの値です。

Authentication 
Type  指定されたインターフェースの RIP 認証タイプです。

タイプは none、simple、encrypt です。これは構成済
みの値です。

Default Metric  特定のインターフェースからの RIP 更新において、既
定のルートで使用されているメトリックを示す番号で
す。これは構成済みの値です。
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リンク状態がダウンの場合、次の情報は無効となります。

Bad Packets 
Received  RIP プロセスにより受信され、なんらかの理由で廃棄

された RIP レスポンスパケットの数です。

Bad Routes 
Received  なんらかの理由で無視された、有効 RIP パケットに含

まれるルート数です。

Updates Sent  このインターフェースに実際に送信された、実行済み 
RIP 更新の数です。
ルーティングコマンド 10-37

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
10-38 ルーティングコマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
第 11 章
Quality of Service (QoS) コマンド

この章では、Quality of Service (QOS) コマンドに関する詳細説明を提供して
います。以下の QOS コマンドは、ソフトウェア QOS モジュールで使用可能で
す。

コマンドは異なる機能性グループに分けられます :

･ 表示コマンドは、デバイス設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

11.1 Access Control List (ACL) コマンド

Access Control Lists (ACLs) は、不確定なネットワークリソースへのアクセス
を遮断し、許可のあるユーザーだけが特定のリソースにアクセスできるよう図り
ます。ACL は以下の制限の対象となります :

･ IP フラグメントパケットへの ACL 適用はサポートされていません。 

･ ACL 毎の 大ルール数は、ACL がインターフェースに適用されたときに、使
用されるハードウェア個別のエントリ数に換算されます。ソフトウェアでこ
れらの値を増やすと、RAM や NVSTORE の使用率が増加します。 

･ ACL はレイヤー 2 とレイヤー 3/4 では別途構成されます。一部のハード
ウェアタイプでは、両方の ACL タイプを同じインターフェースに適用する
ことができません。 
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11.1.1 mac access-list extended <name>

このコマンドは、<name> により識別される MAC Access Control List (ACL) を
作成します。これは、Ethernet フレームのレイヤー 2 ヘッダに対し定義された
分類フィールドから形成されています。<name> パラメータは大文字小文字を区
別します。英数字の文字列は 1～ 31 文字で、MAC アクセスリストを一意的に識
別するものです。

この名前の MAC ACL がすでに存在する場合、このコマンドは Mac-Access-List 
Config モードに入り、既存の ACL を更新します。

形式  mac access-list extended <name>

モード  Global Config

11.1.1.1  no mac access-list extended <name>

このコマンドは、<name> により識別された MAC ACL をシステムから削除しま
す。

形式  no mac access-list extended <name>

モード  Global Config

11.1.2 mac access-list extended rename <name> <newname>

このコマンドは、MAC Access Control List (ACL) の名前を変更します。<name> 
パラメータは既存の MAC ACL の名前です。< newname> パラメータは大文字小文
字を区別します。英数字の文字列は 1～ 31 文字で、MAC アクセスリストを一意
的に識別するものです。

<newname> という名前の MAC ACL  がすでに存在する場合、このコマンドはエ
ラーとなります。

形式  mac access-list extended rename <name> <newname>

モード  Global Config

注：CLI モードは、コマンドが正常に実行されると Mac-Access-List 
Config に変わります。
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11.1.3 {deny|permit} <srcmac> <srcmacmask> <dstmac> 
<dstmacmask>

このコマンドは、現在の MAC アドレスリストに対し新しいルールを作成します。
各ルールは、構成済みルールのリストに追加されます。ただし、絶対的な 'deny 
all' MAC ルールは、常にアクセスリストを終了します。

ルールは、指定された分類フィールドに基づき、トラフィックを拒否または許可
します。 低でも、ソースとターゲットの MAC 値とマスクペアを指定する必要
があります。それぞれの MAC 値とマスクペアは、このフィールドの値と一致す
るキーワードを使用して置換することができます。よく知られている BPDU MAC 
アドレス 01-80-c2-xx-xx-xx (16 進法 ) ('x' は無関係を意味 ) を示すターゲッ
ト MAC 値 / マスクペアに対して、値 bpdu キーワードを指定することができま
す。残りのコマンドパラメータはすべてオプショナルです。

キーワード、または 4 桁の 16 進法値として、0x0600-0xFFFF から Ethertype 
を指定することができます。現在サポートされている <ethertypekey> 値
:appletalk、arp、ibmsna、ipv4、ipv6、ipx、mplsmcast、mplsucast、netbios、
novell、pppoe、rarp。これらはそれぞれ、等しい Ethertype 値へと変換されま
す。

キュー割り当てパラメータは、特定のハードウェアキューの仕様で、このルール
に合致するトラフィックを処理することを許可します。許可された <queue-id> 
値は 0-(n-1)、n はハードウェアプラットフォームで使用できる、ユーザー構成
可能なキューの数です。リダイレクトパラメータは、このルールに一致するトラ
フィックを指定の <slot/port> に転送します。割り当てキューとリダイレクト
パラメータは、'permit' ルールに対してのみ有効です。

形式  {deny|permit} {{<srcmac> <srcmacmask} | any} 
{{<dstmac> <dstmacmask>} | any | bpdu} 
[<ethertypekey> | <0x0600-0xFFFF>] [vlan {{eq <0-
4095>} | {range <0-4095> <0-4095>}}] [cos <0-7>] 
[secondary-vlan {{eq <0-4095>} | {range <0-4095> 
<0-4095>}}] [secondary-cos <0-7>] [assign-queue 
<queue-id>] [redirect <slot/port>]

注：ACL 内のルールは個別に削除できないため、このコマンドの 'no' 
形式はサポートされていません。ACL 全体を削除するか、または
再指定する必要があります。
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モード  Mac-Access-List Config

11.1.4 mac access-group <name> {in|out} [sequence <1-
4294967295>]

このコマンドは、<name> により識別された MAC Access Control List (ACL) を
指定の方向のインターフェースに追加します。<name> パラメータは既存の MAC 
ACL の名前でなければなりません。

オプショナルの連続番号を指定し、すでにこのインターフェースと方向に割り当
てられた他のアクセスリストと相対して、このアクセスリストの順序を示すこと
ができます。番号が低いほど、優先順位が高いことを意味します。連続番号がす
でにこのインターフェースと方向で使用されている場合、指定されたアクセスリ
ストは、この連続番号を使用して現在接続されているアクセスリストを上書きし
ます。このコマンドで連続番号が指定されていない場合、現在このインター
フェースと方向で使用中の 高の連続番号よりも 1 つ大きな連続番号が使用さ
れます。

'Interface Config' モードで指定されたこのコマンドは、シングルインター
フェースのみに影響します。'Global Config' モード設定はすべてのインター
フェースに影響します。'Interface Config' モードコマンドは、独立したポー
トごとの Class of Service キュー構成に対応しているプラットフォームでのみ
使用可能です。

形式  mac access-group <name> {in|out} [sequence <1-
4294967295>]

モード  Global Config または Interface Config

11.1.4.2  no mac access-group <name> {in|out}

このコマンドは <name> により識別された MAC ACL を指定方向のインター
フェースから削除します。

形式  no mac access-list <name> {in|out}

モード  Global Config または Interface Config

注：特殊コマンド形式 {deny|permit} any any は、すべての 
Ethernet レイヤー 2 パケットと一致するために使用されま
す。このコマンドは、IP アクセスリスト "match every" ルー
ルと同様です。
11-4 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
11.1.5 show mac access-list <name>

このコマンドは MAC アクセスリストおよび ACL に対し定義されているすべての
ルールを表示します。<name> パラメータは特定の MAC ACL を識別し、表示する
ために使用します。

形式  show mac access-list <name>

モード  Privileged EXEC

Rule Number  ACL 内部で定義されている順序ルール番号の識別子で
す。

Action  各ルールに関連したアクションを表示します。可能な
値は "Permit" または "Deny" です。

Source MAC 
Address  このルールのソース MAC アドレスを表示します。

Source MAC 
Mask  このルールのソース MAC マスクを表示します。

Destination MAC 
Address  このルールのターゲット MAC アドレスを表示します。

Destination MAC 
Mask  このルールのターゲット MAC マスクを表示します。

Ethertype  このルールの Ethertype キーワードまたはカスタム値
を表示します。

VLAN ID   このルールの VLAN 識別子の値または範囲を表示しま
す。

COS  このルールの COS (802.1p) 値を表示します。

Secondary VLAN 
ID  このルールのセカンダリ VLAN 識別子の値または範囲

を表示します。

Secondary COS   このルールのセカンダリ COS (802.1p) 値を表示しま
す。

Assign Queue  このルールに合致するパケットが割り当てられている
キュー識別子を表示します。

Redirect 
Interface  このルールに合致するパケットが転送されている 

slot/port を表示します。
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11.1.6 show mac access-lists

このコマンドは、システムにおけるすべての定義済み MAC アクセスリストの概
要を表示します。

形式  show mac access-lists

モード  Privileged EXEC

Name  MAC アドレスリストの名前です。

Number of 
Rules  この ACL に定義されたユーザー構成ルールの数です。  

Interfaces  この MAC ACL が指定方向で接続されているインター
フェースのリスト (slot/port) を表示します。

Direction  この MAC ACL が接続されているインターフェースセッ
トの方向を示します。可能な値は "Inbound" または
"Outbound" です。

11.1.7 access-list

このコマンドは、パラメータ <accesslistnumber> に よ り 定義 さ れ る Access 

Control List (ACL) を作成し ま す。 ACL の番号は 1 ～ 99 の整数です。1 ～ 99 の範
囲は標準 ACL リスト用、100 ～ 199 は拡張 ACL リスト用です。ACL ルールは 
permit or deny  のオプションとともに作成されます。 

ACL ルールをフィルタリングするプロトコルは、cmp,igmp,ip,tcp,udp のように
して使用されるプロトコルで指定します。コマンドは、srcip と srcmask パラ
メータで指定された ACL ルールの一致状況に対し、ソース IP アドレスとソー
スマスクを指定します。ACL ルールに対するソースレイヤー 4 ポート一致状況
は、port value パラメータで指定されます。

<startport> と <endport> パラメータはポート範囲の 初と 後のポートを指
定します。範囲は 0 ～ 65535 です。 後のポートは、 初のポートと同様、ま
たはそれ以上の値である必要があります。 初のポート、 後のポート、および
その間に含まれるすべてのポートは、ターゲットポート範囲の一部となります。

注：ルール数には、各 MAC ACL の終わりで定義されている絶対的な 
'deny all' ルールは含まれません。
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<portvalue> パラメータは単一キーワード標記を使用し、現在 domain、 echo、 ftp、

ftpdata、 http、 smtp、 snmp、 telnet、 tftp、 www の値があります。これら値は、それぞれ
ポート範囲の 初と 後に使用される同等のポート番号に変換されます。 

コマンドは dstip と dstmask パラメータにより指定された ACL ルールの一致
状況に対し、ターゲット IP アドレスとターゲットマスクを指定します。コマン
ドは、パラメータ tos、tosmask、dscp を使用して、優先順位の一致や DSCP 値
に基づき、ACL ルールの TOS を指定します。

既定値  なし

形式  access-list {( <1-99> {deny | permit} <srcip> 
<srcmask>) | ({<100-199> {deny | permit} {evry | 
{{icmp | igmp | ip | tcp | udp | <number>} <srcip> 
<srcmask> [{eq {<portkey> | <portvalue>}| range 
<startport> <endport>}] <dstip> <dstmask> [{eq 
{<portkey> | <portvalue>} | range <startport> 
<endport>}] [precedence <precedence> | tos <tos> 
<tosmask> | dscp <dscp>] [assign-queue <queue-id>] 
[redirect <slot/port>]}})}

モード  Global Config

11.1.7.3  no access-list

このコマンドは、パラメータ <accesslistnumber> により識別された ACL をシ
ステムから削除します。

形式  no access-list <accesslistnumber>

モード  Global Config

11.1.8 ip access-group

このコマンドは指定されたアクセス制御リストをインターフェースに追加しま
す。

既定値  なし

形式  ip access-group <accesslistnumber> <in | out>

モード  Interface Config

11.1.9 ip access-group all

このコマンドは指定されたアクセス制御リストをインターフェースに追加しま
す。
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既定値  なし

形式  ip access-group all <accesslistnumber> <in | out>

モード  Global Config

11.1.10 show ip access-lists

このコマンドは、Access Control List (ACL) および ACL に対し定義されてい
るすべてのルールを表示します。<accesslistnumber> は ACL を識別するために
使用される番号です。

形式  show ip access-lists <accesslistnumber>

モード  Privileged EXEC お よ び User EXEC

Rule Number  これは、ACL に対し定義されている各ルールの番号識
別子を表示します。

Action  これは、各ルールに関連したアクションを表示します。
可能な値は "Permit" または "Deny" です。

Protocol  これは、このルールのフィルタリングを行うプロトコ
ルを表示します。

Source IP 
Address  このルールのソース IP アドレスを表示します。

Source IP Mask  このフィールドは、このルールのソース IP マスクを
表示します。

Source Ports  このフィールドは、このルールのソースポート範囲を
表示します。

Destination IP 
Address  このルールのターゲット IP アドレスを表示します。

Destination IP 
Mask  このフィールドは、このルールのターゲット IP マス

クを表示します。

Destination 
Ports  このフィールドは、このルールのターゲットポート範

囲を表示します。

Service Type Field 
Match  このフィールドは、このルールに対し IP DSCP、IP 

Precedence、または IP TOS 一致状況が指定されてい
るかどうかを示します。
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Service Type Field 
Value  このフィールドは、サービスタイプフィールド一致 

(IP DSCP、IP Precedence、IP TOS) に対し指定された
値を示します。
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11.2 Differentiated Services (DiffServ) コマンド

この章には、QOS Differentiated Services (DiffServ) パケットで使用される 
CLI コマンドが含まれます。 

ユーザーは以下を指定することにより、DiffServ を様々な段階で構成すること
ができます :

1. クラス

･ クラスの作成と削除

･ クラスの一致基準の定義。メモ : 既存のクラス定義から個別の一致基準
を削除する唯一の方法は、クラスを削除し、再度作成することです。

2. ポリシー

･ ポリシーの作成と削除

･ ポリシーに関連するクラス

･ ポリシー /クラスの組み合わせに対しポリシー命令文を定義。

3. サービス

･ ポリシーを指向性 ( 着信、発信 ) インターフェースに追加、または削
除。

パケットは定義された基準に基づきフィルタリングされ、処理されます。フィル
タ基準はクラスにより決定されます。処理はポリシーの属性により決定されま
す。ポリシーの属性は、クラスごとのインスタンスを基準として定義することが
でき、一致が発生するとこれらの属性が適用されます。

パケット処理は、パケットの一致基準をテストすることから始まります。ポリ
シー内のクラス一致が検出されると、このポリシーがパケットに適用されます。
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クラスタイプ - all、any、acl - は、クラスを定義する際、指定された様々な
一致基準に影響を及ぼします。クラスタイプ 'any' は順序に従って一致ルール
を処理します。このクラスにルールを追加すると、このリストを延長することに
なります。クラスタイプ "acl" は、DiffServ クラスが作成されたときに各 ACL 
ルールの定義を解釈し、そのルールリストを取得します。クラスタイプ 'all' 
の一致基準を指定する際は違いがあります。クラス定義の中では、1つの非除外
一致フィールドに対して 1 つの値しか入力することができません。1つのクラス
に対し、すでにフィールドが指定されている場合、その後から同じフィールドを
指定しようとしても失敗します。別の形式を通じて複数方法でフィールドを指定
することができる場合でも、同様に失敗します。例外は、'exclude' オプション
が指定されている場合です。この場合は、除外されたフィールドにはこの制限が
適用されません。 
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DiffServ デザインにより以下のクラス制限が強制されています。

･ ネスト化クラスのサポートは以下に制限されています :

- 'any' 内の 'any'

- 'all' 内の 'all'

- ネスト化されていない 'not' 条件

- ネスト化されていない 'acl' クラスタイプ

- 各クラスは、 大で 1つの参照クラスを含む

･ 階層サービスポリシーはクラス定義でサポートされていません。

･ アクセスリストは参照のみと一致し、クラスの中では単独基準でなければな
らない

- 例 : クラス作成時に、クラス一致基準としてコピーされた ACL ルール、
クラスタイプ 'any'

- 絶対的な ACL 'deny all' ルールもコピー済み

- クラスタイプ 'acl' のネスト化なし

ネスト化クラスについては ( ここではクラス参照と称しています )、指定のクラ
ス定義に 大 1つの別のクラスに対する参照を含めることができます。この参照
は別の一致基準と組み合わせることができます。参照クラスへの追加は、これを
参照するすべてのクラスに影響するため、参照クラスは純粋に参照であり、コ
ピーではありません。現在他のクラスにより参照されているクラス定義への変更
は、派生するすべてのクラスに対する有効なクラス定義でなければなりません。
そうでない場合、変更は拒否されます。クラス参照はクラス定義から削除されま
す。

ユーザーはクラス、ポリシー、サービスに関する概要と詳細情報を表示すること
ができます。すべての構成情報は、CLI、Web、SNMP ユーザーインターフェース
からアクセスすることができます。

11.2.11 diffserv 

このコマンドは、DiffServ の操作モードをアクティブに設定します。無効化さ
れている場合、DiffServ 構成は保留され、変更することができますが、アク
ティブではありません。有効な場合、DiffServ サービスはアクティブです。

形式  diffserv

モード  Global Config
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11.2.11.4  no diffserv 

このコマンドは、DiffServ の操作モードを非アクティブに設定します。無効化
されている場合、DiffServ 構成は保留され、変更することができますが、アク
ティブではありません。有効な場合、DiffServ サービスはアクティブです。

形式  no diffserv

モード  Global Config

11.2.12 クラスコマンド

'class' コマンドセットは DiffServ で以下を定義するために使用されます。

Traffic 
Classification  DSCP に基づいて Behavior Aggregate (BA) とトラ

フィック ( 名前、一致基準 ) の Multi-Field (MF) ク
ラスを指定します。

Service Levels  BA 転送クラス /サービスレベルを指定します。理論的
に、DiffServ は 2 つのレベルの階層クラスです :1. 
サービス /PHB 2. トラフィッククラス

このコマンド設置はクラス作成 / 削除と一致により構成されており、クラス一致
コマンドがレイヤー 3、レイヤー 2、全般一致基準を指定します。クラス一致基
準はクラスルールとして知られ、1つ、または複数のルールから成るクラスがク
ラスに属するトラフィックを識別します。1 つのクラス一致基準は 1つのクラス
に対して作成され、これを変更したり、削除したりすることはできません。削除
や再作成は、クラス全体に対して実行する必要があります。

CLI コマンドルートは class-map です。

11.2.12.5  class-map

このコマンドは、match-all、match-any、または match-access-group といった
タイプの新しい DiffServ クラスを定義します。< classname> パラメータは大
文字小文字を区別します。英数字の文字列は 1 ～ 31 文字で、クラスを一意的に
識別するものです ( 注 : クラス名の 'default' を読み取りますが、ここでは使
用できません )。

一致条件とともに使用されない場合、このコマンドは class-map モードに入り
ます。<classname> は既存の DiffServ クラスの名前です ( 注 : クラス名の 
'default' を読み取りますが、ここでは使用できません )。

クラスタイプ match-all は、クラスメンバーとして扱われるためには、個別一
致条件のすべてがパケットに対して真でなければならないことを示します。
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クラスタイプ match-any は、パケットがクラスに属するためには、一致基準の
1つのみが真でなければならないことを示します。複数の一致基準は順に評価さ
れ、優先順位の も高い基準はこのクラスの 初の基準とされます。 

クラスタイプ match-access-group は、個別のクラス一致基準がアクセスリスト
(ACL) に基づき評価されることを示します。<aclid> パラメータは既存の ACL 
番号を指定する整数です ( 有効な ACL 番号範囲については、適切な ACL のマ
ニュアルをご覧ください )。match-access-group クラスタイプは、指定された 
ACL メンバーの現在のルール定義から一致基準のセットをコピーします。単一 
ACL ルールのすべての要素は、DiffServ によりグループ化セットとして扱われ
るため、クラスタイプ all と似ています。any クラスについては、クラスが有
効と認められるには、少なくとも 1つのクラス一致条件が指定されている必要が
あります。 

メモ : クラス一致条件は、クラス作成時の参照アクセスリストから取得すること
ができます。こうして、参照 ACL 定義への後から加えられた変更は、DiffServ 
クラスに影響しません。 新の ACL 定義を取得するには、DiffServ クラスを削
除し、再度作成する必要があります。

このコマンドは、既存の DiffServ クラスについて、Class-Map Config モード
に入るためのクラスタイプを指定せずに使用されます。

形式  class-map {<match-all | match-any | match-access-
group> <aclid>} <classmapname>

モード  Global Config

11.2.12.5.1  no class-map. このコマンドは既存の DiffServ クラスを排除します。
<classname> は既存の DiffServ クラスの名前です (注:クラス名の 'default' 
を読み取りますが、ここでは使用できません )。このコマンドは随時発行するこ
とができます。現在、1 つ、または複数のポリシーや他のクラスによってこのク
ラスが参照されている場合、この削除は失敗します。

形式  no class-map <classname>

モード  Global Config

注：CLI モードは、コマンドが正常に実行されると Class-Map Config 
に変わります。
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11.2.12.6  class-map rename

このコマンドは DiffServ クラスの名前を変更します。< classname> は既存の 
DiffServ クラスの名前です。 <newclassname> パラメータは大文字小文字を区別
します。英数字の文字列は 1～ 31 文字で、クラスを一意的に識別するものです 
( 注 : クラス名の 'default' を読み取りますが、ここでは使用できません )。

既定値  なし

形式  class-map rename <classname> <newclassname>

モード  Global Config

11.2.12.7  match ethertype

このコマンドは、ethertype の値に基づき、指定されたクラス定義に一致条件を
追加します。<ethertype> の値は次のいずれかのキーワードとして指定されます。
appletalk、arp、ibmsna、ipv4、ipv6、ipx、mplsmcast、mplsucast、netbios、novell、pppoe、

rarp 、または 0x0600-0xFFFF の範囲のカスタム ethertype 値。

形式  match [not] ethertype {<keyword> | custom <0x0600-
0xFFFF>}

モード  Class-Map Config

11.2.12.8  match secondary-cos

このコマンドは、セカンダリ Class of Service 値 ( ダブル VLAN タグ付パケッ
トの内部 802.1Q タグ ) について、指定されたクラス定義に一致条件を追加し
ます。値は 0 ～ 7 で指定します。

形式  match [not] secondary-cos <0-7>

モード  Class-Map Config

11.2.12.9  match secondary-vlan

このコマンドは、セカンダリ VLAN 識別子の値 ( ダブル VLAN タグ付パケットの
内部 802.1Q タグ ) について、指定されたクラス定義に一致条件を追加します。
vlanmin and vlanmax の範囲は、1～ 4094 の整数で、vlanmax のオプションがあ
ります。

形式  match [not] secondary-vlan <vlanmin> [<vlanmax>]

モード  Class-Map Config
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11.2.12.10  match any

このコマンドは、すべてのパケットが同じクラスに属していると考えられるよ
う、指定されたクラス定義に一致条件を追加します。 optional [not] パラメータ
には、このクラスの一致条件を否定する効果があります ( 例 : すべてのパケッ
トはこのクラスに属していると考えられません )。 

既定値  なし

形式  match [not] any

モード  Class-Map Config

11.2.12.11  match class-map

このコマンドは、別のクラスに対し定義された一致条件を、指定されたクラス定
義に追加します。<refclassname> は既存の DiffServ クラスの名前であり、この
一致条件は指定されたクラス定義により参照されています。 

メモ : この一致コマンドには [not] オプションがありません。 

既定値    なし

形式  match class-map <refclassname>

モード  Class-Map Config

Restrications  <classname> と <refclassname> の両方のクラスタイ
プは同一でなければなりません ( 例 : any と any、ま
たは all と all)。acl のクラスタイプは、このコマ
ンドでサポートされていません。

 <refclassname> を <classname> と同じように指定で
きません ( 例 : クラス名の自己参照は許可されていま
せん )。

大でもう 1 つのクラスを、別のクラスから参照する
ことができます。

他の <classname> から参照されている 中に 
<refclassname> クラスを削除しようとすると、失敗し
ます。

<classname> と <refclassname> の組み合わせの一致
基準はクラスタイプに基づいて許可されている組み合
わせである必要があります。<refclassname> クラス一
致基準の後からの変更は、この妥当性を維持しなけれ
ば、変更は失敗します。
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完全な参照クラスチェーン ( 先行および後続クラスの
両方を含む ) で形成されたクラスルールの合計数は、
プラットフォーム別の合計を超えてはなりません。

一部には、参照クラスルールの削除が、クラス定義に
おける利用可能なルールの 大数を減少させるケース
もあります。

11.2.12.11.2  no match class-map. このコマンドは、別のクラスに対し定義された一
致条件を、指定されたクラス定義から削除します。<refclassname> は既存の 
DiffServ クラスの名前であり、この一致条件は指定されたクラス定義により参
照されています。メモ :この一致コマンドには [not] オプションがありません。 

形式  no match class-map <refclassname>

モード  Class-Map Config

11.2.12.12  match cos

このコマンドは、指定されたクラス定義に Class of Service 値 ( 単一タグ付パ
ケットの唯一のタグ、またはダブル VLAN タグ付パケットの 初または外的 
802.1Q タグ ) の一致条件を追加します。値は 0 ～ 7 で指定します。オプショナ
ルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果があります (
例 : ここで指定されているものを除くすべての Class of Service 値と一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] cos <0-7>

モード  Class-Map Config

11.2.12.13  match destination-address mac

このコマンドは、パケットのターゲット MAC アドレスに基づき、指定されたク
ラス定義に一致条件を追加します。<macaddr> パラメータは、コロンで区切られ
た、6 つの 2 桁 16 進数字形式のレイヤー 2 MAC アドレスです ( 例 : 
00:11:22:dd:ee:ff)。<macmask> パラメータはレイヤー 2 MAC アドレスビットマ
スクであり、連続的で、コロンで区切られた、6つの 2桁 16 進数字です ( 例 : 
ff:07:23:ff:fe:dc)。オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致
条件を否定する効果があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべて
のターゲット MAC アドレスと一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] destination-address mac <macaddr> 
<macmask>
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モード  Class-Map Config

11.2.12.14  match dstip

このコマンドは、パケットのターゲット IP アドレスに基づき、指定されたクラ
ス定義に一致条件を追加します。<ipaddr> パラメータは IP アドレスを指定し
ます。<ipmask> パラメータは IP アドレスビットマスクを指定します。これは標
準サブネットマスクと似ていますが、このビットマスクは連続的である必要はあ
りません。オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定
する効果があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべてのターゲッ
ト IP アドレスと一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] dstip <ipaddr> <ipmask>

モード  Class-Map Config

11.2.12.15  match dstl4port 

このコマンドは、指定されたクラス定義に、単一キーワードや数字標記、数字範
囲標記などを使用し、パケットのターゲットレイヤー 4ポートに基づいた一致条
件を追加します。 

一致条件を単一キーワードとして指定するには、<portkey> の値が対応可能な
ポート名キーワードのひとつである必要があります。現在サポートされている < 
portkey> 値 :domain、echo、ftp、ftpdata、http、smtp, snmp、telnet、tftp、www。これら
は、それぞれポート範囲の 初と 後に使用される同等のポート番号に変換され
ます。

数字標記を使用して一致条件を指定するには、レイヤー 4 ポート番号が 1 つ必要
です。ポート番号は 0～ 65535 の整数です。

数字範囲標記を使用して一致条件を指定するには、2つのレイヤー 4ポート番号
が必要であり、これらの番号は連続したポート範囲を指定している必要がありま
す。ポート番号は 0 ～ 65535 の整数ですが、2 つ目の数字は 1つ目の数字と同
等、またはそれ以上である必要があります。

オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果
があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべてのターゲットレイ
ヤー 4 ポート番号と一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] dstl4port {portkey | <0-65535>} [0-
65535]
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  モード  Class-Map Config

11.2.12.16  match ip dscp

このコマンドは、パケットの IP DiffServ Code Point (DSCP) フィールドの値
に基づいた一致条件を指定されたクラス定義に追加します。この値は、IP ヘッ
ダでサービスタイプオクテットの高位の 6ビットとして定義されています ( 低
位 2ビットはチェックされていません )。オプショナルの [not] パラメータに
は、このクラスの一致条件を否定する効果があります ( 例 : ここで指定されて
いるものを除くすべての IP DSCP 値と一致 )。< dscpval> の値は、0～ 63 の整
数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴される数字で指定されます
:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、be、cs0、cs1、

cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、ef。

既定値  なし

形式  match [not] ip dscp <dscpval>

モード  Class-Map Config

注：IP DSCP、IP Precedence、IP TOS の一致条件は、IP ヘッダにおけ
る同じサービスタイプの一致基準を指定する代替的な方法ですが、
わずかに異なる標記があります。

注：すべての DSCP 値の一致を指定するには、一致 [not] IP TOS 
<tosbits> <tosmask> コマンドを、0 に設定された <tosbits> と 
03 (16 進 ) に設定された <tosmask> とともに使用します。
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11.2.12.17  match ip precedence

このコマンドは、パケットの IP Precedence フィールドの値に基づいた一致条
件を指定されたクラス定義に追加します。この値は、IP ヘッダでサービスタイ
プオクテットの高位の 6ビットとして定義されています ( 低位 2ビットは
チェックされていません )。Precedence 値は 0 ～ 7 の整数です。オプショナル
の [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果があります (
例 : ここで指定されているものを除くすべての IP Precedence 値と一致 )。 

既定値  なし

形式  match [not] ip precedence <0-7>

モード  Class-Map Config

注：IP DSCP、IP Precedence、IP TOS の一致条件は、IP ヘッダにおけ
る同じサービスタイプの一致基準を指定する代替的な方法ですが、
わずかに異なる標記があります。

注：すべての Precedence 値の一致を指定するには、一致 [not] IP TOS 
<tosbits>< tosmask> コマンドを、0 に設定された <tosbits> と 
F1 (16 進 ) に設定された <tosmask> とともに使用します。 
11-20 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
11.2.12.18  match ip tos

このコマンドは、パケットの IP TOS フィールド値に基づいた一致基準を､指定
されたクラス基準に追加します。この値は、IP ヘッダにおいてサービスタイプ
オクテットの 8ビットとして定義されています。<tosbits> の値は、00 ～ ff の 2
桁の 16 進数字です。< tosmask> の値は、00 ～ ff の 2 桁の 16 進数字です。オプ
ショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果があり
ます ( 例 : ここで指定されているものを除くすべての IP Precedence 値と一致
)。<tosmask> は、パケットの IP TOS フィールドに対する比較で使用される 
<tosbits>  のビット位置を否定します。たとえば、ビット 7 と 5のセットと 1ク
リアを持つ IP TOS 値 ( ビット 7 が 重要 ) をチェックするには、0 (16 進 ) 
の <tosbits> 値と 2 (16 進 ) の <tosmask> を使用します。

既定値  なし

形式  match [not] ip tos <tosbits> <tosmask>

モード  Class-Map Config

注：IP DSCP、IP Precedence、IP TOS の一致条件は、IP ヘッダにおけ
る同じサービスタイプの一致基準を指定する代替的な方法ですが、
わずかに異なる標記があります。

注：基本的に、これは IP DSCP/Precedence/TOC 一致指定の "free 
form" バージョンであり、ユーザーは IP サービスタイプのどの
ビットがチェックされるかについて自由に指定することができま
す。 
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11.2.12.19  match protocol 

このコマンドは、指定されたクラス定義に、単一キーワード標記や数字標記を使
用し、パケットの IP プロトコルフィールド値に基づいた一致条件を追加しま
す。

単一キーワード標記を使用して一致条件を指定するには、< protocol-name> の値が
対応可能なプロトコル名キーワードのひとつである必要があります。現在サポー
トされている値 :icmp、igmp、ip、tcp、udp。ip の値はすべてのプロトコル番号値
と一致するよう解釈されます。

数字標記を使用して一致条件を指定するには、プロトコル番号は IANA により割
り当てられた標準値であり、0 ～ 255 の整数として解釈される必要があります。
このコマンドは、IANA により定義された現在のリストについて、プロトコル番
号値の認証を行いません。

オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果が
あります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべての IP プロトコル番号
と一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] protocol {protocol-name | <0-255>}

モード  Class-Map Config

11.2.12.20  match source-address mac

このコマンドは、パケットのソース MAC アドレスに基づき、指定されたクラス
定義に一致条件を追加します。< address> パラメータは、コロンで区切られた、
6つの 2桁 16 進数字形式のレイヤー 2 MAC アドレスです ( 例 : 
00:11:22:dd:ee:ff)。<macmask> パラメータはレイヤー 2 MAC アドレスビットマ
スクであり、連続的で、コロンで区切られた、6つの 2桁 16 進数字です ( 例 : 
ff:07:23:ff:fe:dc)。オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致
条件を否定する効果があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべて
のソース MAC アドレスと一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] source-address mac <address> <macmask>

モード  Class-Map Config
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11.2.12.21  match srcip

このコマンドは、パケットのソース IP アドレスに基づき、指定されたクラス定
義に一致条件を追加します。<ipaddr> パラメータは IP アドレスを指定します。
<ipmask> パラメータは IP アドレスビットマスクを指定します。これは標準サブ
ネットマスクと似ていますが、このビットマスクは連続的である必要はありませ
ん。オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効
果があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべてのソース IP アド
レスと一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] srcip <ipaddr> <ipmask>

モード  Class-Map Config

11.2.12.22  match srcl4port

このコマンドは、指定されたクラス定義に、単一キーワードや数字標記、数字範
囲標記などを使用し、パケットのソースレイヤー 4 ポートに基づいた一致条件を
追加します。 

一致条件を単一キーワード標記として指定するには、<portkey> の値が対応可能
なポート名キーワードのひとつである必要があります ( 以下に表示 )。 

現在サポートされている < portkey> 値 :domain、echo、ftp、ftpdata、http、smtp, snmp、

telnet、tftp、www。これらは、それぞれポート範囲の 初と 後に使用される同等
のポート番号に変換されます。 

数字を使用して一致条件を指定するには、レイヤー 4 ポート番号が 1つ必要で
す。ポート番号は 0 ～ 65535 の整数です。

範囲としての一致条件を指定するには、2つのレイヤー 4 ポート番号が必要であ
り、これらの番号は連続したポート範囲を指定している必要があります。ポート
番号は 0 ～ 65535 の整数ですが、2つ目の数字は 1つ目の数字と同等、または
それ以上である必要があります。オプショナルの [not] パラメータには、このク
ラスの一致条件を否定する効果があります ( 例 : ここで指定されて範囲内のも
のを除く、すべてのソースレイヤー 4ポートと一致 )。 

オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否定する効果が
あります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべてのソースレイヤー 4
ポート番号と一致 )。 

既定値  なし

形式  match [not] srcl4port {portkey | <0-65535>} [0-
65535]
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モード  Class-Map Config

11.2.12.23  match vlan

このコマンドは、指定されたクラス定義に、レイヤー 2 VLAN 識別子フィールド
値 ( 単一タグ付パケットの唯一のタグ、またはダブル VLAN タグ付パケットの

初または外的タグ ) に基づいた一致条件を追加します。VLAN ID は 1 ～ 4094 
の整数です。オプショナルの [not] パラメータには、このクラスの一致条件を否
定する効果があります ( 例 : ここで指定されているものを除くすべての VLAN 
識別子値と一致 )。

既定値  なし

形式  match [not] vlan <1-4094>

モード  Class-Map Config

11.2.13 ポリシーコマンド

'policy' コマンドセットは DiffServ で以下を定義するために使用されます。

Traffic 
Conditioning   トラフィッククラスに適用するトラフィック調整アク

ション ( ポリシー、マーク、シェイプ ) を指定しま
す。

Service 
Provisioning  サービスレベル (EF、AF など ) の帯域幅とキュー深

度管理要求を指定します。

このポリシーコマンドは、1つ、または複数の QoS ポリシー属性を使用し、ク
ラスコマンドセットにより定義されたトラフィッククラスと関連して使用されま
す。この関連は、さらにインターフェースに割り当てられ、サービスを形成しま
す。ポリシーが作成されると、ユーザーはポリシー名を指定します。

DiffServ CLI では、ユーザーが必ずしも 1つのトラフィッククラスのみを 1つ
のポリシーに関連付けなければならないとは要求していません。事実、複数のト
ラフィッククラスを 1つのポリシーに関連付けることができます。それぞれのポ
リシーは、クラス定義と一致するパケットの特定処理を定義します。パケットが
1つ以上の条件を満たした場合、優先順位はクラスがポリシーに追加された順序
に基づいて決定され、一番のクラスが 高の優先順位を得ます。
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このコマンドセットには、ポリシー作成 /削除、クラス追加 /削除、および個別
ポリシーの属性が含まれています。ポリシー内のクラスインスタンスから個別の
ポリシー属性を削除する唯一の方法は、クラスインスタンスを削除し、再度これ
をポリシーに追加する方法です。既存のポリシー属性に関連付けられた値は、ク
ラスインスタンスを削除せずに変更することができます。

CLI コマンドルートは  policy-map です。

11.2.13.24  assign-queue

このコマンドは、関連トラフィックストリームが割り当てられているキュー ID 
を変更します。キュー ID は 0 ～ n-1 の整数で、n はデバイスによりサポート
されている出口キューの数を意味します。

形式  assign-queue <queueid>

モード  Policy-Class-Map Config

11.2.13.25  drop

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべてのパケットが入口でド
ロップされるよう指定します。

形式  drop

モード  Policy-Class-Map Config

11.2.13.26  mark secondary-cos

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべてのパケットを、802.1p 
ヘッダの優先フィールドで指定されたセカンダリ Class of Service 値 (ダブル 
VLAN タグ付パケットの内部 802.1Q タグ ) でマークします。パケットにこの
ヘッダが含まれない場合、1つ挿入されます。Cos 値は 0～ 7 の整数です。

形式  mark secondary-cos <0-7>

モード  Policy-Class-Map Config

11.2.13.27  redirect

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべての受信パケットが特定の
出口インターフェース ( 物理ポートまたはポートチャンネル ) にリダイレクト
されるよう指定します。 

形式  redirect <slot/port>

モード  Policy-Class-Map Config
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11.2.13.28  conform-color

このコマンドは、カラー依存トラフィックポリシーを有効化し、使用される適合
色および超過色クラスマップを定義します。ポリスコマンドと併用すると、適合
レベル ( シングル、シングルレート、2 レートポリシー ) とオプションの超過
レベル ( シングルレートと 2 レートポリシー ) のフィールドが指定されます。
<class-map-name> パラメータは既存の DiffServ クラスマップの名前であり、
異なるものは適合または超過色に使用する必要があります。

形式  conform-color <class-map-name> [exceed-color 
<class-map-name>] 

モード  Policy-Class-Map Config

11.2.13.29  bandwidth kbps

このコマンドは、絶対レート標記を使用し、指名されたポリシー内で指定された
クラスインスタンスのために保留する帯域幅の 低量を指定します。約束される
情報レートはキロビット / 秒 (Kbps) で指定され、1～ 4294967295 の整数とな
ります。

形式  bandwidth kbps <1-4294967295>

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリシーの中で定義されたすべての帯域幅と促進コマ
ンドに約束される情報レートの合計は、このポリシー
が割り当てられたインターフェースの利用可能なリン
ク帯域幅を超えてはなりません。この要求を無視する
と、ポリシーをインターフェースに追加することがで
きず、またポリシーがすでに 1 つまたは複数のイン
ターフェースで使用中である場合、このコマンドは失
敗します。

Policy Type  アウト

Incompatibilities  促進 ( すべての形式 )

注：実際の帯域幅割り当ては、ポリシーが特定方向のインターフェース
に追加されるまでは実行されません。

注：帯域幅 Kbps とパーセントコマンドは、同じ帯域幅ポリシーの属性
を指定する代替的な方法です。
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11.2.13.30  bandwidth percent

このコマンドは、相対レート標記を使用し、指名されたポリシー内で指定された
クラスインスタンスのために保留する帯域幅の 低量を指定します。約束された
情報レートはリンク容量の合計のパーセントとして指定され、1 ～ 100 の整数と
なります。

形式  bandwidth percent <1-100>

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリシーの中で定義されたすべての帯域幅と促進コマ
ンドに約束される情報レートの合計は、このポリシー
が割り当てられたインターフェースの利用可能なリン
ク帯域幅を超えてはなりません。この要求を無視する
と、ポリシーをインターフェースに追加することがで
きず、またポリシーがすでに 1 つまたは複数のイン
ターフェースで使用中である場合、このコマンドは失
敗します。

Policy Type  アウト

Incompatibilities  促進 ( すべての形式 )

11.2.13.31  クラス

このコマンドは、後続のポリシー属性命令文を通してトラフィッククラスの処理
を定義する目的で、指定されたポリシー内にクラス定義インスタンスを作成しま
す。<classname> は既存の DiffServ クラスの名前です。このコマンドは、指定
されたポリシーでクラス定義の参照を作成します。

形式  class <classname> 

注：実際の帯域幅割り当ては、ポリシーが特定方向のインターフェース
に追加されるまでは実行されません。

注：帯域幅 Kbps とパーセントコマンドは、同じ帯域幅ポリシーの属性
を指定する代替的な方法です。

注：CLI モードは、コマンドが正常に実行されると Policy-classmap 
Config に変わります。
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モード  Policy-Map Config

11.2.13.31.3  no class. このコマンドは、特定クラスのインスタンスと定義された処理
を指定のポリシーから削除します。<classname> は既存の DiffServ クラスの名前
です。このコマンドは、指定されたポリシーについて、クラス定義の参照を削除
します。 

形式  no class <classname>

モード  Policy-Map Config

11.2.13.32  expedite kbps

このコマンドは、絶対レート標記を使用し、指名されたポリシー内で指定された
クラスインスタンスのために保留する帯域幅の 高保証量を指定します。約束さ
れた情報レートはキロビット /秒 (Kbps) で指定され、1 ～ 4294967295 の間の
整数となります。オプションの放出量はキロバイト (KB) で、1～ 128 の整数 (
既定値は 4) で指定されます。

形式  expedite kbps <1-4294967295> [1-128]

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリシーの中で定義されたすべての帯域幅と促進コマ
ンドに約束される情報レートの合計は、このポリシー
が割り当てられたインターフェースの利用可能なリン
ク帯域幅を超えてはなりません。この要求を無視する
と、ポリシーをインターフェースに追加することがで
きず、またポリシーがすでに 1 つまたは複数のイン
ターフェースで使用中である場合、このコマンドは失
敗します。

Policy Type  アウト

Incompatibilities  帯域幅 ( すべての形式 )、シェイプ、ピーク

注：実際の帯域幅割り当ては、ポリシーが特定方向のインターフェース
に追加されるまでは実行されません。

注：促進 Kbps とパーセントコマンドは、同じ促進ポリシーの属性を指
定する代替的な方法です。
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11.2.13.33  expedite percent

このコマンドは、絶対レート標記を使用し、指名されたポリシー内で指定された
クラスインスタンスのために保留する帯域幅の相対量を指定します。約束された
情報レートはリンク容量合計のパーセントで指定され、1 ～ 100 の間の整数とな
ります。オプションの放出量はキロバイト (KB) で、1 ～ 128 の整数 ( 既定値
は 4) で指定されます。

形式  expedite percent <1-100> [1-128]

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリシーの中で定義されたすべての帯域幅と促進コマ
ンドに約束される情報レートの合計は、このポリシー
が割り当てられたインターフェースの利用可能なリン
ク帯域幅を超えてはなりません。この要求を無視する
と、ポリシーをインターフェースに追加することがで
きず、またポリシーがすでに 1 つまたは複数のイン
ターフェースで使用中である場合、このコマンドは失
敗します。

Policy Type  アウト

Incompatibilities  帯域幅 ( すべての形式 )、シェイプ、ピーク

11.2.13.34  mark cos

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべてのパケットを、802.1p 
ヘッダの優先フィールドで指定された Class of Service 値でマークします。パ
ケットにこのヘッダが含まれない場合、1つ挿入されます。CoS 値は 0～ 7 の整
数です。

既定値  1

形式  mark-cos <0-7>

モード  Policy-classmap Config

Policy Type  イン

注：実際の帯域幅割り当ては、ポリシーが特定方向のインターフェース
に追加されるまでは実行されません。

注：促進 Kbps とパーセントコマンドは、同じ促進ポリシーの属性を指
定する代替的な方法です。
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11.2.13.35  mark ip-dscp

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべてのパケットを、指定され
た IP DSCP 値でマークします。 

<dscpval> の値は、0～ 63 の整数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴
される数字で指定されます :af11、 af12、 af13、 af21、 af22、 af23、 af31、 af32、 af33、 af41、

af42、 af43、 be、 cs0、 cs1、 cs2、 cs3、 cs4、 cs5、 cs6、 cs7、 ef。

形式  mark ip-dscp <dscpval>

モード  Policy-classmap Config

Policy Type  イン

Incompatibilities  Mark IP Precedence、Police ( すべての形式 )

11.2.13.36  mark ip-precedence

このコマンドは、関連トラフィックストリームのすべてのパケットを、指定され
た IP Precedence 値でマークします。IP Precedence 値は 0～ 7 の整数です。

形式  mark ip-precedence <0-7>

モード  Policy-classmap Config

Policy Type  イン

Incompatibilities  Mark IP DSCP、Police ( すべての形式 )

11.2.13.37  police-simple

このコマンドは、指定されたクラスのトラフィックポリシースタイルを確立する
ために使われます。ポリスコマンドのシンプル形式は、シングルデータレートと
バーストサイズを使用し、2つの結果を得られます。適合と非適合です。適合
データレートはキロビット /秒 (Kbps) で指定され、1～ 4294967295 の間の整
数となります。適合バーストサイズはキロバイト (KB) で、1 ～ 128 の整数で指
定されます。

それぞれの結果について、可能なアクションは drop、set-cos-transmit、| 
set-sec-cos-transmit、set-dscp-transmit、set-prec-transmit、または 
transmit です。この簡易形式のポリスコマンドでは、適合アクションは 
transmit を既定値に設定し、バイオレーションアクションは drop を既定値に設
定します。これらのアクションは、スタイルが構成された後、このコマンドとと
もに設定することができます。
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set-dscp-transmit については、<dscpval> の値が必要です。この値は、0～ 63
の整数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴される数字で指定されます
:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、be、cs0、cs1、

cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、ef。 

set-prec-transmit については、IP Precedence 値が必要であり、0 ～ 7 の整数
で指定します。

形式  police-simple {<1-4294967295> <1-128> conform-
action {drop | set-cos-transmit <0-7> | set-sec-
cos-transmit <0-7> | set-prec-transmit <0-7> | 
set-dscp-transmit <0-63> | transmit} [violate-
action {drop | set-cos-transmit <0-7> | set-sec-
cos-transmit <0-7> | set-prec-transmit <0-7> | 
set-dscp-transmit <0-63> | transmit}]}

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリスコマンドの 1 つのスタイル (simple、
singlerate、tworate) のみが、特定ポリシーの指定さ
れたクラスインスタンスで許可されます。

Policy Type  イン

Incompatibilities  Mark IP DSCP、Mark IP Precedence

11.2.13.38  police-single-rate

このコマンドは、指定されたクラスのトラフィックポリシースタイルを確立する
ために使われます。ポリスコマンドのシングルレート形式は、シングルデータ
レートと 2つのバーストサイズを使用し、次の 3つの結果が得られます : 適合、
超過、違反。適合データレートは、キロビット /秒 (Kbps) で 1 ～ 4294967295 
の整数で指定されます。適合バーストサイズはキロバイト (KB) で 1 ～ 128 の
整数で指定されます。超過バーストサイズはキロバイトで 1 ～ 128 の整数で指
定されます。超過バーストサイズは、適合バーストサイズと同様、またはそれ以
上でなければなりません。 

それぞれの結果について、可能なアクションは drop、set-cos-transmit、| 
set-sec-cos-transmit、set-dscp-transmit、set-prec-transmit、または 
transmit です。このシングルレート形式のポリスコマンドでは、適合アクショ
ンは送信を既定値に設定し、超過アクションは drop を既定値に設定、違反アク
ションも drop を既定値に設定します。これらのアクションは、スタイルが構成
された後、このコマンドとともに設定することができます。
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set-dscp-transmit については、<dscpval> の値が必要です。この値は、0～ 63
の整数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴される数字で指定されます
:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、be、cs0、cs1、

cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、ef。 
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set-prec-transmit については、IP Precedence 値が必要であり、0 ～ 7 の整数
で指定します。

形式  police-single-rate {<1-4294967295> <1-128> <1-128> 
conform-action {drop | set-cos-transmit <0-7> | 
set-sec-cos-transmit <0-7> | set-prec-transmit <0-
7> | set-dscp-transmit <0-63> | transmit} exceed-
action {drop | set-cos-transmit <0-7> | set-sec-
cos-transmit <0-7> | set-prec-transmit <0-7> | 
set-dscp-transmit <0-63> | transmit} [violate-
action {drop | set-cos-transmit <0-7> | set-sec-
cos-transmit <0-7> | set-prec-transmit <0-7> | 
set-dscp-transmit <0-63> | transmit}]}

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリスコマンドの 1 つのスタイル (simple、
singlerate、tworate) のみが、特定ポリシーの指定さ
れたクラスインスタンスで許可されます。

Policy Type  イン

Incompatibilities  Mark IP DSCP、Mark IP Precedence

11.2.13.39  police-two-rate

このコマンドは、指定されたクラスのトラフィックポリシースタイルを確立する
ために使われます。ポリスコマンドの 2 レート形式は、2 つのデータレートと 2
つのバーストサイズを使用し、次の 3つの結果が得られます :適合、超過、違
反。 初の 2 つのデータパラメータは、適合データレートとバーストサイズで
す。適合データレートはキロビット /秒 (Kbps) で指定され、1 ～ 4294967295 
の間の整数となります。適合バーストサイズはキロバイト (KB) で、1～ 128 の
整数で指定されます。適合バーストサイズはキロバイト (KB) で 1 ～ 128 の整
数で指定されます。次の 2 つのデータパラメータはピークデータレートとバース
トサイズです。ピークデータレートはキロビット / 秒 (Kbps) で指定され、1 ～
4294967295 の間の整数となります。ピークバーストサイズはキロバイト (KB) 
で、1 ～ 128 の整数で指定されます。ピークデータレートは、適合データレート
と同様、またはそれ以上でなければなりません。 

それぞれの結果について、可能なアクションは drop、set-cos-transmit、| 
set-sec-cos-transmit、set-dscp-transmit、set-prec-transmit、または 
transmit です。この 2レート形式のポリスコマンドでは、適合アクションは
transmit を既定値に設定し、超過アクションは drop を既定値に設定、違反アク
ションも drop を既定値に設定します。これらのアクションは、このコマンドと
ともに設定することができます。
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set-dscp-transmit については、<dscpval> の値が必要です。この値は、0～ 63
の整数、即ち以下のいずれかのキーワードにより象徴される数字で指定されます
:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、be、cs0、cs1、

cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、ef。 

set-prec-transmit については、IP Precedence 値が必要であり、0 ～ 7 の整数
で指定します。

形式  police-two-rate {<1-4294967295> <1-4294967295> <1-
128> <1-128> conform-action {drop | set-cos-
transmit <0-7> | set-sec-cos-transmit <0-7> | set-
prec-transmit <0-7> | set-dscp-transmit <0-63> | 
transmit} exceed-action {drop | set-cos-transmit 
<0-7> | set-sec-cos-transmit <0-7> | set-prec-
transmit <0-7> | set-dscp-transmit <0-63> | 
transmit} [violate-action {drop | set-cos-transmit 
<0-7> | set-sec-cos-transmit <0-7> | set-prec-
transmit <0-7> | set-dscp-transmit <0-63> | 
transmit}]}

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  ポリスコマンドの 1 つのスタイル (simple、
singlerate、tworate) のみが、特定ポリシーの指定さ
れたクラスインスタンスで許可されます。

Policy Type  イン

Incompatibilities  Mark IP DSCP、Mark IP Precedence

11.2.13.40  policy-map

このコマンドは、新規 DiffServ ポリシーを確立します。<policyname> パラメー
タは大文字小文字を区別します。英数字の文字列は 1 ～ 31 文字で、ポリシーを
一意的に識別するものです。ポリシーのタイプは着信または発信トラフィック方
向のいずれかに特有であり、{in | out} のパラメータで示されます。

メモ : ポリシータイプは、ポリシー定義の中でどの個別ポリシー属性コマンドが
有効であるかを指示します。 

メモ :CLI モードは、コマンドが正常に実行されると Policy-Map Config に変
わります。

形式  policy-map <policyname> <in | out>

モード  Global Config
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11.2.13.40.4  no policy-map. このコマンドは既存の DiffServ ポリシーを排除します。
<policyname> パラメータは既存の DiffServ ポリシーの名前です。このコマン
ドは随時発行することができます。現在、1 つ、または複数のインターフェース
サービスによってこのポリシーが参照されている場合、この削除は失敗します。

形式  no policy-map <policyname>

モード  Global Config

11.2.13.41  policy-map rename

このコマンドは DiffServ ポリシーの名前を変更します。<policyname> は既存
の DiffServ ポリシーの名前です。<newpolicyname> パラメータは大文字小文字
を区別します。英数字の文字列は 1～ 31 文字で、ポリシーを一意的に識別する
ものです。

形式  policy-map rename <policyname> <newpolicyname>

モード  Global Config

11.2.13.42  randomdrop

このコマンドは、アクティブキュー深度管理スキームを既定のテールドロップか
ら RED に変更します。 初の 2 つのパラメータは、バイトで指定された平均
キュー深度の 低および 高しきい値です。 低しきい値は 1 ～ 250000 の整数
です。 高しきい値は 1～ 500000 のしきい値ですが、 低しきい値と同様、ま
たはそれ以上でなければなりません。3つ目のデータパラメータは 高ドロップ
確立であり、0～ 100 の整数です。これは、平均キュー深度が 高しきい値に達
したときにパケットがドロップされる確立を示したものです。 

残りのパラメータはすべてオプショナルです。4つ目のパラメータはサンプリン
グレートで、平均深度計算のためにキューがサンプリングされる時間を示しま
す。マイクロセカンドで示されるサンプリングレートは、0～ 1000000 の整数で
す。既定値は 0 です ( つまりパケット当たりのサンプリング )。 後のパラ
メータは減少指数で、平均キューの長さ計算が時間を経てどれだけ速く減少する
かを示します。数値が高いほど、減少速度が速いことを意味します。この値は 0
～ 16 の整数で、既定値は 9 です。

注： 後の 2 つのパラメータ ( サンプリングレートと減少指数 ) は、こ
のコマンドで階層的に指定されます。つまり、減少指数 <0-16> 
の値を指定するには、まず <0-1000000> のサンプリングレートを
指定し、コマンドを正しく解釈させる必要があります。 
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形式  randomdrop <1-250000> <1-500000> <0-100> [<0-
1000000> [<0-16>]]

モード  Policy-classmap Config

Policy Type  アウト

11.2.13.43  shape average

このコマンドは、指定されたクラスについて平均レートトラフィック成形を確立
するために使用されます。これはキューによる過剰なトラフィックの遅延によ
り、クラスの約束された情報レートでの転送を制限します。約束される情報レー
トはキロビット /秒 (Kbps) で指定され、1 ～ 4294967295 の整数となります。

形式  shape average <1-4294967295>

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  この成形レートは、ポリシーが摘要されているイン
ターフェースの 高リンクデータレートを超過しては
なりません。

Policy Type  アウト

11.2.13.44  shape peak

このコマンドは、指定されたクラスのピークレートトラフィック成形を確立する
ために使用されます。これは、ダウンストリームネットワーク要素にドロップさ
れる可能性を含みながら、超過トラフィックを送信することにより、クラスの転
送が約束された情報レートを超過することを許可します。約束された情報レート
と、ピーク情報レートの、2つレートパラメータが使用されます。それぞれの
レートはキロビット /秒 (Kbps) で指定され、1～ 4294967295 の整数となりま
す。ピークレートは、約束されたレートと同様、またはそれ以上である必要があ
ります。    

注：キュー深度管理はテールドロップを既定値に設定しますが、
randomdrop コマンドは RED スキームを変更するために使用するこ
とができます。

注：キュー深度管理はテールドロップを既定値に設定しますが、
randomdrop コマンドは RED スキームを変更するために使用するこ
とができます。
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形式  shape peak <1-4294967295> <1-4294967295>

モード  Policy-classmap Config

Restrictions  この成形レートパラメータは、いずれもポリシーが摘
要されているインターフェースの 高リンクデータ
レートを超過してはなりません。

Policy Type  アウト

Incompatibilities  促進 ( すべての形式 )

11.2.14 サービスコマンド

'service' コマンドセットは DiffServ で以下を定義するために使用されます。

Traffic 
Conditioning  DiffServ トラフィック調整ポリシーを着信方向のイン

ターフェースに割り当てます ( ポリシーコマンドによ
り指定されたとおり )。

Service 
Provisioning  DiffServ サービスプロビジョニングポリシーを発信方

向のインターフェースに割り当てます ( ポリシーコマ
ンドにより指定されたとおり )。

このサービスコマンドは、定義されたポリシーを指向性インターフェースに追加
します。特定方向で、1 回に 1 つのポリシーだけを割り当てることができます。
ポリシータイプ ( イン、アウト ) は、追加されているインターフェース方向と
一致している必要があります。

このコマンドセットには、サービス追加 /削除が含まれます。

CLI コマンドルートは service-policy です。
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11.2.14.45  service-policy

このコマンドは、特定方向でインターフェースにポリシーを追加します。このコ
マンドは、 Interface Config モードでポリシーを特定インターフェースに追加
するために使用することができます。一方、このコマンドは、Global Config 
モードでこのポリシーをシステムインターフェースに追加するために使用するこ
とができます。方向値はインまたはアウトです。<policyname> パラメータは、
既存の DiffServ ポリシーの名前であり、タイプはインターフェース方向と一致
しなければなりません。このコマンドにより、サービスはポリシーに対する参照
を作成します。

形式  service-policy <in | out> <policymapname>

モード  Global Config ( す べ て の シ ス テ ム イ ン タ ー フ ェ ー ス に対し て )

Interface Config ( 特定の イ ン タ ー フ ェ ー ス に対し て )

Restrictions  1 回当たり、特定方向で 1つの特定インターフェース
に追加できるポリシーは 1 つのみです。

11.2.14.45.5  no service-policy. このコマンドは、インターフェースから特定方向のポ
リシーを切り離します。このコマンドは、Interface Config モードでポリシー
を特定インターフェースから切り離すために使用することができます。一方、こ
のコマンドは、Global Config モードで、このポリシーを現在接続されているシ
ステムインターフェースから切り離すために使用することができます。方向値は
インまたはアウトです。<policyname> パラメータは既存の DiffServ ポリシー
の名前です。このコマンドにより、サービスはポリシーに対する参照を削除しま
す。

注：このコマンドは、インターフェースにおける DiffServ を効果的に
有効化します ( 特定方向で )。DiffServ には個別のインター
フェース管理 'mode' コマンドはありません。

注：ポリシー定義内の属性がインターフェースの性能を上回った場合、
このコマンドは失敗します。ポリシーがインターフェースに正常
に追加されると、前述のインターフェース性能を違反する結果を
招くようなポリシー定義の変更を試みた場合、この変更は失敗に
終わります。

注：このコマンドは、インターフェースにおける DiffServ を効果的に
無効化します ( 特定方向で )。DiffServ には個別のインター
フェース管理 'mode' コマンドはありません。
11-38 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
形式  no service-policy <in | out> <policymapname>

モード  Global Config ( す べ て の シ ス テ ム イ ン タ ー フ ェ ー ス に対し て )

Interface Config ( 特定の イ ン タ ー フ ェ ー ス に対し て )

11.2.15 show Commands
'show' コマンドセットは、DiffServ で以下に関する構成およびステータス情報
を表示するために使用されます。

･ クラス

･ ポリシー

･ サービス

この情報は、概要または詳細形式で表示されます。ステータス情報は、DiffServ 
管理モードが有効な場合のみ表示されます。その他の場合は省略されます。

また、随時使用可能な、一般 DiffServ 情報の 'show' コマンドもあります。

11.2.15.46  show class-map

このコマンドは、指定されたクラスについて、すべての構成情報を表示します。
<classname> は既存の DiffServ クラスの名前です。

形式  show class-map <classname>

モード  Privileged EXEC お よ び User EXEC

クラス名が指定されている場合、以下のフィールドに表示されます :

Class Name  このクラスの名前です。

Class Type  クラスタイプ (all、any、acl) は、このクラスに対し
一致基準がどう評価されるかを示します。クラスタイ
プ all は、クラスに対して定義されたすべての一致基
準は同時に評価され、すべてクラス一致を示すために
真でなければなりません。タイプ any については、各
一致基準は順に評価され、クラス一致を示すために 1
つが真でなければなりません。クラスタイプ acl ルー
ルは混合で評価され、各 ACL ルールから派生したもの
はグループ化され、同時に評価されますが、ぞれぞれ
のグループ順に評価されます。

Match Criteria    一致基準フィールドは、構成された場合のみ表示され
ます。ユーザーに入力された順で表示されます。これ
らは、クラスタイプに基づいて評価されます。可能な
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一致基準フィールドは次の通りです :Class of 
Service、Destination IP Address、Destination 
Layer 4 Port、Destination MAC Address、Every、IP 
DSCP、IP Precedence、IP TOS、Protocol Keyword、
Reference Class、Source IP Address、Source Layer 
4 Port、Source MAC Address、COS、Secondary COS、、
VLAN、Secondary VLAN、Ethertype。

Values  このフィールドには、一致基準の値が表示されます。

Excluded  このフィールドは、この一致基準が除外されるかどう
かを示します。

クラス名が指定されていない場合、このコマンドは定義された DiffServ クラス
のすべてを表示します。以下のフィールドが表示されます。

Class Name  このクラスの名前です。(クラスが表示される順序は、
作成された順序とは限りません。)

Class Type  クラスタイプ (all、any、acl) は、このクラスに対し
一致基準がどう評価されるかを示します。クラスタイ
プ all は、クラスに対して定義されたすべての一致基
準は同時に評価され、すべてクラス一致を示すために
真でなければなりません。タイプ any については、各
一致基準は順に評価され、クラス一致を示すために 1
つが真でなければなりません。クラスタイプ acl ルー
ルは混合で評価され、各 ACL ルールから派生したもの
はグループ化され、同時に評価されますが、ぞれぞれ
のグループ順に評価されます。

ACL Number  ACL 番号は、クラスが作成されたときのクラス一致基
準を定義するために使用されます。このフィールドは、
クラスタイプが acl である場合のみ有効です。(ACL 
の内容は、クラスが作成されたときから変更されてい
る場合があります。)

Ref Class Name  既存の DiffServ クラスの名前であり、この一致条件
は指定されたクラス定義により参照されています。
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11.2.15.47  show diffserv

このコマンドは、現在の管理モード設定や、メイン DiffServ プライベート MIB 
テーブルにおける現在および 大行数などを含む DiffServ 一般ステータスグ
ループ情報を表示します。このコマンドはオプションを必要としません。

形式  show diffserv

モード  Privileged EXEC

DiffServ Admin 
Mode  DiffServ 管理モードの現在の値です。

Class Table Size  クラステーブルの現在のエントリ ( 行 ) 数です。

Class Table Max   クラステーブルで許可されている 大エントリ ( 行 ) 
です。

Class Rule Table 
Size  クラスルールテーブルの現在のエントリ ( 行 ) 数で

す。

Class Rule Table 
Max  クラスルールテーブルで許可されている 大エントリ 

( 行 ) です。

Policy Table 
Size  ポリシーテーブルの現在のエントリ ( 行 ) 数です。

Policy Table 
Max  ポリシーテーブルで許可されている 大エントリ ( 行

) です。

Policy Instance 
Table Size  ポリシーインスタンステーブルの現在のエントリ ( 行

) 数です。

Policy Instance 
Table Max  ポリシーインスタンステーブルで許可されている 大

エントリ ( 行 ) です。

Policy Attribute 
Table Size  ポリシー属性テーブルの現在のエントリ ( 行 ) 数で

す。

Policy Attribute 
Table Max  ポリシー属性テーブルで許可されている 大エントリ 

( 行 ) です。
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Service Table 
Size  サービステーブルの現在のエントリ ( 行 ) 数です。

Service Table 
Max  サービステーブルで許可されている 大エントリ ( 行

) です。

11.2.15.48  show policy-map

このコマンドは、指定されたポリシーについて、すべての構成情報を表示しま
す。<policyname> は既存の DiffServ ポリシーの名前です。

形式  show policy-map [policyname]

モード  Policy-classmap Config

Mark Secondary 
COS  発信パケットの 802.1p ヘッダで設定されたセカンダ

リ Class of Service 値を示します。これは、マーク
セカンダリ COS が指定されていない場合は表示されま
せん。

Conform COS  ポリスメトリックごとに適合パケットで取られるアク
ションです。

Conform 
Secondary COS  ポリスメトリックごとに、セカンダリ Class of 

Service に適合するパケットで取られるアクションで
す。

Exceed COS  ポリスメトリックごとに超過パケットで取られるアク
ションです。

Exceed 
Secondary COS  ポリスメトリックごとに、セカンダリ Class of 

Service に適合する超過パケットで取られるアクショ
ンです。

Non-Conform 
COS  ポリスメトリックごとに違反パケットで取られるアク

ションです。

Non-Conform 
Secondary COS  ポリスメトリックごとに、セカンダリ Class of 

Service に適合する違反パケットで取られるアクショ
ンです。
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Assign Queue  指定された QoS キューにトラフィックストリームを方
向付けます。これにより、トラフィック分類子は、対
応ハードウェアキューのうちどれが、クラスに属する
パケットの処理に使われるかを指定することができま
す。

Drop  到着時にパケットをドロップします。これは、特に同
じインターフェースに DiffServ と ACL が共存できな
い場合などに、DiffServ を使用してアクセス制御リス
トの操作をエミュレートする際に便利です。

Redirect   分類されたトラフィックストリームを指定の出口ポー
ト ( 物理または LAG) に強制的に方向付けます。これ
は、すべてのマークまたはポリスアクションに加えて
実行することができます。また、QoS キュー割り当て
に伴い指定することもできます。

ポリシー名が指定されている場合、以下のフィールドに表示されます :

Policy Name  このポリシーの名前です。

Type  ポリシータイプ、即ち着信または送信ポリシー定義で
す。

以下の情報は、このポリシーに関連付けられたクラスに対して繰り返されます (
実際に構成されているポリシー属性のみが表示されます )。

Class Name  このクラスの名前です。

Mark CoS  発信パケットの 802.1p ヘッダで設定された Class of 
Service 値を示します。これは、Mark COS が指定され
ていない場合は表示されません。

Mark IP DSCP  このクラスと一致するトラフィックの DSCP として使
用されるマーク / 再マークを示します。MARK IP の説
明が police-two-rate コマンドを使用して指定されて
いない場合、またはこのポリシーのクラスでポリスが
使用中の場合、これは表示されません。

Mark IP 
Precedence  このクラスと一致するトラフィックの IP Precedence 

として使用されるマーク / 再マークを示します。
Precedence の説明が police-two-rate コマンドを使
用して指定されていない場合、またはこのポリシーの
クラスで Mark DSCP またはポリスが使用中の場合、こ
れは表示されません。
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Policing Style  このフィールドは、もし使用されている場合はポリス
スタイル (simple、single rate、two rate) を示しま
す。

Committed Rate 
(Kbps)  このフィールドには、simple policing、single-rate 

policing、two-rate policing で使用されている約束
されたレートが表示されます。

Committed Burst 
Size (KB)  このフィールドには、simple policing、single-rate 

policing、two-rate policing で使用されている約束
されたバーストサイズが表示されます。

Excess Burst Size 
(KB)  このフィールドは、single-rate policing で使用され

ている超過バーストサイズを表示します。

Peak Rate 
(Kbps)  このフィールドは、two-rate policing で使用されて

いるピークレートを表示します。

Peak Burst Size 
(KB)  このフィールドは､two-rate policing で使用されてい

るピークバーストサイズを表示します。

Conform Action  ポリスパラメータに適合すると考えられるパケットに
おいて取られるアクションの現在の設定です。これは、
このポリシーのクラスでポリスが使用されていない場
合は表示されません。

Conform DSCP 
Value  このフィールドは、適合アクションが MARK DSCP の場

合、DSCP マーク値を示します。

Conform IP 
Precedence 
Value  このフィールドは、適合アクションが MARKPREC の場

合、IP Precedence マーク値を示します。

Exceed Action  ポリスパラメータに超過すると考えられるパケットに
おいて取られるアクションの現在の設定です。これは、
このポリシーのクラスでポリスが使用されていない場
合は表示されません。
11-44 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
Exceed DSCP 
value  このフィールドは、このアクションが MARK DSCP の場

合、DSCP マーク値を示します。

Exceed IP 
Precedence 
Value  このフィールドは、このアクションが MARKPREC の場

合、IP Precedence マーク値を示します。

Non-Conform 
Action  ポリスパラメータに適合しないと考えられるパケット

において取られるアクションの現在の設定です。これ
は、このポリシーのクラスでポリスが使用されていな
い場合は表示されません。

Non-Conform 
Action  このフィールドは、このアクションが MARK DSCP の場

合、DSCP マーク値を示します。

Non-Conform 
DSCP Value  このフィールドは、このアクションが MARKPREC の場

合、IP Precedence マーク値を示します。

Bandwidth   このフィールドは、予約されている帯域幅の 低量を
パーセントまたは Kbps で表示します。

Expedite Burst 
Size (KBytes)  このフィールドは、予約されている帯域幅の 大生成

量をパーセントまたは Kbps 形式で表示します。

Shaping 
Average  このフィールドは、平均成形が使用されているかどう

かを示します。CIR や PIR などのトラフィック成形基
準を構成するために使用されるパラメータに伴い、平
均またはピークレート成形が使用されているかどうか
を示します。これは、このポリシーのクラスで成形が
構成されていない場合は表示されません。

Shape Committed 
Rate (Kbps)  このフィールドは、平均またはピークレート成形が使

用されているかどうかを示します。成形の約束された
レートは Kbps で表示されます。
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Shape Peak Rate 
(Kbps)  このフィールドは、ピークレート成形が使用されてい

るかどうかを示します。成形ピークレートは Kbps で
表示されます。

Random Drop 
Minimum 
Threshold  このフィールドは、RED 小しきい値を示します。

キュー深度管理スキームが RED でないときは表示され
ません。

Random Drop 
Maximum 
Threshold  このフィールドは、RED 高しきい値を示します。

キュー深度管理スキームが RED でないときは表示され
ません。

Random Drop 
Maximum Drop 
Probability  このフィールドは、RED 高ドロップ確率を示します。

キュー深度管理スキームが RED でないときは表示され
ません。

Random Drop 
Sampling Rate  このフィールドは、RED サンプリングレートを示しま

す。キュー深度管理スキームが RED でないときは表示
されません。

Random Drop 
Decay Exponent  このフィールドは、RED 減少指数を示します。キュー

深度管理スキームが RED でないときは表示されませ
ん。
11-46 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
ポリシー名が指定されていない場合、このコマンドは定義された DiffServ ポリ
シーのすべてを表示します。以下のフィールドが表示されます。

Policy Name  このポリシーの名前です。(ポリシーが表示される順
序は、作成された順序とは限りません。)

Policy Type  ポリシータイプ、即ち着信または送信ポリシー定義で
す。

Class Members  このポリシーに関連付けられたすべてのクラス名リス
トです。

11.2.15.49  show diffserv service

このコマンドは、指定されたインターフェースと方向のポリシーサービス情報を
表示します。<slot/port> パラメータは、システムに対し有効な slot/port 番
号を指定します。方向パラメータは、重要なインターフェース方向を示します。

形式  show diffserv service <slot/port> <in | out>

モード  Privileged EXEC

DiffServ Admin 
Mode  DiffServ 管理モードの現在の設定です。追加されたポ

リシーは、DiffServ が有効モードにある場合のみ、イ
ンターフェースで有効となります。

Interface   スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Direction  このインターフェースサービスのトラフィックの方向
で、インまたはアウトです。

Operational 
Status  この DiffServ サービスインターフェースの現在の操

作ステータスです。

Policy Name  指示された方向でインターフェースに追加されたポリ
シーの名前です。

Policy Details  内容がポリシーマップ表示 <policymapname> コマンド
と同様である、追加ポリシーの詳細です ( 内容はここ
では省きます )。 
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11.2.15.50  show diffserv service brief

このコマンドは、DiffServ ポリシーが追加されたシステムのすべてのインター
フェースを表示します。方向パラメータはオプションです。指定されている場
合、指定された方向のサービスのみが表示されます。指定されていない場合、両
方向のサービス情報が表示されます。

形式  show diffserv service brief [in | out]

モード  Privileged EXEC

DiffServ Mode  DiffServ 管理モードの現在の設定です。追加されたポ
リシーは、DiffServ が有効モードにある場合のみ、イ
ンターフェースで有効となります。

以下の情報は、インターフェースと方向で繰り返されます ( 追加されたポリ
シーで構成されているインターフェースのみが表示されます )。 

Interface  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Direction   このインターフェースサービスのトラフィックの方向
で、インまたはアウトです。

OperStatus  この DiffServ サービスインターフェースの現在の操
作ステータスです。

Policy Name  指示された方向でインターフェースに追加されたポリ
シーの名前です。

11.2.15.51  show policy-map interface

このコマンドは、指定されたインターフェースと方向のポリシー本位の統計情報
を表示します。<slot/port> パラメータは、システムに対し有効なインター
フェースを指定します。方向パラメータは、重要なインターフェース方向を示し
ます。

このコマンドは、DiffServ 管理モードが有効な場合のみ許可されます。

形式  show policy-map interface <slot/port> <in | out>

Interface  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート
番号です。

Direction  このインターフェースサービスのトラフィックの方向
で、インまたはアウトです。
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Operational 
Status  この DiffServ サービスインターフェースの現在の操

作ステータスです。

Policy Name  指示された方向でインターフェースに追加されたポリ
シーの名前です。

Interface Offered 
Octets/Packets  定義された DiffServ 処理が適用される前に、指定さ

れた方向でこのサービスインターフェースに提供され
たオクテット /パケットの累計カウントです。

Interface 
Discardeed 
Octets/Packets  DiffServ 処理のために、何らかの理由で指定された方

向のサービスインターフェースから廃棄されたオク
テット /パケットの累計カウントです。

Interface Sent 
Octets/Packets  定義された DiffServ 処理が適用される前に、指定さ

れた方向でこのサービスインターフェースにより送信
されたオクテット / パケットの累計カウントです。こ
の場合、転送とは、データパスの次の機能要素に移さ
れたトラフィックストリームを意味します。スイッチ
ングやルーティング機能、または発信リンク送信要素
などが含まれます。

以下の情報は、このポリシー内の各クラスインスタンスに対し繰り返されます。

Class Name  このクラスインスタンスの名前です。

In Offered Octets/
Packets  定義された DiffServ 処理が適用される前に、このク

ラスインスタンスに提供されたオクテット / パケット
のカウントです。'in' 方向のみ表示されます。

In Discarded 
Octets/Packets  トラフィッククラスの DiffServ 処理のために、何ら

かの理由でこのクラスインスタンスから廃棄されたオ
クテット /パケットのカウントです。'in' 方向のみ表
示されます。

Tail Dropped 
Octets/Packets  通信キューからのテールドロップのために廃棄された

オクテット / パケットのカウントです。通常、トラ
フィック成形の影響によるものです。これらのカウン
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トは、すべてのプラットフォームで対応していない可
能性があります。'out' 方向のみ表示されます。

Random Dropped 
Octets/Packets  WRED アクティブキュー深度管理のために廃棄されたオ

クテット /パケットのカウントです。通常、トラ
フィック成形の影響によるものです。これらのカウン
トは、ポリシー属性にランダムドロップが含まれるク
ラスインスタンスに対してのみ適用可能であり、すべ
てのプラットフォームで対応していない可能性があり
ます。'out' 方向のみ表示されます。

Shape Delayed 
Octets/Packets  トラフィック成形のために遅延したオクテット /パ

ケットのカウントです。これらのカウントは、ポリ
シー属性に成形が含まれるクラスインスタンスに対し
てのみ適用可能であり、すべてのプラットフォームで
対応していない可能性があります。'out' 方向のみ表
示されます。

Sent Octets/
Packets   定義された DiffServ 処理が適用された後に、このク

ラスインスタンスに転送されたオクテット / パケット
のカウントです。この場合、転送とは、データパスの
次の機能要素に移されたトラフィックストリームを意
味します。スイッチングやルーティング機能、または
発信リンク送信要素などが含まれます。'out' 方向の
み表示されます。 

11.2.15.52  show service-policy

このコマンドは、指定された方向のすべてのインターフェースについて、ポリ
シー本位の統計情報を表示します。方向パラメータは、重要なインターフェース
方向を示します。 

このコマンドは、ルート反射クライアントを有効または無効にします。ルート反
射クライアントは、ルート反射に依存してそのルートを AS 全体に再公示しま
す。このフィールドの可能な値は  enable と disable です。

注：ここで表示されるカウンタは、すべてのプラットフォームで対
応しているとは限りません。サポートされているカウンタのみ
が、表示出力で表示されます。
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形式  show service-policy <in | out>

モード  Privileged EXEC

以下の情報は、各インターフェースと方向で繰り返されます ( 追加されたポリ
シーで構成されているインターフェースのみが表示されます )。

インターフェー
ス  スラッシュで区切られた有効なスロットおよびポート

番号です。

Dir  このインターフェースサービスのトラフィックの方向
で、インまたはアウトです。

Operational 
Status  この DiffServ サービスインターフェースの現在の操

作ステータスです。

Offered Packets  定義された DiffServ 処理が適用される前に、この
サービスのすべてのクラスインスタンスに提供された
パケットの合計数カウントです。これらはインター
フェースごと、方向ごとの総合的なカウントです。

Discarded 
Packets  DiffServ 処理のために、何らかの理由でこのサービス

のすべてのクラスインスタンスに廃棄されたパケット
の合計数カウントです。これらはインターフェースご
と、方向ごとの総合的なカウントです。

Sent Packets  定義された DiffServ 処理が適用される前に、この
サービスのすべてのクラスインスタンスに転送された
パケットの合計数カウントです。この場合、転送とは、
データパスの次の機能要素に移されたトラフィックス
トリームを意味します。スイッチングやルーティング
機能、または発信リンク送信要素などが含まれます。
これらはインターフェースごと、方向ごとの総合的な
カウントです。

Policy Name  インターフェースに追加されたポリシーの名前です。

注：ここで表示されるカウンタは、すべてのプラットフォームで対
応しているとは限りません。サポートされているカウンタのみ
が、表示出力で表示されます。
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11.3 Class of Service (CoS) コマンド

この章では、ソフトウェアプラット QoS CoS コマンドに関する詳細説明を提供
しています。以下のコマンドは、ソフトウェア QOS モジュールで使用可能です。

コマンドは異なる機能性グループに分けられます :

･ 構成コマンドは、スイッチの機能やオプションを構成するために使用されま
す。各構成コマンドについて、構成設定を表示する表示コマンドが存在しま
す。

･ 表示コマンドは、デバイス設定、統計、その他の情報を表示するために使用
されます。 

11.3.16 classofservice dot1p-mapping

このコマンドは、802.1p 優先順位を内部トラフィッククラスにマップします。
userpriority と trafficclass はいずいれも 0 ～ 7 の範囲ですが、実際に使用
可能なトラフィッククラスの数はプラットフォームにより異なります。このコマ
ンドの 'no' 形式はサポートされていません。

形式  classofservice dot1p-mapping <userpriority> 
<trafficclass>

モード  Global Config
Interface Config

11.3.17 classofservice ip-dscp-mapping

このコマンドは、IP DSCP 値を内部トラフィッククラスにマップします。ipdscp 
の範囲は 0-63、trafficclass の範囲は 0-7 ですが、実際に使用可能なトラ
フィッククラスの数はプラットフォームにより異なります。このコマンドの 
'no' 形式はサポートされていません。

形式  classofservice ip-dscp-mapping <ipdscp> 
<trafficclass>

モード  Global Config 
Interface Config

注：選 nterface Config ・モードはシングルインターフェースのみに影
響します。"Global Config" モード設定はすべてのインターフェー
スに影響します。
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11.3.18 classofservice ip-precedence-mapping

このコマンドは、IP Precedence 値を内部トラフィッククラスにマップします。
ipprecedence と trafficclass はいずいれも 0 ～ 7 の範囲ですが、実際に使用
可能なトラフィッククラスの数はプラットフォームにより異なります。このコマ
ンドの 'no' 形式はサポートされていません。

形式  classofservice ip-precedence-mapping 
<ipprecedence> <trafficclass>

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.19 classofservice trust

このコマンドは、Class of Service のインターフェース信頼モードを設定しま
す。モードは Dot1p (802.1p)、IP Precedence、IP DSCP パケットマーキングの
いずれかを信頼するよう設定することができます。 

形式  classofservice trust <dot1p/ip-precedence/ip-dscp>

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.19.53  no classofservice trust

このコマンドは、信頼できないインターフェースモードを設定します。

形式  no classofservice trust

モード  Global Config
Interface Config

11.3.20 cos-queue max-bandwidth

このコマンドは、各インターフェースキューの 大転送帯域幅制限を指定しま
す。レート成形とも呼ばれ、これには転送トラフィックレートが抑制されないよ
うに、一時的にトラフィックバーストを潤滑化する効果があります。インター
フェースごとに対応可能なキューの合計数は、プラットフォームにより異なりま
す。 

形式  cos-queue max-bandwidth <bw-0> <bw-1> … <bw-n>

モード  Global Config

  Interface Config
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11.3.21 cos-queue max-bandwidth

このコマンドは、各キューの 大帯域幅の既定値をリセットします。

形式  cos-queue max-bandwidth

モード  Global Config
Interface Config

11.3.22 cos-queue min-bandwidth

このコマンドは、各インターフェースキューの 低転送帯域幅保証を指定しま
す。インターフェースごとに対応可能なキューの合計数は、プラットフォームに
より異なります。 

形式  cos-queue min-bandwidth <bw-0> <bw-1> … <bw-n>

モード  Global Config
Interface Config

11.3.22.54  no cos-queue min-bandwidth

このコマンドは、各キューの 低帯域幅の既定値をリセットします。

形式  no cos-queue min-bandwidth

モード  Global Config
Interface Config

11.3.23 cos-queue random-detect

このコマンドは、インターフェースにおける指定された各キューの Weighted 
Random Early Discard (WRED) を有効化します。特定の WRED パラメータは、
'random-detect queue-parms' および 'random-detect exponential-weighting-
constant' コマンドを使用して構成されます。 

形式  cos-queue random-detect <queue-id-1> [<queue-id-2> 
… <queue-id-n>]

モード  Global Config
Interface Config

11.3.23.55  no cos-queue random-detect

このコマンドは、WRED を無効化することにより、インターフェースにおいて指
定されたキューに対し、既定のテールドロップ操作を復活させます。
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形式  no cos-queue random-detect <queue-id-1> [<queue-
id-2> … <queue-id-n>]

モード  Global Config
Interface Config

11.3.24 cos-queue strict

このコマンドは、指定された各キューに対し、厳密な優先順位スケジューラを有
効化します。 

形式  cos-queue strict <queue-id-1> [<queue-id-2> … 
<queue-id-n>]

モード  Global Config

  Interface Config

11.3.24.56  no cos-queue strict

このコマンドは、指定された各キューに対し、既定の加重スケジューラを復元し
ます。

形式  no cos-queue strict <queue-id-1> [<queue-id-2> … 
<queue-id-n>]

モード  Global Config

  Interface Config

11.3.25 random-detect

このコマンドは、インターフェース全体に対して WRED を有効化し、プレキュー 
WRED 稼動制御がデバイスによりサポートされていない場合のみ利用可能となり
ます。特定の WRED パラメータは、'random-detect queue-parms' および 
'random-detect exponential-weighting-constant' コマンドを使用して構成さ
れます。 

形式  random-detect

モード  Global Config

  Interface Config

11.3.25.57  no random-detect

このコマンドは、WRED を無効化することにより、インターフェースにおいてす
べてのキューに対し、既定のテールドロップ操作を復活させます。

形式  no random-detect
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モード  Global Config

  Interface Config

11.3.26 random-detect exponential-weighting-constant

このコマンドは、インターフェースの WRED 平均キュー深度計算で使用される減
少指数を設定します。 

形式  random-detect exponential-weighting-constant <1-
15>

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.26.58  no random-detect exponential-weighting-constant

このコマンドは既定値にリセットします。

形式  no random-detect exponential-weighting-constant

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.27 random-detect queue-parms

このコマンドは、キューによりサポートされている各ドロップ Precedence レベ
ルに対し、WRED パラメータを設定します。キュードロップ Precedence レベル
の実際数はプラットフォームにより異なります。このコマンドの 'no' 形式を使
用すると、キュー WRED パラメータの既定値に戻ります。

形式  random-detect queue-parms <queue-id-1> [<queue-id-
2> … <queue-id-n>] min-thresh <0-16> <0-16> <0-16> 
max-thresh <min-16> <min-16> <min-16> drop-prob-
scale <1-15> <1-15> <1-15>

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.27.59  no random-detect queue-parms
形式  no random-detect queue-parms <queue-id-1> [<queue-

id-2> … <queue-id-n>]

モード  Global Config 
Interface Config
11-56 Quality of Service (QoS) コマンド

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
11.3.28 tail-drop queue-parms

このコマンドは、キューによりサポートされている各ドロップ Precedence レベ
ルに対し、テールドロップしきい値パラメータを設定します。キュードロップ 
Precedence レベルの合計数はプラットフォームにより異なります。このコマン
ドの 'no' 形式を使用すると、キューのテールドロップしきい値 WRED パラメー
タの既定値に戻ります。

形式  tail-drop queue-parms <queue-id-1> [<queue-id-2> … 
<queue-id-n>] threshold <0-16> <0-16> <0-16> 

no tail-drop queue-parms <queue-id-1> [<queue-id-
2> … <queue-id-n>] 

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.29 traffic-shape

このコマンドは、インターフェース全体の 大転送帯域幅制限を指定します。
レート成形とも呼ばれ、これには転送トラフィックレートが抑制されないよう
に、一時的にトラフィックバーストを潤滑化する効果があります。このコマンド
の 'no' 形式を使用すると、既定のインターフェース成形レート値に戻ります。

形式  traffic-shape <bw>

no traffic-shape

モード  Global Config 
Interface Config

11.3.30 show classofservice dot1p-mapping

このコマンドは、特定のインターフェースに対し、内部トラフィッククラスへの
現在の Dotlp (802.1p) 優先順位マッピングを表示します。スロット / ポートパ
ラメータはオプションで、独立したポートごとの Class of Service マッピング
に対応しているプラットフォームでのみ有効です。指定されている場合、イン
ターフェースの 802.1p マッピングテーブルが表示されます。省略されている場
合、 近の Global Config 設定が表示されます。

形式  show classofservice dot1p-mapping [slot/port]

モード  Privileged EXEC

以下の情報は、各ユーザー優先順位に対して繰り返されます。
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User Priority  802.1p ユーザー優先順位値です。

Traffic Class  ユーザー優先順位値がマップされているトラフィック
クラスの内部キュー識別子です。

11.3.31 show classofservice ip-precedence-mapping

このコマンドは、特定のインターフェースに対し、内部トラフィッククラスへの
現在の IP Precedence マッピングを表示します。スロット / ポートパラメータ
はオプションで、独立したポートごとの Class of Service マッピングに対応し
ているプラットフォームでのみ有効です。指定されている場合、インターフェー
スの IP Precedence マッピングテーブルが表示されます。省略されている場合、

近の Global Config 設定が表示されます。

形式  show classofservice ip-precedence-mapping [slot/
port]

モード  Privileged EXEC

以下の情報は、各ユーザー優先順位に対して繰り返されます。

IP Precedence   IP Precedence 値です。

Traffic Class  IP Precedence 値がマップされているトラフィックク
ラスの内部キュー識別子です。
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11.3.32 show classofservice trust

このコマンドは、特定のインターフェースに関する現在の信頼モード設定を表示
します。スロット / ポートパラメータはオプションで、独立したポートごとの 
Class of Service マッピングに対応しているプラットフォームでのみ有効です。
指定されいている場合、インターフェースのポート信頼モードが表示されます。
省略されている場合、システム内の各インターフェースのポート信頼モードが表
示されます。プラットフォームが独立したポートごとの Class of Service マッ
ピングに対応していない場合、出力はすべてのインターフェースで使用されてい
る、システム全体のポート信頼モードを表します。

形式  show classofservice trust [slot/port]

モード  Privileged EXEC

Non-IP Traffic 
Class  非 IP トラフィックで使用されているトラフィックク

ラスです。これは、COS 信頼モードが 'trust ip-
dscp' または 'trust ip-precedence' に設定されてい
る場合にのみ表示されます。

Untrusted Traffice 
Class  すべての信頼できないトラフィックで使用されている

トラフィッククラスです。これは、COS 信頼モードが 
'untrusted' に設定されている場合のみ表示されます。

11.3.33 show interfaces cos-queue

このコマンドは、指定されたインターフェースの Class of Service キュー構成
を表示します。スロット / ポートパラメータはオプションで、独立したポートご
との Class of Service マッピングに対応しているプラットフォームでのみ有効
です。指定されている場合、インターフェースの Class of Service 構成が表示
されます。省略されている場合、 近の Global Config 設定が表示されます。

形式  show interfaces cos-queue [slot/port]

モード  Privileged EXEC

Interface  インターフェースのスロット / ポートを表示します。
Global Config が表示されている場合、この出力行は 
Global Config の表示で置き換えられます。

Intf Shaping 
Rate  インターフェース全体の 大転送帯域幅制限を指定し

ます。インターフェースで有効な、キューごとの 大
帯域幅値とは無関係です。これは構成済みの値です。
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Queue Mgmt 
Type  このインターフェースのすべてのキューで使用されて

いるキュー深度管理テクニックであり、テールドロッ
プまたは Weighted Random Early Discard (WRED) の
いずれかです。これは構成済みの値です。

WRED Decay 
Exponent  Weighted Random Early Discard (WRED) 平均キュー長

の計算減少指数です。これは構成済みの値です。

以下の情報は、インターフェースの各キューで繰り返されます。

Queue IdQueue 
identification 
number  インターフェースは n キュー (0 ～ n-1) をサポート

しています。特定の n 値はプラットフォームにより異
なります。

Minimum 
Bandwidth  キューに対し保証されている 小転送帯域幅で、パー

セントで表示されます。0 の値は、帯域幅が保証され
ておらず、キューは 善努力式で稼動することを意味
します。これは構成済みの値です。

Maximum 
Bandwidth  キューに対し制限されている 大転送帯域幅で、パー

セントで表示されます。0 の値は、上限が指定されて
おらず、キューはインターフェースの任意、またはす
べての帯域幅を使用することができます。これは構成
済みの値です。

Scheduler Type  このキューが、厳密な優先順位、または加重スキーム
を使用した転送の対象となっているかどうかを示しま
す。これは構成済みの値です。

Queue Mgmt 
Type  このキューで使用されているキュー深度管理テクニッ

クであり、テールドロップまたは Weighted Random 
Early Discard (WRED) のいずれかです。これは構成済
みの値です。
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11.3.34 show interfaces random-detect

このコマンドは、指定されたインターフェースに対し、各キューの対応ドロップ
優先順位レベルの Weighted Random Early Discard (WRED) 構成を表示します。
スロット /ポートパラメータはオプションで、独立したポートごとの Class of 
Service マッピングに対応しているプラットフォームでのみ有効です。指定され
ている場合、インターフェースの Class of Service WRED 構成が表示されます。
省略されている場合、 近の Global Config 設定が表示されます。

形式  show interfaces random-detect [slot/port]

モード  Privileged EXEC

Interface  インターフェースのスロット / ポートを表示します。
Global Config が表示されている場合、この出力行は 
Global Config の表示で置き換えられます。

以下の情報は、インターフェースの各キューで繰り返されます。

Queue Id  キューの ID 番号です。インターフェースは n キュー 
(0 ～ n-1) をサポートしています。番号 n はプラット
フォームにより異なり、サポートされているキュー (
トラフィッククラス ) に対応しています。

以下の情報は、前述のキュー ID について定義された各ドロップ優先順位レベル
で繰り返されます。

Drop Precedence 
Level  このキューのドロップ優先順位レベルは 1 ～ p です。

特定の p 値はプラットフォームにより異なります。

WRED Minimum 
Threshold  このドロップ優先順位レベルの WRED 低しきい値は、

全体のデバイスキューサイズの 16 分の 1で表示されま
す ( 例 : 0/16、1/16、2/16 ﾉ、16/16)。これは構成済
みの値です。

WRED Maximum 
Threshold  このドロップ優先順位レベルの WRED 大しきい値は、

全体のデバイスキューサイズの 16 分の 1で表示されま
す ( 例 : 0/16、1/16、2/16 ﾉ、16/16)。これは構成済
みの値です。

WRED Drop 
Probability 
Scale  WRED ドロップ確立目盛は、整数で表示されます。この

値 S は、平均キュー長が 大しきい値に達すると、
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WRED により (2**S) パケットごとに 1 つのパケットが
ドロップされるよう指定します。これは構成済みの値
です。

11.3.35 show interfaces tail-drop-threshold

このコマンドは、指定されたインターフェースに対し、各キューの対応ドロップ
優先順位レベルのテールドロップしきい値構成を表示します。スロット /ポート
パラメータはオプションで、独立したポートごとの Class of Service マッピン
グに対応しているプラットフォームでのみ有効です。指定されている場合、イン
ターフェースのテールドロップ構成が表示されます。省略されている場合、 近
の Global Config 設定が表示されます。

形式  show interfaces tail-drop-threshold [slot/port]

モード  Privileged EXEC

Interface  インターフェースのスロット / ポートを表示します。
Global Config が表示されている場合、この出力行は 
Global Config の表示で置き換えられます。

以下の情報は、インターフェースの各キューで繰り返されます。

Queue Id  キューの ID 番号です。インターフェースは n キュー 
(0 ～ n-1) をサポートしています。番号 n はプラット
フォームにより異なり、サポートされているキュー (
トラフィッククラス ) に対応しています。

以下の情報は、前述のキュー ID について定義された各ドロップ優先順位レベル
で繰り返されます。

Drop 
Precedence   このキューのドロップ優先順位レベルは 1 ～ p です。

特定の p 値はプラットフォームにより異なります。

Tail Drop 
Threshold  このドロップ優先順位レベルのテールドロップしきい

値は、全体のデバイスキューサイズの 16 分の 1で表示
されます ( 例 : 0/16、1/16、2/16 ﾉ、16/16)。これは
構成済みの値です。
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第 12 章
スイッチスタックの管理

この章では、Release 4.0.0 を実行している FSM7328S または FSM7352S スイッ
チの概念と推奨される操作手順について説明しています。以下のセクションが含
まれます。

･ スタックの初期インストールとパワーアップ

･ スタックからユニットを取り外す

･ 操作中のスタックにユニットを追加する

･ スタックメンバーを新しいユニットと交換する

･ スタックメンバーの番号を付け直す

･ マスターをスタック内の別のユニットへ移動する

･ スタックからマスターユニットを取り外す

･ 2 つの操作可能スタックを統合する

･ 事前構成

･ ファームウェアのアップグレード

･ 構成とファームウェアアップグレードとの統合

12.1 スイッチスタックを理解する

スイッチスタック は、スタッキングポートで接続された 8 つの Ethernet ス
イッチです。スイッチの 1 つがスタックの動作を制御する役割を持ち、このユ
ニットはスタックマスターと呼ばれています。スタックマスター とスタックに
含まれるその他のスイッチはスタックメンバー と呼ばれます。スタックメン
バーはスタッキング技術を駆使して、一体化システムとして働きます。レイヤー 
2 とレイヤー 3 プロトコルは、スイッチスタック全体をネットワーク上で 1 つ
のエントリとして現します。

スタックマスターはスタック全体の管理を行うポイントとなります。スタックマ
スターから以下を設定することができます :

･ すべてのスタックメンバーに適用するシステムレベル ( グローバル ) 機能。

･ スタックメンバーのすべてのインターフェースに対するインターフェースレ
ベル機能。
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スイッチスタックは、ネットワーク上でネットワーク IP アドレスにより識別さ
れます。ネットワーク IP アドレスは、スタックマスターの MAC アドレスに基
づき割り当てられます。各スタックメンバーは、独自のスタックメンバー番号 
に基づき識別されます。

すべてのスタックメンバーは、スタックマスターとなることができます。スタッ
クマスターが利用不可能となった場合、残りのスタックメンバーが、新しいス
タックマスターの選出に加わります。様々な要素をもとに、新たなスタックマス
ターが選出されます。こうした要素には、以下が含まれます :

1. マスターであるスイッチは常にマスターの役割を維持する優先権がありま
す。

2. 割り当てられた優先順位。

3. MAC アドレス。

(1) によりマスターが選択できない場合、(2) が使用されます。(2) でもスタッ
クマスターが決まらない場合、(3) が使用されます。

スタックマスターには、スイッチスタックのために保存され、実行中の構成ファ
イルが含まれます。構成ファイルには、スイッチスタックに対するシステムレベ
ルの設定と、すべてのスタックメンバーに対するインターフェースレベルの設定
が含まれます。各スタックメンバーは保存されたファイルのコピーをバックアッ
プ用に維持します。

マスターがスタックから削除され、別のメンバーがマスターとして選出される
と、保存された構成から実行されます。

これらの方法を使って、スイッチスタックを管理することができます :

･ スタック Web インターフェース

･ マスターのコンソールポートとのシリアル接続にコマンドラインインター
フェース (CLI) を使用

･ Simple Network Management Protocol (SNMP) を通したネットワーク管理ア
プリケーション

12.1.1 スイッチスタックのメンバーシップ

スイッチスタックには、 高で 8 つのスタックメンバーがスタッキングポート
を通して接続されています。スイッチスタックには、常に 1 つのスタックマス
ターが存在します。
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スタンドアロンスイッチとは、スタックマスターとして操作する 1 つのスタッ
クメンバーで構成されたスイッチスタックを指します。1 つのスタンドアロンス
イッチを他のスイッチと接続し、2 つのスタックメンバーを含むスイッチスタッ
クを作成することもできます。この場合、どちらかがスタックマスターとなりま
す。また、スタンドアロンスイッチを既存のスイッチスタックに接続し、スタッ
クメンバーシップを増加することもできます。

あるスタックメンバーを全く同じモデルと交換し、新しいスイッチが古いスイッ
チと同じメンバー番号を使用した場合、新しいスイッチは古いスイッチと全く同
じ構成で機能します。スイッチスタックの事前構成に関する利点は、セクション
12-16 事前構成を参照してください。

スイッチスタックの動作は、スタックメンバーを取り外したり、パワーオン･ス
タンドアロンスイッチやスイッチスタックを追加したりしない限り、メンバー
シップ変更時にも中断されることなく続行します。

･ パワーオンスイッチの追加 ( 統合 ) により、統合されたスイッチスタック
のメンバーが自らの中からスタックメンバーを選出します。再選出されたス
タックマスターはその役割と構成を維持します。スタックメンバーも同様で
す。以前のスタックメンバーも含め、残りのすべてのスイッチは、スタック
メンバーとしてスイッチスタックにリロードされ、これに追加されます。こ
れらのメンバーのスタックメンバー番号は低い番号に変わり、再選出された
スタックマスターのスタック構成を使用します。このため、2 つの電源の
入ったタックを統合する場合、どちらのユニットがスタックマスターとな
り、どの構成が使用されるのかをコントロールすることはできません。これ
らの理由から、電源の入ったスイッチを既存の操作中スタックに追加する前
に、必ず電源をお切りください。

･ 電源の入ったスタックメンバーを取り外すと、スイッチスタックが 2 つ、
またはそれ以上のスイッチスタックに分割 ( パーティション ) され、それ
ぞれが同じ構成を持つようになります。ただし、正しく配線されていれば、
スイッチスタックは分割されません。

- スイッチスタックが分割され、スイッチスタックを分かれたままに維持
したい場合は、IP アドレスまたは新たに作成されたスイッチスタックの
アドレスを変更してください。

- スイッチスタックを分割したくない場合 :

･ 新たに作成されたスイッチスタックの電源を切ります。

･ これらを、スタッキングポートを通して本来のスイッチスタックに再
接続します。

･ スイッチの電源を入れます。
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12.1.2 スイッチスタックの配線

図 12- 10 と 図 12- 11 は、個別スイッチが接続され、スタックを形成する様子を
示しています。通常のカテゴリ 5 Ethernet 8 ワイヤーケーブルを使用します。 

図 12- 10

図 12- 11

FSM73285

FSM73285

FSM73285

ポート 27 と
下図のように
接続します

ポート 28 を

ポート 28

FSM73525

FSM73525

FSM73525

ポート 51 と 52 を
下図のように
接続します ポート 51

ポート 52
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12.1.3 スタックマスターの選出と再選出

スタックマスターは、下記の要素に基づき、以下に記載された順序で選出および
再選出されます :

1. 現在のスタックマスター

2. 高のスタックメンバー優先順位を持つスイッチ

3. 高い MAC アドレスを持つスイッチ

以下のようなイベントが発生しない限り、スタックマスターはその役割を維持し
ます :

･ スタックマスターがスイッチスタックから削除された。

･ スタックマスターはリセットされるか、電源がオフになる。

･ スタックマスターに障害が発生した。

･ 電源の入ったスタンドアロンスイッチやスイッチスタックが追加されたこと
により、スイッチスタックメンバーシップが増加した。

マスターが再選出されると、新しいスタックマスターが数秒後に利用可能となり
ます。一方で、スイッチスタックはメモリ内の転送テーブルを使用してネット
ワークの混乱を 低限にとどめます。その他の利用可能なスタックメンバーの物
理インターフェースは、新しいスタックマスターが選択されても影響を受けませ
ん。

新しいスタックマスターが選択されると、古いスタックマスターが利用可能と
なっても、スタックマスターとしての役割を再開することはありません。

12.1.4 スタックメンバー番号

スタックメンバー番号 (1 ～ 8) は、スイッチスタックの各メンバーを識別しま
す。また、メンバー番号はスタックメンバーが使用するインターフェースレベル
の構成を決定します。show switch user EXEC コマンドを使用して、スタックメ
ンバー番号を表示することができます。

注：Netgear は、スタックマスターとしてふさわしいスイッチに高
い優先順位を割り当てることを推奨します。こうすることで、
再選出が行われた際に、スイッチがスタックマスターとして再
選出されることを保証します。
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新しい、デフォルトのスイッチ ( まだスイッチスタックに参加していない、ま
たは手動でスタックメンバー番号を割り当てられていない ) は、既定のスタッ
クメンバー番号 1 で出荷されます。これがスイッチスタックに追加されると、
規定のスタックメンバー番号は、スタック内の利用可能な 低メンバー番号に変
更されます。

同じスイッチスタック内のスタックメンバーは、同じスタックメンバー番号を持
つことはできません。スタンドアロンスイッチを含め、各スタック番号は、手動
で番号を変更されたり、番号がスタック内のほかのメンバーに使用されたりしな
い限り、同じメンバー番号を維持します。

セクション 12.7.16, スタックメンバーの番号を付け直すと セクション
12.7.17, マスターをスタックの別のユニットに移動する を参照してください。

12.1.5 スタックメンバーの優先順位

ユーザーがスタックのマスターを変更したい場合、スタックメンバーの優先順位
を変更することができます。以下のコマンドを使用し、スタックメンバーの優先
順位を変更してください ( このコマンドは Global Congif モードです ):

switch unit priority value

12.1.6 スイッチスタック オフライン構成

オフライン構成機能を使用して、新規スイッチをスイッチスタックに追加する前
に、まず事前構成 ( 構成の提供 )を行うことができます。スタックメンバー番
号、スイッチタイプ、および現在スタックに含まれていないスイッチに関連した
インターフェースを事前に構成することができます。

セクション 12.7.20, 事前構成を参照してください。

12.1.6.1  事前構成されたスイッチをスイッチスタックに追加する効果

事前構成されたスイッチをスイッチスタックに追加すると、スタックは事前構成
された構成、または既定の構成に適用されます。表 12- 15 は、スイッチスタッ
クが事前構成と新しいスイッチを比較した際に起こるイベントを一覧表示してい
ます。
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12.1.7 スイッチスタックで事前構成されたスイッチを置き換える
ことの効果

スイッチスタックで事前構成されたスイッチが故障し、スタックから取り外さ
れ、別のスイッチと交換されると、スタックは事前構成または既定の構成をこれ
に適用します。スイッチスタックが構成を事前構成スイッチと比較する際に起こ
るイベントは、セクション 12.1.6.1, 事前構成されたスイッチをスイッチス
タックに追加する効果 で説明されているものと同じです。

表 12- 15. 事前構成と新しいスイッチとの比較結果 

状況 結果

スタックメンバーとスイッチタイプが一致し
ます。
･ 事前構成スイッチのスタックメンバー番号
が、スタックの構成のスタックメンバー番
号と一致します

･ 事前構成スイッチのスイッチタイプが、ス
タックの構成のスイッチタイプと一致しま
す

スイッチスタックは事前構成された新しいス
イッチに構成を適用し、これをスタックに追
加します。

スタックメンバー番号は一致するが、スイッ
チタイプが一致しません。
･ 事前構成スイッチのスタックメンバー番号
が、スタックの構成のスタックメンバー番
号と一致します

･ ただし、事前構成スイッチのスイッチタイ
プが、スタックの構成のスイッチタイプと
一致しません

･ スイッチスタックは事前構成された新しい
スイッチに既定の構成を適用し、これをス
タックに追加します。

･ 事前構成されたスイッチの構成は、新しい
情報を反映するよう変更されます。

スタックメンバー番号が構成の中に見つかり
ません。

･ スイッチスタックは新しいスイッチに既定
の構成を適用し、これをスタックに追加し
ます。

･ 事前構成情報は、新しい情報を反映するよ
う変更されます。

事前構成されたスイッチのスタックメンバー
番号が構成の中に見つかりません。

スイッチスタックは事前構成された新しいス
イッチに既定の構成を適用し、これをスタッ
クに追加します。
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12.1.8 スイッチスタックから事前構成されたスイッチを削除する
ことの効果

スイッチスタックから事前構成されたスイッチを削除する場合、削除されるス
タックメンバーに関連付けられた構成は、構成情報として実行中の構成に残りま
す。構成を完全に削除するには、no member unit_number  を使用します ( これ
はスタッキング構成モードにあります )。

12.2 スイッチスタックソフトウェアの互換性に関する推奨

すべてのスタックメンバーは、スタックメンバー同士の互換性を維持するため、
同じソフトウェアバージョンを実行する必要があります。スタックマスターを含
め、すべてのスタックメンバーのソフトウェアバージョンは同じである必要があ
ります。こうすることで、スタックメンバー同士のスタックプロトコルバージョ
ンの完全な互換性が確保されます。

スタックメンバーがスタックマスターと異なるソフトウェアバージョンを実行し
ている場合、このスタックメンバーはスタックに参加することができません。
show switch コマンドを使用して、スタックメンバーとソフトウェアバージョン
を表示してください。セクション 12.7.23, コードの不一致 を参照してくださ
い。

12.3 未対応ソフトウェアとスタックメンバーのイメージアッ
プグレード

未対応ソフトウェアイメージのあるスイッチは、archive download-sw xmodem | 
ymodem | zmodem | tftp://ip/filepath/filename コマンドを使用してアップグ
レードすることができます ( これはスタッキング構成モードにあります )。この
コマンドは、既存のスタックメンバーから未対応ソフトウェアを持つメンバー
へ、ソフトウェアイメージをコピーします。このスイッチは自動的に再ロードさ
れ、完全に機能するメンバーとしてスタックに追加されます。
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12.4 スイッチスタック構成ファイル

構成ファイルには、スタックや個別メンバーの操作を定義するすべてのグローバ
ルおよびインターフェース別の設定を記録しています。save config コマンドが
発行されると、すべてのスタックメンバーは構成設定を保存します。スタックマ
スターが使用不可能になると、スタックマスターの役割を果たすことができるそ
の他のスタックメンバーが、保存された構成ファイルを利用して作動します。

新しいデフォルトのスイッチがスイッチスタックに追加されると、スイッチス
タックのシステムレベルの設定が使用されます。ただし、このシステムレベル構
成を保存したい場合、save config コマンドを発行する必要があります。

コピーコマンドを使用し、スタンドアロンスイッチ構成と同じ方法でスタック構
成をバックアップし、リストアします。

12.5 スイッチスタック管理の接続性

スイッチスタックとスタックメンバーインターフェースは、スタックマスターを
通して管理します。Web インターフェース、CLI、SNMP を使用することができま
す。スタックメンバーは、個別スイッチベースで管理することはできません。

12.5.9 コンソールポートを通じたスイッチスタックへの接続性

スタックマスターのコンソールポートを通してのもい、スタックマスターに接続
することができます。

12.5.10 Telnet を通じたスイッチスタックへの接続性

スタックの IP アドレスへの Telnet 通信を通して、スタックマスターへ接続す
ることができます。

12.6 スイッチスタック構成の状況

表 12- 16 は、スイッチスタック構成の状況を提供しています。ほとんどの状況
では、少なくとも 2 つのスイッチがスタッキングポートを通して接続されてい
ることを想定しています。
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表 12- 16. スイッチスタック構成の状況 

状況 結果

既存のスタックメンバーにより決定されたス
タックマスターの選択。
メモ : これは推奨されません。
･ 2 つの電源の入ったスイッチを、スタッキ
ングポートを通してスタックします。

2 つのスタックマスターのうち、1 つだけが
新しいスタックマスターとなります。その他
のスタックメンバーはスタックマスターには
なれません。

スタックメンバーの優先順位により決定され
たスタックマスターの選出。
･ 2 つのスイッチを、スタッキングポートを
通して接続します。

･ switch stack-member-number priority new-
priority-number  Global Config コマンド
を使用して、1 つのスタックメンバーに高
いメンバー優先順位を設定します。

･ 両方のスタックメンバーを同時に再起動し
ます。

高い優先順位のスタックメンバーがスタック
マスターとして選出されます。

MAC アドレスにより決定されたスタックマス
ターの選択。
･ 両方のスタックメンバーに同じ優先順位と
ソフトウェアイメージが与えられていると
想定し、両方のスタックメンバーを同時に
再起動します。

高い MAC アドレスを持つスタックメンバーが
スタックマスターとして選出されます。

スタックメンバーの追加。
･ 新しいスイッチの電源を切ります。
･ スタッキングポートを通して、新しいス
イッチを電源の入ったスイッチスタックに
接続します。

･ 新しいスイッチの電源を入れます。

スタックマスターが維持されます。新しいス
イッチがスイッチスタックに追加されます。

スタックマスターの故障。
･ スタックマスターを取り外します ( 電源を
切ります )。

セクション 12.1.3, スタックマスターの選出
と再選出 に基づき、残りのスタックメンバー
の 1 つが新しいスタックマスターとなりま
す。その他のスタックメンバーはすべて、ス
タックメンバーとしてスタックに残り、再起
動しません。
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12.7 スタッキングに関する推奨

このセクションでは、スタックされた FSM7328S/FSM7352S の推奨手順と予想さ
れる動作についての情報を提供しています。 初に取り上げる手順は以下の通り
です。 

･ スタックの初期インストールとパワーアップ 

･ スタックからユニットを取り外す

･ 操作中のスタックにユニットを追加する

･ スタックメンバーを新しいユニットと交換する

･ スタックメンバーの番号を付け直す

･ マスターをスタック内の別のユニットへ移動する

･ スタックからマスターユニットを取り外す

･ 2 つの操作可能スタックを統合する

･ 事前構成

･ ファームウェアのアップグレード

･ 構成とファームウェアアップグレードとの統合

12.7.11 一般操作

･ コマンド ( 移動管理や番号の付け直しなど ) を発行する際、次のコマンド
を発行する前に、前のコマンドが完全に完了していることをお勧めします。
たとえば、スタックメンバーに対してリセットが発行された場合、次のコマ
ンドが発行される前に、'show port' コマンドを使用してユニットがスタッ
クと再統合され、すべてのポートが結合しているかどうかを確認してくださ
い。

･ 物理的にユニットを取り外したり、再配置したりする場合は、スタックケー
ブルを取り外す際に、必ずユニットの電源を切ってください。

･ スタックケーブルを再接続する場合、可能であればユニットの電源を入れる
前に接続し、すべてのコネクタのネジ ( ネジのある箇所のみ ) がきつく締
めてあることを確認してください。
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12.7.12 スタックの初期インストールとパワーアップ

1. ユニットをラックにインストールします。

2. すべてのスタッキングケーブルをインストールします。冗長スタックリンク
を含め、完全に接続を行います。冗長リンクをインストールすることを強く
推奨します。

3. マスターとなるユニットを指定します。まずこのユニットの電源を入れま
す。

4. コンソールポートを監視します。このユニットがログインプロンプトを表示
するまで待ちます。ユニットに既定の構成がある場合、unit #1 として表示
され、自動的にマスターユニットとなります。その他の場合、希望に応じて
番号を付け直します。

5. 必要があれば、スタックに追加するその他のユニットを事前構成します。事
前構成については、セクション 12.7.20, 事前構成 のセクションで説明して
います。

6. 2 つ目のユニットの電源を入れ、このユニットがすでに電源の入っているユ
ニットの隣にあることを確認します ( スタックの物理ユニットの隣 )。この
ことは、2 つ目のユニットが個別の "マスター " ではなく、スタックのメン
バーとして表示されることを保証します。

7. マスターユニットを監視し、2 つ目のユニットがスタックに追加されている
かどうかを確認します。"show switch" コマンドを使用し、スタックに追加
するタイミングを決定します。ユニット番号が割り当てられます ( 既定の構
成の場合、unit #2 となります )。

8. 希望に応じて、このスタックユニットの番号を付け直します。スタックメン
バーの番号の付け直しに関する推奨は、セクション 12.7.16, スタックメン
バーの番号を付け直す をご覧ください。

9. ステップ 6 ～ 8 を繰り返し、スタックにメンバーを追加します。常にス
タックにインストールされているユニットに隣接しているユニットの電源を
入れてください。

12.7.13 スタックからユニットを取り外す

1. 冗長スタック接続が配置され、機能していることを確認します。すべてのス
タックメンバーは論理リングに接続される必要があります。

2. 削除するユニットの電源を切ります。

3. スタックケーブルを取り外します。
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4. ユニットを交換しない場合、取り外すユニットの上のスタックメンバーから
下のスタックメンバーへ、スタックケーブルを再接続します。

5. ラックからユニットを取り外します。

6. 希望に応じて、次のコマンドを発行し、構成からユニットを削除します : 
no member <unit-id>

12.7.14 操作中のスタックにユニットを追加する

1. 冗長スタック接続が配置され、機能していることを確認します。すべてのス
タックメンバーは論理リングに接続される必要があります。

2. 希望に応じて、新しいユニットを再構成します。

3. ラックに新しいユニットをインストールします。( 一番下のユニットの下、
または一番上のユニットの上へのインストールを想定 )。

4. スタックバックアップの 後のユニットを、スタックの 初のユニットに、
新しいユニットが挿入されたリングの位置で接続している冗長スタックケー
ブルを取り外します。

5. " スタックアップ " から " スタックダウン " への接続を確立した後、この
ケーブルを新しいユニットへ接続します。

6. 新しいユニットの電源を入れます。マスターユニットのコンソールポートを
監視し、show switch コマンドの発行により新しいユニットが正常にスタッ
クに追加されたかどうかを確認します。新しいユニットは 塔＜塔 oー・とし
て追加されます ( スタックの既存のマスターは変更されないため、マスター
として追加されることはありません )。

7. 新たに追加されたメンバーのコードバージョンが既存のスタックと同じでな
い場合、セクション 12.7.21, ブロードキャストイベント のセクションで説
明されているように、コードを更新します。

12.7.15 スタックメンバーを新しいユニットと交換する

ここに 2 つの状況があります。1 つ目は、あるモデル番号のスタックメンバー
を同じモデルの別のユニットと交換する場合です。その方法は以下の通りです。

･ セクション 12.7.13, スタックからユニットを取り外す セクションで説明さ
れている手順に従い、希望のスタックメンバーを取り外します。

･ セクション 12.7.14, 操作中のスタックにユニットを追加する セクションで
説明されている手順に従い、新しいメンバーをスタックに追加します。但
し、以下は例外となります :
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- 1 つが削除された場合、新しいメンバーをスタックの同じ位置に追加し
ます。

- セクション 2, 希望に応じて、新しいユニットを再構成します。 ステップ
で説明されていた事前設定は必要ありません。

2 つ目は、スタックメンバーを別のモデル番号のユニットに交換する場合です。
その方法は以下の通りです。

･ セクション 12.7.13, スタックからユニットを取り外す セクションで説明さ
れている手順に従い、希望のスタックメンバーを取り外します。

･ no member コマンドを発行し、構成から現在不在のスタックメンバーを削除
します。

･ セクション 12.7.14, 操作中のスタックにユニットを追加する セクションで
説明されている手順で、新しいスタックユニットをスタックに追加します。
ユニットは先ほど削除したユニットと同じ位置、またはスタックの一番下に
挿入することができます。いずれの場合でも、すべてのスタックケーブルが
しっかりと接続されていることを確認します。ただし、新しいユニットが挿
入される箇所のケーブルについては、スタックが 2 つの別々のスタックに
分割され、新しいマスターが選出されてしまうことを防ぐために、例外とな
ります。

12.7.16 スタックメンバーの番号を付け直す

1. 特別な番号付けが必要な場合、スタックメンバーがインストールされ、ス
タックで構成される際に、スタックメンバーに特定の番号を付けることをお
勧めします。

2. 特定のユニットに対して希望していたスタックユニット番号がすでに使用さ
れている場合、switch <oldunit-id> renumber <newunit-id> CLI コマンド
を使用して再度番号付けを行うことができます。このコマンドは、Global 
Config モードにあります。

3. newunit-id が事前に構成されている場合、ユニットの番号を付け直す前に、
構成から newunit-id を削除する必要がある場合があります。

4. 複数の既存のスタックユニット番号を再割当する必要がある場合、構成の不
一致の観点では様々な意味合いがあります。この場合、マスター以外のすべ
てのユニットの電源を切り、セクション 12.7.14, 操作中のスタックにユ
ニットを追加する セクションの手順に従って 1 つずつ元通り追加していく
ことをお勧めします。
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12.7.17 マスターをスタックの別のユニットに移動する

1. "movemanagement" コマンドを使用し、マスターを希望するユニットメンバー
に移動します。この操作には、スタックサイズと構成により 30 秒から 3 分
間かかります。コマンドは movemanagement <fromunit-id> <tounit-id> で
す。

2. 新しいマスターに追加されたコンソールにログインできるかどうか確認して
ください。show switch コマンドを使用し、スタックに再度追加されたすべ
てのユニットを確認します。 

3. マスターを移動した後、reload コマンドを使用してスタックをリセットす
ることをお勧めします。 

12.7.18 スタックからマスターユニットを取り外す

1. まず、セクション 12.7.17, マスターをスタックの別のユニットに移動する 
を使用して、該当するマスターをスタック内の別のユニットへ移動します。

2. 次に、セクション 12.7.13, スタックからユニットを取り外すを使用して、
スタックからユニットを取り外します。

12.7.19 2 つの操作可能スタックを統合する

2 つの有効なスタック ( 互いに独立したマスターを持つもの ) は、単にスタッ
クケーブルを接続して統合しないでください。このプロセスは、予期せぬ事態を
招く可能性があるため、避けてください。 

1. スタック内のユニットを別のスタックに接続する前に、必ずすべてのユニッ
トの電源を切ってください。

2. 操作中のスタックから 1 本のスタッキングケーブルを取り外し、この時点
で電源の入っていないすべてのユニットを物理的に接続することで、ユニッ
トをグループとして追加します。

3. スタッキング接続を確立し、冗長リンクも正しく配置されていることを確認
します。

4. 次に、セクション 12.7.14, 操作中のスタックにユニットを追加するの後に
各ユニットの電源を 1 つずつ入れます。
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12.7.20 事前構成

ユニット番号を除く、スタックのすべての構成は､管理ユニットに保存されます。
つまり、スタックユニットは、スイッチを再構成する必要なく、同タイプの別の
デバイスと置き換えることができることができます。ユニット番号は各スイッチ
で独立して保存されるため、スタックの電源を切り、入れなおした後も、ユニッ
トは常に同じユニット番号を維持します。各ユニット番号に関連付けられたユ
ニットタイプは、ユニットが接続されたり、または管理者により事前構成される
に伴い、管理ユニットで自動的に知らせることができます。

1. member <unit-id> <switchindex> コマンドを発行し、ユニットを事前構成し
ます。対応可能なユニットタイプは show supported switchtype コマンドで
表示することができます。 

2. 次に、先ほど定義したユニットを、ユニットが物理的に存在するように、構
成コマンドで構成します。

3. 事前構成されたユニットのポートは 切り離し状態として表示され、show 
port all コマンドで見ることができます。切り離されたポートは、VLAN メ
ンバーシップや、その他のポート別構成として構成することができます。

4. 特定のユニット番号について、ユニットタイプを事前構成した後に、別のユ
ニットタイプのユニットをこのユニット番号に追加すると、スイッチがエ
ラーを報告します。show switch コマンドは、新規ユニットが "Config 
mismatch" あることを示し、このユニットのポートは表示されません。この
状態を解決するには、不一致ユニットのユニット番号を変更するか、または
no member <unit-id> コマンドを使用して事前構成されたユニットタイプを
削除します。 

12.7.21 ブロードキャストイベント

1. copy コマンドを使用して、TFTP または xmodem を通して新しいコードを管
理ユニットにダウンロードすることができます。管理ユニットでコードが正
常にロードされると、コードはスタック内のその他のユニットに自動的に伝
搬されます。スタックユニットへコード転送中にエラーが生じた場合、
archive コマンド ( スタック構成モード ) を発行し、ソフトウェアをアップ
グレードされなかったユニットへコピーするよう試みることができます。ス
タックメンバーへのコード転送中に生じたエラーは、スタックケーブルの動
きや、転送中におけるユニット再構成による可能性があります。また、ネッ
トワークトラフィックが深刻な場合も ( 放送イベントなど )、エラーが発生
する可能性があります。
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2. スタックにおけるすべてのユニットは、同じコードバージョンを実行しま
す。管理ユニットのコードバージョンと一致しないスタックユニットのポー
トは表示されず、the show switch コマンドが 田 ode mismatch ・エラーを
表示します。この状態を解決するには、管理者が archive コマンドを発行
する必要があります。このコマンドは、管理ユニットのソフトウェアを、不
一致コードバージョンを持つ他のユニットへコピーします。このコマンドを
発行する前に、管理ユニットで実行されているコードが、スタック内のすべ
てのユニットに対して有効なコードであえることを確認してください。コー
ドがスタック内のすべてのメンバーにロードされると、新しいコードを起動
させるために、ユニットをリセットする必要があります。

12.7.22 構成とファームウェアアップグレードとの統合

構成がコード更新の中で繰り越されない場合もしばしばあります。この発行があ
らかじめ予想されている場合の更新については、以下の手順を採る必要がありま
す :

1. CLI からのコピーコマンドを使用し、現在の構成をスタックからアップロー
ドして保存します。

2. 新しいコードをスタックマネージャにロードします。スタックを再起動しま
す。

3. 再起動の後、起動メニューに入り、構成を消去します ("restore to factory 
defaults")。

4. 操作コードの起動を続けます。

5. スタックが起動したら、保存された構成をマスターに再度ダウンロードしま
す。この構成は、スタックのすべてのメンバーに対し自動的に伝搬されま
す。
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12.7.23 コードの不一致

ユニットがスタックに追加され、マスターと同じコードバージョンを持たない場
合、以下のような結果を招きます :

･ " 新規 "ユニットが起動し、スタックのメンバーとなります。

･ 追加されたユニットのポートは 切り離し状態のままとなります。

･ CLI には、新たに追加されたユニットのコード不一致を示すメッセージが表
示されます。

･ 新たに追加されたユニットをスタックに正常に統合させるには、コピーコマ
ンドを使用し、マスターから新たに追加されたユニットにコードをロードす
る必要があります。新たに追加されたメンバーはリセットされ、正常に再起
動し、スタックへ追加されます。
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付録 A
IS CLI マッピング

この章では、CLI コマンドと前の 7300S Series L3 Switch コマンドの間のマッ
ピングについて説明しています。パッケージの欄は、コマンドが位置する 7300S 
Series L3 Switch パッケージを示しています。

表 A- 1. IS CLI マッピング 

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文

QOS show acl detailed <aclid> Privilege
d EXEC 

show ip access-lists [<1-199>]

QOS show acl summary Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

 

QOS config acl create <aclid> Global 
Config

access-list {(<1-99> {deny | 
permit} <srcip> <srcmask>) | ( 
{<100-199> {deny | permit} 
{every | {{icmp | igmp | ip | 
tcp | udp | <number>} <srcip> 
<srcmask> [{eq {<0-65535> | 
<portkey>} | range <startport> 
<endport>}] <dstip> <dstmask> 
[{eq {<0-65535> | <portkey>} | 
range <startport> <endport>}] 
{[precedence <precedence>] | 
[tos <tos> <tosmask>] | [dscp 
<dscp>]}}}})}

QOS config acl delete <aclid> Global 
Config

no access-list {<1-99> | <100-
199>}

QOS config acl rule create 
<aclid> <rulenum>

 

QOS config acl rule delete 
<aclid> <rulenum>

 

IS CLI マッピング A-1
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QOS config acl rule action 
<aclid> <rulenum> <permit/
deny>

 

QOS config acl rule match dstip 
<aclid> <rulenum> <ipaddr> 
<ipmask>

 

QOS config acl rule match 
dstl4port keyword <aclid> 
<rulenum> <portkey>

 

QOS config acl rule match 
dstl4port range <aclid> 
<rulenum> <startport> 
<endport>

 

QOS config acl rule match every 
<aclid> <rulenum> <true/
false>

 

QOS config acl rule match ipdscp 
<aclid> <rulenum> <dscpval>

 

QOS config acl rule match 
ipprecedence <aclid> 
<rulenum> <precedenceval>

 

QOS config acl rule match iptos 
<aclid> <rulenum> <tosbits> 
<tosmask>

 

QOS config acl rule match 
protocol keyword <aclid> 
<rulenum> <protocolkey>

 

QOS config acl rule match 
protocol number <aclid> 
<rulenum> <protocolnum>

 

QOS config acl rule match srcip 
<aclid> <rulenum> <ipaddr> 
<ipmask>

 

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-2 IS CLI マッピング
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QOS config acl rule match 
srcl4port keyword <aclid> 
<rulenum> <portkey>

 

QOS config acl rule match 
srcl4port range <aclid> 
<rulenum> <startport> 
<endport>

 

QOS config acl interface add 
<slot/port> <direction> 
<aclid>

Interface
Config

ip access-group <1-199> {in | 
out}

QOS config acl interface remove 
<slot/port> <direction> 
<aclid>

Interface
Config

no ip access-group <1-199> {in 
| out}

QOS config acl rule match 
dstl4port number <aclid> 
<rulenum> <portnumber>

Interface
Config

ip access-group <1-199> {in | 
out}

QOS config acl rule match 
srcl4port number <aclid> 
<rulenum> <portnumber>

Interface
Config

QOS config diffserv adminmode 
<enable/disable>

Global 
Config

diffserv

 Global 
Config

no diffserv

QOS show diffserv info Privilege
d EXEC 

show diffserv 

QOS show diffserv service info 
detailed <slot/port> <in/
out>

Privilege
d EXEC 

show diffserv service <slot/
port> {in | out}

QOS show diffserv service info 
summary [in/out]

Privilege
d EXEC 

show diffserv service brief 
[in | out]

QOS show diffserv policy 
detailed <policyname>

Privilege
d EXEC 

show policy-map 
<policymapname>

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-3
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QOS show diffserv policy summary Privilege
d EXEC 

show policy-map

QOS show diffserv service stats 
detailed <slot/port> [in/
out]

Privilege
d EXEC 

show policy-map interface 
<slot/port> {in | out}

QOS config diffserv policy 
create <policyname> <in/out>

Global 
Config

policy-map <policyname> {in | 
out}

QOS config diffserv policy 
delete <policyname> 

Global 
Config

no policy-map <policyname>

QOS config diffserv policy 
rename <policyname> 
<newpolicyname>

Global 
Config

policy-map rename <policyname> 
<newpolicyname>

QOS config diffservpolicy class 
add <policyname> <classname>

Policy-
Map 
Config

class <classname>

QOS config diffserv policy class 
remove <policyname> 
<classname>

Policy-
Map 
Config

no class <classname>

QOS config diffserv policy 
bandwidth kbps <policyname> 
<classname> <1-4294967295>

Policy-
Class-Map 
Config

bandwidth {kbps <1-4294967295> 
| percent <1-100>} 

QOS config diffserv policy 
bandwidth percent 
<policyname> <classname> <1-
100>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
expedite kbps <policyname> 
<classname> <1-4294967295> 
[1-128]

Policy-
Class-Map 
Config

expedite kbps <1-4294967295> 
[1-128]

QOS config diffserv policy 
expedite percent 
<policyname> <classname> <1-
100> [1-128]

Policy-
Class-Map 
Config

 expedite percent <1-100> [1-
128]

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-4 IS CLI マッピング
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QOS config diffserv policy shape 
average <policyname> 
<classname> <1-4294967295>

Policy-
Class-Map 
Config

shape {bps-average <1-
4294967295> | bps-peak <1-
4294967295> <1-4294967295>} 

QOS config diffserv policy shape 
peak <policyname> 
<classname> <1-4294967295> 
<1-4294967295>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
randomdrop <policyname> 
<classname> <1-250000> <1-
500000> <0-100> [<0-1000000> 
[0-16>]]

Policy-
Class-Map 
Config

randomdrop <1-250000> <1-
500000> <1-100> [<1-1000000> 
[<0-16>]]

QOS config diffserv policy mark 
cos <policyname> <classname> 
<0-7>

Policy-
Class-Map 
Config

mark {cos <0-7> | ip-dscp <0-
63> | ip-precedence <0-7>}

QOS config diffserv policy 
police style simple 
<policyname> <classname> <1-
4294967295> <1-128>

Policy-
Class-Map 
Config

police-simple {<1-4294967295> 
<1-128> conform-action {drop | 
set-prec-transmit <0-7> | set-
dscp-transmit <0-63> | 
transmit} [violate-action 
{drop | set-prec-transmit <0-
7> | set-dscp-transmit <0-63> 
| transmit}]}

QOS config diffserv policy 
police style singlerate 
<policyname> <classname> <1-
4294967295> <1-128> <1-128>

Policy-
Class-Map 
Config

police-single-rate {<1-
4294967295> <1-128> <1-128> 
conform-action {drop | set-
prec-transmit <0-7> | set-
dscp-transmit <0-63> | 
transmit} exceed-action {drop 
| set-prec-transmit <0-7> | 
set-dscp-transmit <0-63> | 
transmit} [violate-action 
{drop | set-prec-transmit <0-
7> | set-dscp-transmit <0-63> 
| transmit}]}

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-5
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QOS config diffserv policy 
police style tworate 
<policyname> <classname> <1-
4294967295> <1-128> <1-
4294967295> <1-128>

Policy-
Class-Map 
Config

police-two-rate {<1-
4294967295> <1-128> <1-
4294967295> <1-128> conform-
action {drop | set-prec-
transmit <0-7> | set-dscp-
transmit <0-63> | transmit} 
exceed-action {drop | set-
prec-transmit <0-7> | set-
dscp-transmit <0-63> | 
transmit} [violate-action 
{drop | set-prec-transmit <0-
7> | set-dscp-transmit <0-63> 
| transmit}]}

QOS config diffserv policy mark 
ipdscp <policyname> <class-
name> <0-63>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy mark 
ipprecedence <policyname> 
<classname> <0-7>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action conform 
markdscp <policyname> 
<classname> <dscpval>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action conform 
markprec <policyname> 
<classname> <0-7>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action conform send 
<policyname> <classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action exceed drop 
<policyname> <classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-6 IS CLI マッピング
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QOS config diffserv policy 
police action exceed 
markdscp <policyname> 
<classname> <dscpval>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action exceed 
markprec <policyname> 
<classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffser policy police 
action exceed send 
<policyname> <classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action nonconform 
drop <policyname> 
<classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action nonconform 
markdscp <policyname> 
<classname> <dscpval>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action nonconform 
markprec <policyname> 
<classname> <0-7>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action nonconform 
send <policyname> 
<classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS config diffserv policy 
police action conform drop 
<policyname> <classname>

Policy-
Class-Map 
Config

 

QOS show diffserv service stats 
summary [in/out]

Privilege
d EXEC 

show service-policy [in | out]

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-7
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QOS config diffserv service add 
<in/out> <slot/port/all> 
<policyname>

Interface 
Config

service-policy {in | out} 
<policymapname>

QOS config diffserv service 
remove <in/out> <slot/port/
all> <policyname>

Interface 
Config

no service-policy {in | out} 
<policymapname>

QOS config diffserv service add 
<in/out> <slot/port/all> 
<policyname>

Global 
Config

service-policy {in | out} 
<policymapname> 

QOS config diffserv service 
remove <in/out> <slot/port/
all> <policyname>

Global 
Config

no service-policy {in | out} 
<policymapname> 

QOS show diffserv class detailed 
<classname>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show class-map [<classname>]

QOS show diffserv class summary Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

QOS config diffserv class create 
any <classname>

Global 
Config

class-map {{match-all | match-
any} <classmapname>} | {match-
access-group <classmapname> 
<aclid>}

QOS config diffserv class create 
all <classname>

Global 
Config

class-map {{match-all | match-
any} <classmapname>} | {match-
access-group <classmapname> 
<aclid>}

QOS config diffserv class delete 
<classname>

Global 
Config

no class-map <classmapname>

QOS config diffserv class rename 
<classname> <newclassname>

Global 
Config

class-map rename 
<classmapname> 
<newclassmapname>

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-8 IS CLI マッピング
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QOS config diffserv class match 
cos <classname> <0-7> 
[exclude]

Class-Map 
Config

match cos <0-7>

 Class-Map 
Config

match not cos <0-7>

QOS config diffserv class match 
dstip <classname> <ipaddr> 
<ipmask> [exclude]

Class-Map 
Config

match dstip <ipaddr> <ipmask>

 Class-Map 
Config

match not dstip <ipaddr> 
<ipmask>

QOS config diffserv class match 
dstl4port keyword 
<classname> <port-key> 
[exclude]

Class-Map 
Config

match dstl4port {<portkey> | 
<0-65535> [<0-65535>]} 

QOS config diffserv class match 
dstl4port number <classname> 
<0-65535> [exclude]

Class-Map 
Config

match not dstl4port {<portkey> 
| <0-65535> [<0-65535>]} 

QOS config diffserv class match 
dstl4port range <classname> 
<0-65535> <0-65535> 
[exclude]

 

QOS config diffserv class match 
dstmac <classname> <macaddr> 
<mac-mask> [exclude]

Class-Map 
Config

match destination-address mac 
<address> <macmask>

 Class-Map 
Config

match not destination-address 
mac <address> <macmask>

QOS config diffserv class match 
every <classname> [exclude]

Class-Map 
Config

match any 

 Class-Map 
Config

match not any 

QOS config diffserv class match 
ipdscp <classname> <dscpval> 
[exclude]

Class-Map 
Config

match ip dscp <value>

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-9
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 Class-Map 
Config

match not ip dscp <value>

QOS config diffserv class match 
ipprecedence <classname> <0-
7> [exclude]

Class-Map 
Config

match ip precedence <0-7>

 Class-Map 
Config

match not ip precedence <0-7>

QOS config diffserv class match 
iptos <classname> <tosbits> 
<tosmask> [exclude]

Class-Map 
Config

match ip tos <tosbits> 
<tosmask>

 Class-Map 
Config

match not ip tos <tosbits> 
<tosmask>

QOS config diffserv class match 
protocol keyword <classname> 
<protocolkey> [exclude]

Class-Map 
Config

match protocol {<protocol-
name> | <0-255>}

QOS config diffserv class match 
protocol number <classname> 
<0-255> [exclude]

Class-Map 
Config

match not protocol {<protocol-
name> | <0-255>}

QOS config diffserv class match 
refclass <add/remove> 
<classname> <refclassname>

Class-Map 
Config

match class-map <refclassname>

 Class-Map 
Config

no match class-map 
<refclassname>

QOS config diffserv class match 
srcip <classname> <ipaddr> 
<ipmask> [exclude]

Class-Map 
Config

match srcip <ipaddr> <ipmask>

 Class-Map 
Config

match not srcip <ipaddr> 
<ipmask>

QOS config diffserv class match 
srcl4port keyword 
<classname> <portkey> 
[exclude]

Class-Map 
Config

match srcl4port {<portkey> | 
<0-65535> [<0-65535>]} 

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-10 IS CLI マッピング
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QOS config diffserv class match 
srcl4port number <classname> 
<0-65535> [exclude]

Class-Map 
Config

match not srcl4port {<portkey> 
| <0-65535> [<0-65535>]} 

QOS config diffserv class match 
srcl4port range <classname> 
<0-65535> <0-65535> 
[exclude]

 

QOS config diffserv class match 
srcmac <classname> <macaddr> 
<macmask> [exclude]

Class-Map 
Config

match source-address mac 
<address> <macmask>

 Class-Map 
Config

match not source-address mac 
<address> <macmask>

QOS config diffserv class match 
vlan <classname> <1-4094> 
[exclude]

Class-Map 
Config

match vlan <1-4094>

 Class-Map 
Config

match not vlan <1-4094>

ルーティ
ング

show arp table Privilege
d EXEC 

show arp

ルーティ
ング

show arp switch Privilege
d EXEC 

show arp switch 

ルーティ
ング

show ip interface <slot/
port>

Privilege
d EXEC 

show ip interface <slot/port>

ルーティ
ング

show router ip interface 
summary 

Privilege
d EXEC 

show ip interface brief

ルーティ
ング

show ip summary Privilege
d EXEC 

show ip brief

ルーティ
ング

show ip stats Privilege
d EXEC 

show ip stats

ルーティ
ング

show ip vlan Privilege
d EXEC 

show ip vlan 

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-11
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ルーティ
ング

show router rip info Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip rip

ルーティ
ング

show router rip interface 
detailed <slot/port>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip rip interface <slot/
port>

ルーティ
ング

show router rip interface 
summary 

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip rip interface brief 

ルーティ
ング

show router route table Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip route 

ルーティ
ング

show router route bestroutes Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip route bestroutes

ルーティ
ング

show router route entry 
<networkaddr>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip route entry 
<networkaddr>

ルーティ
ング

show router route prefrences Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip route preferences

ルーティ
ング

show router vrrp info Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip vrrp 

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-12 IS CLI マッピング
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ルーティ
ング

show router vrrp interface 
stats <slot/port> <VrID>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip vrrp interface stats 
<slot/port> <VrID>

ルーティ
ング

show router vrrp interface 
detailed <slot/port> <VrID>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip vrrp interface <slot/
port> <VrID>

ルーティ
ング

show router vrrp interface 
summary 

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip vrrp interface brief 

ルーティ
ング

show router rtrdiscovery 
<slot/port/all>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show ip irdp {<slot/port> | 
all}

ルーティ
ング

show router bootpdhcprelay Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show bootpdhcprelay

ルーティ
ング

config arp agetime <15-
3600seconds>

Global 
Config

arp timeout <15-21600>

 Global 
Config

no arp timeout

ルーティ
ング

config arp cachesize <10-
128>

Global 
Config

arp cachesize <48-112>

 Global 
Config

no arp cachesize

ルーティ
ング

config arp create <arpentry> 
<macaddr>

Global 
Config

arp <ipaddress> <macaddress>

ルーティ
ング

config arp delete <arpentry> 
<macaddr>

Global 
Config

no arp <ipaddress> 
<macaddress>

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-13

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
ルーティ
ング

config arp resptime 
<seconds>

Global 
Config

arp resptime <1-10>

 Global 
Config

no arp resptime

ルーティ
ング

config arp retries Global 
Config

arp retries <0-10>

 Global 
Config

no arp retries

ルーティ
ング

config interface encaps 
<slot/port> <ethernet/snap>

Interface 
Config

encapsulation {<ethernet> | 
<snap>}

ルーティ
ング

config interface routing 
<slot/port> <enable/
disable>

Interface 
Config

routing 

 Interface 
Config

no routing 

ルーティ
ング

config ip interface mtu 
<slot/port> <576-1500>

Interface 
Config

mtu <1522-9216>

ルーティ
ング

config ip interface 
netdirbcast <slot/port> 
<enable/disable>

Interface 
Config

ip netdirbcast 

Interface 
Config

no ip netdirbcast 

ルーティ
ング

config ip interface create 
<slot/port> <ipaddr> 
<subnetmask>

Global 
Config

ip address <slot/port> 
<ipaddr> <subnetmask>

ルーティ
ング

config ip forwarding <enable 
| disable>

Global 
Config

ip forwarding

 Global 
Config

no ip forwarding

ルーティ
ング

config routing <enable | 
disable>

Global 
Config

ip routing
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 Global 
Config

no ip routing 

ルーティ
ング

config ip vlan routing 
create <vlan>

VLAN 
database

vlan routing <vlanid>

ルーティ
ング

config ip vlan routing 
delete <vlan>

VLAN 
database

no vlan routing <vlanid>

ルーティ
ング

config router rip adminmode 
<enable | disable>

Router 
RIP 
Config

enable

 Router 
RIP 
Config

no enable

ルーティ
ング

config router rip prefrence 
<0-255>

Router 
RIP 
Config

distance rip <1-255>

ルーティ
ング

config router rip interface 
authentication <slot/port> 
<none | simple> [key]

Interface 
Config

ip rip authentication {none | 
{simple <key>} | {encrypt 
<key> <keyid>}}

 Interface 
Config

no ip rip authentication

ルーティ
ング

config router rip interface 
defaultmetric <slot/port> 
<0-15>

Router 
RIP 
Config

default-information originate

ルーティ
ング

config router rip interface 
mode <enable | disable>

Interface 
Config

ip rip

 Interface 
Config

no ip rip

ルーティ
ング

config router rip interface 
version receive <slot/port> 
<rip1 | rip2 | both | none>

Interface 
Config

ip rip receive version {rip1 | 
rip2 | both | none}

 Interface 
Config

no ip rip receive version
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ルーティ
ング

config router rip interface 
version send <slot/port> 
<rip1 | rip1c | rip2 | none>

Interface 
Config

ip rip send version {rip1 | 
rip1c | rip2 | none}

 Interface 
Config

no ip rip send version

ルーティ
ング

config router route create 
<networkaddr> <subnetmask> 
<nexthopip> [metric]

Global 
Config

ip route <networkaddr> 
<subnetmask> <nexthopip> [0-
255]

ルーティ
ング

config router route delete 
<networkaddr> <subnetmask> 
<nexthopip>

Global 
Config

no ip route <networkaddr> 
<subnetmask> <nexthopip>

ルーティ
ング

config router route 
staticpreference <local/
static> <0-255>

Global 
Config

ip route distance <1-255>

ルーティ
ング

config config router route 
default create <nexthopip>

Global 
Config

ip route default <nexthopip>

ルーティ
ング

config router route default 
delete 

Global 
Config

no ip route default 
<nexthopip>

ルーティ
ング

config router vrrp adminmode 
<enable/disable>

Global 
Config

ip vrrp

 Global 
Config

no ip vrrp

ルーティ
ング

config router vrrp interface 
adminmode <slot/port> <VrID> 
<enable/disable>

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> mode

 Interface 
Config

no ip vrrp <VrID> mode

ルーティ
ング

config router vrrp interface 
priority <slot/port> <VrID> 
<1-254>

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> priority <1-
254>

 Interface 
Config

no ip vrrp <VrID> priority 
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ルーティ
ング

config router vrrp interface 
ipaddress <slot/port> <vrID> 
<ipaddr>

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> ip <ipaddress> 
<ipaddr>

ルーティ
ング

config router vrrp interface 
preemptmode <slot/port> 
<vrID> <enable/disable>

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> preempt 

 Interface 
Config

no ip vrrp <VrID> preempt 

ルーティ
ング

config router vrrp interface 
advinterval <slot/port> 
<vrID> <seconds>

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> timers 
advertise <1-255>

 Interface 
Config

no ip vrrp <VrID> timers 
advertise 

ルーティ
ング

config router vrrp interface 
authdetails <slot/port> 
<vrID> <none | simple> [key]

Interface 
Config

ip vrrp <VrID> authentication 
[<key>]

 Interface 
Config

no ip vrrp <VrID> 
authentication 

ルーティ
ング

config router vrrp 
removedetails <slot/port> 
<vrID>

Interface 
Config

ip vrrp removedetails <VrID>

ルーティ
ング

config router rtrdiscovery 
adminmode <slot/port> 
<enable | disable>

Interface 
Config

ip irdp [{holdtime 
<maxinterval-9000> | 
maxadvertinterval <4-1800> | 
minadvertinterval <3-
maxinterval> | preference <-
2147483648 - 2147483647> | 
address <address>}]

 Interface 
Config

no ip irdp

ルーティ
ング

config router rtrdiscovery 
maxinterval <slot/port> <4-
1800>
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ルーティ
ング

config router rtrdiscovery 
mininterval <slot/port> <3-
maxinterval>

 

ルーティ
ング

config router rtrdiscovery 
lifetime <slot/port> <max-
interval-9000>

 

ルーティ
ング

config router rtrdisocvery 
address <slot/port> <ipaddr>

 

ルーティ
ング

config router rtrdisocvery 
prefrence <slot/port> <-
2147483648 - 2147483647>

 

ルーティ
ング

config router bootpdhcprelay 
cidoptmode <enable | 
disable>

Global 
Config

bootpdhcprelay cidoptmode

 Global 
Config

no bootpdhcprelay cidoptmode

ルーティ
ング

config router bootpdhcprelay 
adminmode <enable/disable>

Global 
Config

bootpdhcprelay disable

 Global 
Config

no bootpdhcprelay disable 

ルーティ
ング

config router bootpdhcprelay 
maxhopcount <1-16>

Global 
Config

bootpdhcprelay maxhopcount <1-
16>

 Global 
Config

no bootpdhcprelay maxhopcount 

ルーティ
ング

config router bootpdhcprelay 
minwaittime <0-100>

Global 
Config

bootpdhcprelay minwaittime <0-
100>

 Global 
Config

no bootpdhcprelay minwaittime

ルーティ
ング

config router bootpdhcprelay 
serverip <ipaddr>

Global 
Config

bootpdhcprelay serverip 
<ipaddr>

ルーティ
ング

config router ecmpmode 
<enable/disable>

Global 
Config

ip ecmpmode 
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Global 
Config

no ip ecmpmode 

ルーティ
ング

config router rip 
autosummary <enable/
disable>

Router 
RIP 
Config

auto-summary 

Router 
RIP 
Config

no auto-summary

ルーティ
ング

config router rip 
splithorizon <none/simple/
poison>

Router 
RIP 
Config

split-horizon {none | simple | 
poison}

Router 
RIP 
Config

no split-horizon

ルーティ
ング

config router rip 
hostroutesaccept <enable/
disable>

Router 
RIP 
Config

hostroutesaccept

Router 
RIP 
Config

no hostroutesaccept 

スイッチ
ング

show serviceport Privilege
d EXEC 

show serviceport

スイッチ
ング

show snmpcommunity Privilege
d EXEC 

show snmpcommunity

スイッチ
ング

show snmptrap Privilege
d EXEC 

show snmptrap

スイッチ
ング

show trapflags Privilege
d EXEC 

show trapflags

スイッチ
ング

show telnet Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show remotecon
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スイッチ
ング

show forwardingdb agetime 
[fdbid | all]

Privilege
d EXEC 

show forwardingdb agetime 
{<fdbid> | all} 

スイッチ
ング

config network parms 
<ipaddr> <netmask> [gateway]

Privilege
d EXEC 

network parms <ipaddr> 
<netmask> [<gateway>] 

スイッチ
ング

config network protocol 
<none | bootp | dhcp>

Privilege
d EXEC 

network protocol {none | bootp 
| dhcp}

スイッチ
ング

config network webmode 
<enable | disable>

Privilege
d EXEC 

ip http server

 Privilege
d EXEC 

no ip http server

スイッチ
ング

config network javamode 
<enable | disable>

Privilege
d EXEC 

network javamode

 Privilege
d EXEC 

no network javamode

スイッチ
ング

config prompt <system 
prompt>

Privilege
d EXEC 

set prompt <promptstring> 

スイッチ
ング

config serial baudrate 
<speed>

Line 
Config

serial baudrate {1200 | 2400 | 
4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 
57600 | 115200} 

スイッチ
ング

config serial timeout <0 - 
160>

Line 
Config

serial timeout <0-160> 

スイッチ
ング

config serviceport parms 
<ipaddr> <netmask> [gateway]

Privilege
d EXEC 

set serviceport ip <ipaddr> 
<netmask> [gateway] 

スイッチ
ング

config serviceport protocol 
<none | bootp | dhcp>

Privilege
d EXEC 

set serviceport protocol {none 
| bootp | dhcp} 

スイッチ
ング

config snmpcommunity 
accessmode <ro | rw> <name>

Global 
Config

snmp-server community ro 
<name> 

 Global 
Config

snmp-server community rw 
<name> 

スイッチ
ング

config snmpcommunity create 
<name>

Global 
Config

snmp-server community <name> 
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スイッチ
ング

 config snmpcommunity delete 
<name>

Global 
Config

no snmp-server community 
<name> 

スイッチ
ング

config snmpcommunity ipaddr 
<ipaddr> <name>

Global 
Config

snmp-server community ipaddr 
<ipaddr> <name> 

 Global 
Config

no snmp-server community 
ipaddr <name> 

スイッチ
ング

config snmpcommunity ipmask 
<ipmask> <name>

Global 
Config

snmp-server community ipmask 
<ipmask> <name> 

 Global 
Config

no snmp-server community 
ipmask <name> 

スイッチ
ング

config snmpcommunity mode 
<enable | disable> <name>

Global 
Config

snmp-server community mode 
<name> 

 Global 
Config

no snmp-server community mode 
<name> 

スイッチ
ング

config snmptrap create 
<name> <ipaddr>

Global 
Config

snmptrap <name> <ipaddr> 

スイッチ
ング

 config snmptrap delete 
<name> <ipaddr>

Global 
Config

no snmptrap <name> <ipaddr> 

スイッチ
ング

config snmptrap ipaddr 
<ipaddrold> <name> 
<ipaddrnew>

Global 
Config

snmptrap ipaddr <name> 
<ipaddrold> <ipaddrnew> 

スイッチ
ング

config snmptrap mode <enable 
| disable> <name> <ipaddr>

Global 
Config

snmptrap mode <name> <ipaddr> 

 Global 
Config

no snmptrap mode <name> 
<ipaddr> 

スイッチ
ング

config trapflags 
authentication <enable | 
disable>

Global 
Config

snmp-server enable traps

 Global 
Config

no snmp-server enable traps
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スイッチ
ング

config trapflags bcaststorm 
<enable | disable>

Global 
Config

snmp-server enable traps 
bcaststorm

 Global 
Config

no snmp-server enable traps 
bcaststorm

スイッチ
ング

config trapflags linkmode 
<enable | disable>

Global 
Config

snmp-server enable traps 
linkmode

 Global 
Config

no snmp-server enable traps 
linkmode

スイッチ
ング

config trapflags multiusers 
<enable | disable>

Global 
Config

snmp-server enable traps 
multiusers

 Global 
Config

no snmp-server enable traps 
multiusers

スイッチ
ング

config trapflags stpmode 
<enable | disable>

Global 
Config

snmp-server enable traps 
stpmode

 Global 
Config

no snmp-server enable traps 
stpmode

スイッチ
ング

config telnet maxsessions 
<0-5>

Privilege
d EXEC 

remotecon maxsessions <0-5> 

 Privilege
d EXEC 

no remotecon maxsessions 

スイッチ
ング

config telnet mode <enable | 
disable>

Privilege
d EXEC 

telnet

 Privilege
d EXEC 

no telnet 

スイッチ
ング

config telnet timeout <0-
160>

Privilege
d EXEC 

remnotecon timeout <0-160> 

 Privilege
d EXEC 

no remotecon timeout 

スイッチ
ング

config forwardingdb agetime 
<10-1,000,000> [fdbid/all]

Global 
Config

bridge aging-time <10-1000000> 
{<1-4094> | all}
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 Global 
Config

no bridge aging-time {<1-4094> 
| all}

スイッチ
ング

show spanningtree summary Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree summary

スイッチ
ング

show spanningtree port 
<slot/port>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree interface 
<slot/port> 

スイッチ
ング

show spanningtree cst 
detailed 

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree

スイッチ
ング

show spanningtree bridge  
Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree brief

スイッチ
ング

show spanningtree mst 
summary 

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree mst summary

スイッチ
ング

show spanningtree mst 
detailed <mstid>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree mst 
detailed <1-4094> 

スイッチ
ング

show spanningtree cst port 
summary <mstid> <slot/port/
all>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree mst port 
summary 0 {<slot/port> | all} 

スイッチ
ング

show spanningtree cst port 
detailed <mstid> <slot/port>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree mst port 
detailed 0 <slot/port> 
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スイッチ
ング

show spanningtree vlan 
<vlan>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show spanning-tree vlan <1-
4094> 

スイッチ
ング

config spanningtree 
adminmode <enable/disable>

Global 
Config

spanning-tree

 Global 
Config

no spanning-tree

スイッチ
ング

config spanningtree 
forceversion <802.Id/
802.lw/802.ls>

Global 
Config

spanning-tree forceversion 
{802.1d | 802.lw | 802.ls} 

 Global 
Config

no spanning-tree forceversion

スイッチ
ング

config spanningtree 
configuration name <name>

Global 
Config

spanning-tree configuration 
name <name> 

 Global 
Config

no spanning-tree configuration 
name

スイッチ
ング

config spanningtree 
configuration revision <0-
65535>

Global 
Config

spanning-tree configuration 
revision <0-65535> 

 Global 
Config

no spanning-tree configuration 
revision

スイッチ
ング

config spanningtree port 
mode <slot/port/all> 
<enable/disbale>

Interface 
Config

spanning-tree port mode all

 Interface 
Config

no spanning-tree port mode

スイッチ
ング

config spanningtree port 
mode <slot/port/all> 
<enable/disbale>

Global 
Config

spanning-tree port mode all

 Global 
Config

no spanning-tree port mode all
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スイッチ
ング

config spanningtree port 
migrationcheck <slot/port/
all> <enable/disable>

Global 
Config

spanning-tree 
bpdumigrationcheck {<slot/
port> | all}

 Global 
Config

no spanning-tree 
bpdumigrationcheck {<slot/
port> | all}

スイッチ
ング

config spanningtree bridge 
maxage <6-40>

Global 
Config

spanning-tree max-age <6-40> 

 Global 
Config

no spanning-tree max-age

スイッチ
ング

config spanningtree bridge 
hellotime <1-10>

Global 
Config

spanning-tree hello-time <1-
10> 

 Global 
Config

no spanning-tree hello-time

スイッチ
ング

config spanningtree bridge 
forwarddelay <4-30>

Global 
Config

spanning-tree forward-time <4-
30> 

 Global 
Config

no spanning-tree forward-time

スイッチ
ング

config spanningtree bridge 
priority <0-61440>

削除済み

スイッチ
ング

config spanningtree cst port 
pathcost <slot/port> <1-
200000000/auto>

Interface 
Config

spanning-tree mst 0 cost {<1-
200000000> | auto} 

 Interface 
Config

no spanning-tree mst 0 cost 

スイッチ
ング

config spanningtree cst port 
priority <slot/port> <0-240>

Interface 
Config

spanning-tree mst 0 port-
priority <0-240> 

 Interface 
Config

no spanning-tree mst 0 port-
priority 

スイッチ
ング

config spanningtree cst port 
edgeport <slot/port> <true/
false>

Interface 
Config

spanning-tree edgeport
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 Interface 
Config

no spanning-tree edgeport

スイッチ
ング

config spanningtree mst 
create <mstid>

Global 
Config

spanning-tree mst instance 
<mstid> 

スイッチ
ング

config spanningtree mst 
delete <mstid>

Global 
Config

no spanning-tree mst instance 
<mstid> 

スイッチ
ング

config spanningtree mst vlan 
add <mstid> <vlan>

Global 
Config

spanning-tree mst vlan <mstid> 
<vlanid> 

スイッチ
ング

config spanningtree mst vlan 
remove <mstid> <vlan>

Global 
Config

no spanning-tree mst vlan 
<mstid> <vlanid> 

スイッチ
ング

config spanningtree mst 
priority <mstid> <0-61440>

Global 
Config

spanning-tree mst priority 
<mstid> <0-61440> 

 Global 
Config

no spanning-tree mst priority 
<mstid> 

スイッチ
ング

config spanningtree mst port 
pathcost <mstid> <slot/port> 
<1-200000000/auto>

Interface 
Config

spanning-tree mst <mstid> cost 
{<1-200000000> | auto}

 Interface 
Config

no spanning-tree mst <mstid> 
cost

スイッチ
ング

config spanningtree mst port 
priority <mstid> <slot/port> 
<0-240>

Interface 
Config

spanning-tree mst <mstid> 
port-priority <0-240>

Interface 
Config

no spanning-tree mst <mstid> 
port-priority

スイッチ
ング

show inventory Privilege
d EXEC 

show hardware

スイッチ
ング

show sysinfo Privilege
d EXEC 

show sysinfo

スイッチ
ング

show arp switch Privilege
d EXEC 

show arp switch 
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スイッチ
ング

show forwardingdb table 
[macaddr/all]

Privilege
d EXEC 

show mac-addr-table 
[{<macaddr> | all}] 

スイッチ
ング

show stats port detailed 
<slot/port>

Privilege
d EXEC 

show interface ethernet 
{<slot/port> | switchport} 

スイッチ
ング

show stats switch detailed Privilege
d EXEC 

スイッチ
ング

show stats port summary 
<slot/port>

Privilege
d EXEC 

show interface {<slot/port> | 
switchport} 

スイッチ
ング

show stats switch summary Privilege
d EXEC 

スイッチ
ング

show eventlog Privilege
d EXEC 

show eventlog

スイッチ
ング

show msglog Privilege
d EXEC 

show msglog

スイッチ
ング

show traplog Privilege
d EXEC 

show logging

スイッチ
ング

config sysname <name> Global 
Config

snmp-server sysname <name>

スイッチ
ング

config syslocation 
<location>

Global 
Config

snmp-server location <loc>

スイッチ
ング

config syscontact <contact> Global 
Config

snmp-server contact <con>

スイッチ
ング

ping <ipaddr> Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

ping <ipaddress> 

スイッチ
ング

reset system Privilege
d EXEC 

reload
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スイッチ
ング

transfer upload mode <xmodem 
| tftp>

Privilege
d EXEC 

copy { { nvram:errorlog | 
nvram:msglog | nvram:startup-
config | nvram:traplog } <url> 
} | {<url> nvram:startup-
config | system:image | 
nvram:sshkey-rsa1 | 
nvram:sshkey-rsa2 | 
nvram:sshkey-dsa | 
nvram:sslpem-root | 
nvram:sslpem-server | 
nvram:sslpem-dhweak | 
nvram:sslpem-strong } | 
{system:running-config 
nvram:startup-config}

スイッチ
ング

transfer upload serverip 
<ipaddr>

 

スイッチ
ング

transfer upload path <path>  

スイッチ
ング

transfer upload filename 
<name>

 

スイッチ
ング

transfer upload datatype 
<config | errorlog | msglog 
| traplog>

 

スイッチ
ング

transfer upload start  

スイッチ
ング

transfer download mode 
<xmodem | tftp>

 

スイッチ
ング

transfer download serverip 
<ipaddr>

 

スイッチ
ング

transfer download path 
<path>

 

スイッチ
ング

transfer download filename 
<name>
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スイッチ
ング

transfer download datatype 
<code | config>

 

スイッチ
ング

transfer download start  

スイッチ
ング

clear transfer  

スイッチ
ング

save config Privilege
d EXEC 

copy system:running-config 
nvram:startup-config

スイッチ
ング

clear config Privilege
d EXEC 

clear config

スイッチ
ング

clear pass Privilege
d EXEC 

clear pass

スイッチ
ング

clear traplog Privilege
d EXEC 

clear traplog

スイッチ
ング

clear vlan Privilege
d EXEC 

clear vlan

スイッチ
ング

clear lag Privilege
d EXEC 

clear port-channel

スイッチ
ング

clear stats port <slot/port> Privilege
d EXEC 

clear counters [<slot/port>] 

スイッチ
ング

clear stats switch Privilege
d EXEC 

スイッチ
ング

clear igmpsnooping Privilege
d EXEC 

clear igmpsnooping

スイッチ
ング

logout Privilege
d EXEC 

logout

スイッチ
ング

show users info Privilege
d EXEC 

show users

スイッチ
ング

show loginsession Privilege
d EXEC 

show loginsession
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スイッチ
ング

config users add <name> Global 
Config

users name <username> 

スイッチ
ング

config users delete <name> Global 
Config

no users name <username> 

スイッチ
ング

config users passwd <user> Global 
Config

users passwd <username> 

スイッチ
ング

config users snmpv3 
authentication <user> <none/
md5/sha>

Global 
Config

users snmpv3 authentication 
<username> {none | md5 | sha} 

 Global 
Config

no users snmpv3 authentication 
<username> 

スイッチ
ング

config users snmpv3 
encryption <user> <none/des 
[key]>

Global 
Config

users snmpv3 encryption 
<username> {none | des [key]} 

 Global 
Config

no users snmpv3 encryption 
<username> 

スイッチ
ング

config users snmpv3 
accessmode <user> <readonly/
readwrite>

Global 
Config

users snmpv3 accessmode 
<username> {readonly | 
readwrite} 

 Global 
Config

no users snmpv3 accessmode 
<username> 

スイッチ
ング

config loginsession close 
<sessionID/all>

Privilege
d EXEC 

disconnect {<sessionID> | all} 

スイッチ
ング

show switchconfig Privilege
d EXEC 

show storm-control

スイッチ
ング

show port <slot/port | all> Privilege
d EXEC 

show port {<slot/port> | all} 

スイッチ
ング

show lag <logical slot/port 
| all>

Privilege
d EXEC 

show port-channel {<logical 
slot/port> | all} 
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スイッチ
ング

show lags summary Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show port-channel brief

スイッチ
ング

show vlan summary Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show vlan brief

スイッチ
ング

show vlan detailed <vlan-id> Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show vlan <vlanid> 

スイッチ
ング

show vlan port <slot/port> Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show vlan port {<slot/port> | 
all} 

スイッチ
ング

show protocol <groupid/all> Privilege
d EXEC 

show port protocol {<groupid> 
| all} 

スイッチ
ング

show garp info Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show garp

スイッチ
ング

show garp interface <slot/
port/all>

Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show gmrp configuration 
{<slot/port> | all} 

 Privilege
d EXEC お
よび User 
EXEC

show gvrp configuration 
{<slot/port> | all} 

スイッチ
ング

show igmpsnooping Privilege
d EXEC 

show igmpsnooping

スイッチ
ング

show mfdb table [macaddr/
all]

Privilege
d EXEC 

show mac-address-table 
multicast [{<macaddr> | all}] 
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スイッチ
ング

show mfdb gmrp Privilege
d EXEC 

show mac-address-table gmrp

スイッチ
ング

show mfdb igmpsnooping Privilege
d EXEC 

show mac-address-table 
igmpsnooping

スイッチ
ング

show mfdb statisticfiltering Privilege
d EXEC 

show mac-address-table 
staticfiltering

スイッチ
ング

show mfdb stats Privilege
d EXEC 

show mac-address-table stats

スイッチ
ング

show mirroring Privilege
d EXEC 

show monitor

スイッチ
ング

config switchconfig 
broadcast <enable/disable>

Global 
Config

storm-control broadcast

 Global 
Config

no storm-control broadcast

スイッチ
ング

config switchconfig 
flowcontrol <enable/
disable>

Global 
Config

storm-control flowcontrol

 Global 
Config

no storm-control flowcontrol

スイッチ
ング

config port adminmode <slot/
port | all> <enable | 
disable>

Interface 
Config

shutdown

Interface 
Config

no shutdown

Global 
Config

shutdown all

Global 
Config

no shutdown all

スイッチ
ング

config port linktrap <slot/
port | all> <enable | 
disable>

Interface 
Config

snmp trap link-status
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 Interface 
Config

no snmp trap link-status

 Global 
Config

snmp trap link-status all

 Global 
Config

no snmp trap link-status all

スイッチ
ング

config port physicalmode 
<slot/port | all> <100h | 
100f | 10h | 10f>

Interface 
Config

speed {{100 | 10} {half-duplex 
| full-duplex} | 1000 full-
duplex} 

 Global 
Config

speed all {{100 | 10} {half-
duplex | full-duplex} | 1000 
full-duplex} 

スイッチ
ング

config port lacpmode <slot/
port/all> <enable/disable>

Interface 
Config

port lacpmode

 Interface 
Config

no port lacpmode 

 Global 
Config

port lacpmode all

 Global 
Config

no port lacpmode all 

スイッチ
ング

config port autoneg <slot/
port/all> <enable/disable>

Interface 
Config

auto-negotiate

 Interface 
Config

no auto-negotiate

 Global 
Config

auto-negotiate all

 Global 
Config

no auto-negotiate all

スイッチ
ング

config lag create <name> Global 
Config

port-channel <name> 
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スイッチ
ング

config lag addport <logical 
slot/port> <slot/port>

Interface 
Config

addport <logical slot/port> 

スイッチ
ング

config lag deleteport 
<logical slot/port> <slot/
port | all>

Interface 
Config

deleteport <logical slot/port> 

Global 
Config

deleteport <logical slot/port> 
all

スイッチ
ング

config lag adminmode 
<logical slot/port | all> 
<enable | disable>

Global 
Config

port-channel adminmode 
{<logical slot/port> | all} 

 Global 
Config

no port-channel adminmode 
{<logical slot/port> | all} 

スイッチ
ング

config lag linktrap <logical 
slot/port | all> <enable | 
disable>

Global 
Config

port-channel linktrap 
{<logical slot/port> | all} 

 Global 
Config

no port-channel linktrap 
{<logical slot/port> | all} 

スイッチ
ング

config lag name <logical 
slot/port | all> <name>

Global 
Config

port-channel name {<logical 
slot/port> | all} <name> 

スイッチ
ング

config lag deletelag 
<logical slot/port | all>

Interface 
Config

delete interface {<logical 
slot/port> | all} 

スイッチ
ング

config lag stpmode <logical 
slot/port | all> <off | 
802.1d | fast>

Interface 
Config

spannig-tree {<logical slot/
port> | all} {off | 802.1d | 
fast} 

スイッチ
ング

config vlan create <2-4094> VLAN 
database

vlan <1-4094> 

 VLAN 
database

no vlan <1-4094> 

スイッチ
ング

config vlan name <name> <2-
4094>

VLAN 
database

vlan name <1-4094> <newname>

スイッチ
ング

config vlan delete <2-4094> VLAN 
database

no vlan name <1-4094> 
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スイッチ
ング

config vlan makestatic <2-
4094>

VLAN 
database

vlan makestatic <1-4094> 

スイッチ
ング

config vlan participation 
<exclude | include | auto> 
<1-4094> <slot/port | all>

Interface 
Config

vlan participation {exclude | 
include | auto} <1-4094> 

 Global 
Config

vlan participation all 
{exclude | include | auto} <1-
4094> 

スイッチ
ング

config vlan port tagging 
<enable | disable> <1-4094> 
<slot/port | all>

Interface 
Config

vlan tagging <1-4094> 

 Interface 
Config

no vlan tagging <1-4094> 

 Global 
Config

vlan port tagging all <1-4094> 

 Global 
Config

no vlan port tagging all <1-
4094> 

スイッチ
ング

config vlan port pvid <1-
4094> <slot/port | all>

Interface 
Config

vlan pvid <1-4094> 

 Global 
Config

vlan port pvid all <1-4094> 

スイッチ
ング

config vlan port acceptframe 
<all | vlan> <slot/port | 
all>

Interface 
Config

vlan acceptframe {vlanonly | 
all} 

 Interface 
Config

no vlan acceptframe 

 Global 
Config

vlan port acceptframe all 
{vlanonly | all} 

 Global 
Config

no vlan port acceptframe all
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スイッチ
ング

config vlan port 
ingressfilter <enable | 
disbale> <slot/port | all>

Interface 
Config

vlan ingressfilter

 Interface 
Config

no vlan ingressfilter

 Global 
Config

vlan port ingressfilter all

 Global 
Config

no vlan port ingressfilter all

スイッチ
ング

config protocol create 
<groupname>

Global 
Config

vlan protocol group 
<groupname> 

スイッチ
ング

config protocol delete 
<groupid>

Global 
Config

vlan protocol group remove 
<groupid> 

スイッチ
ング

config protocol protocol add 
<groupid> <protocol>

Global 
Config

vlan protocol group add 
protocol <groupid> {ip | arp | 
ipx}

スイッチ
ング

config protocol protocol 
remove <groupid> <protocol>

Global 
Config

no vlan protocol group add 
protocol <groupid> {ip | arp | 
ipx} 

スイッチ
ング

config protocol vlan add 
<groupid> <vlan>

VLAN 
database

protocol group <groupid> <1-
4094> 

スイッチ
ング

config protocol vlan remove 
<groupid> <vlan>

VLAN 
database

no protocol group <groupid> 
<1-4094> 

スイッチ
ング

config protocol interface 
add <groupid> <slot/port / 
all>

Interface 
Config

protocol vlan group <groupid> 

スイッチ
ング

config protocol interface 
remove <groupid> <slot/port/
all>

Interface 
Config

no protocol vlan group 
<groupid> 

スイッチ
ング

config protocol interface 
remove <groupid> <slot/port/
all>

Global 
Config

protocol vlan group all 
<groupid> 
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スイッチ
ング

config protocol interface 
remove <groupid> <slot/port/
all>

Global 
Config

no protocol vlan group all 
<groupid> 

スイッチ
ング

config garp gmrp adminmode 
<enable/disable>

Privilege
d EXEC 

set gmrp adminmode

 Privilege
d EXEC 

no set gmrp adminmode

スイッチ
ング

config garp gmrp 
interfacemode <slot/port/
all> <enable/disable>

Interface 
Config

set gmrp interfacemode

 Interface 
Config

no set gmrp interfacemode

 Global 
Config

set gmrp interfacemode all

 Global 
Config

no set gmrp interfacemode all

スイッチ
ング

config garp gvrp adminmode 
<enable | disable>

Privilege
d EXEC 

set gvrp adminmode

 Privilege
d EXEC 

no set gvrp adminmode

スイッチ
ング

config garp gvrp 
interfacemode <slot/port | 
all> <enable | disable>

Interface 
Config

set gvrp interfacemode

 Interface 
Config

no set gvrp interfacemode

 Global 
Config

set gvrp interfacemode all

 Global 
Config

no set gvrp interfacemode all

スイッチ
ング

config garp jointimer <slot/
port/all> <10-100>

Interface 
Config

set garp timer join <10-100> 
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 Interface 
Config

no set garp timer join

 Global 
Config

set garp timer join all <10-
100> 

 Global 
Config

no set garp timer join all

スイッチ
ング

config garp leavetimer 
<slot/port/all> <20-600>

Interface 
Config

set garp timer leave <20-600> 

 Interface 
Config

no set garp timer leave

 Global 
Config

set garp timer leave all <20-
600> 

 Global 
Config

no set garp timer leave all

スイッチ
ング

config garp leavealltimer 
<slot/port/all> <200-600>

Interface 
Config

set garp timer leaveall <200-
6000> 

 Interface 
Config

no set garp timer leaveall

 Global 
Config

set garp timer leaveall all 
<200-6000> 

 Global 
Config

no set garp timer leaveall all

スイッチ
ング

config igmpsnooping 
adminmode <enable/disable>

Global 
Config

set igmp

 Global 
Config

no set igmp

スイッチ
ング

config igmpsnooping 
groupmembershipinterval <1-
3600>

Global 
Config

set igmp 
groupmembershipinterval <2-
3600> 

 Global 
Config

no set igmp 
groupmembershipinterval
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スイッチ
ング

config igmpsnooping 
maxresponse <1-3600>

Global 
Config

set igmp maxresponse <1-3599> 

 Global 
Config

no set igmp maxresponse

スイッチ
ング

config igmpsnooping 
mcrtexpiretime <0-3600>

Global 
Config

set igmp mcrtexpiretime <0-
3600> 

 Global 
Config

no set igmp mcrtexpiretime

スイッチ
ング

config igmpsnooping 
interfacemode <slot/port/
all> <enable/disable>

Interface 
Config

set igmp

 Interface 
Config

no set igmp

 Global 
Config

set igmp interfacemode all

スイッチ
ング

config mirroring delete Global 
Config

no set igmp interfacemode all

スイッチ
ング

config mirroring create 
<slot/port> <slot/port>

Global 
Config

monitor session source <slot/
port> destination <slot/port> 

 Global 
Config

no monitor session

スイッチ
ング

config mirroring mode 
<enable | disable>

Global 
Config

monitor session mode

 Global 
Config

no monitor session mode

セキュリ
ティ

config authentication login 
create <listname>

Global 
Config

authentication login 
<listname> [method1 [method2 
[method3]]]
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セキュリ
ティ

config authentication login 
set <listname> <local/
radius/reject> [local/
radius/reject] [local/
radius/reject]

Global 
Config

セキュリ
ティ

config authentication login 
delete <listname>

Global 
Config

no authentication login 
<listname>

セキュリ
ティ

config users defaultlogin 
<listname>

Global 
Config

users defaultlogin <listname>

セキュリ
ティ

config users login <user> 
<listname>

Global 
Config

users login <user> <listname>

セキュリ
ティ

show authentication login 
info 

Privilege
d EXEC 

show authentication

セキュリ
ティ

show authentication login 
users <listname>

Privilege
d EXEC 

show authentication users 
<listname>

セキュリ
ティ

show users authentication Privilege
d EXEC 

show users authentication

セキュリ
ティ

config radius maxretransmit 
<1 - 15>

Global 
Config

radius server retransmit <1-
15>

 Global 
Config

no radius server retransmit

セキュリ
ティ

config radius timeout <1 - 
30>

Global 
Config

radius server timeout <1-30>

 Global 
Config

no radius server timeout

セキュリ
ティ

config radius accounting 
mode <enable/disable>

Global 
Config

radius accounting mode

 Global 
Config

no radius accounting mode

セキュリ
ティ

config radius accounting 
server add <ipaddr>

Global 
Config

radius server host {auth | 
acct} <ipaddr> [<0-65535>] 
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セキュリ
ティ

config radius accounting 
server port <ipaddr> <0 - 
65535>

Global 
Config

セキュリ
ティ

config radius accounting 
server remove <ipaddr>

Global 
Config

セキュリ
ティ

config radius server add 
<ipaddr>

Global 
Config

セキュリ
ティ

config radius server port 
<ipaddr> <0 - 65535>

Global 
Config

セキュリ
ティ

config radius server remove 
<ipaddr>

Global 
Config

no radius server host {auth | 
acct} <ipaddr>

セキュリ
ティ

config radius accounting 
server secret <ipaddr>

Global 
Config

radius server key {auth | 
acct} <ipaddr>

セキュリ
ティ

config radius server secret 
<ipaddr>

Global 
Config

セキュリ
ティ

config radius server primary 
<ipaddr>

Global 
Config

radius server primary <ipaddr>

セキュリ
ティ

show radius summary Privilege
d EXEC 

show radius [servers]

セキュリ
ティ

show radius server summary Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

show radius server stats 
<ipaddr>

Privilege
d EXEC 

show radius statistics 
<ipaddr>

セキュリ
ティ

show radius accounting 
summary 

Privilege
d EXEC 

show radius accounting 
[statistics <ipaddr>]

セキュリ
ティ

show radius accounting stats 
<ipaddr>

Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

show radius stats Privilege
d EXEC 

show radius statistics

セキュリ
ティ

clear radius stats Privilege
d EXEC 

clear radius statistics

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-41
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セキュリ
ティ

config dot1x adminmode 
<enable/disable>

Global 
Config

dot1x system-auth-control

 Global 
Config

no dot1x system-auth-control

セキュリ
ティ

config dot1x port initialize 
<slot/port>

Privilege
d EXEC 

dot1x initialize <slot/port>

セキュリ
ティ

config dot1x port 
reauthenticate <slot/port>

Privilege
d EXEC 

dot1x re-authenticate <slot/
port>

セキュリ
ティ

config dot1x port controldir 
<slot/port/all> <both/in>

削除済み

セキュリ
ティ

config dot1x port 
controlmode <slot/port/all> 
<forceunauthorized/
forceauthorized/auto>

Global 
Config

dot1x port-control all {force-
unauthorized | force-
authorized | auto}

Global 
Config

no dot1x port-control all

Interface 
Config

dot1x port-control {force-
unauthorized |  force-
authorized |  auto}

 Interface 
Config

no dot1x port-control

セキュリ
ティ

config dot1x port 
quietperiod <slot/port> <0-
65535>

Interface 
Config

dot1x timeout {{reauth-period 
<seconds>} | {quiet-period 
<seconds>} | {tx-period 
<seconds>} | {supp-timeout 
<seconds>} | {server-timeout 
<0-65535>}}

セキュリ
ティ

config dot1x port 
transmitperiod <slot/port> 
<1-65535>

Interface 
Config

no dot1x timeout {reauth-
period | quiet-period | tx-
period | supp-timeout | 
server-timeout}

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-42 IS CLI マッピング

vv1.6, 2006 年 1 月



NETGEAR 7300S シリーズ レイヤー 3 スイッチソフトウェア用ユーザーマニュアル
セキュリ
ティ

config dot1x port 
supptimeout <slot/port> <1-
65535>

Interface 
Config

セキュリ
ティ

config dot1x port 
servertimeout <slot/port> 
<1-65535>

Interface 
Config

セキュリ
ティ

config dot1x port 
reauthperiod <slot/port> <1-
65535>

Interface 
Config

セキュリ
ティ

config dot1x port 
maxrequests <slot/port> <1-
10>

Interface 
Config

dot1x max-req <1-10>

 Interface 
Config

no dot1x max-req

セキュリ
ティ

config dot1x port 
reauthenabled <slot/port> 
<true/false>

Interface 
Config

dot1x re-authentication

 Interface 
Config

no dot1x re-authentication

セキュリ
ティ

config dot1x defaultlogin 
<listname>

Global 
Config

dot1x defaultlogin <listname>

セキュリ
ティ

config dot1x login <user> 
<listname>

Global 
Config

dot1x login <user> <listname>

セキュリ
ティ

config dot1x port users add 
<user> <slot/port/all>

Global 
Config

dot1x user <user> {<slot/port> 
| all}

セキュリ
ティ

config dot1x port users 
remove <user> <slot/port/
all>

Global 
Config

no dot1x user <user> {<slot/
port> | all}

セキュリ
ティ

show dot1x summary Privilege
d EXEC 

show dot1x [{summary {<slot/
port> | all}} | {detail <slot/
port>} | {statistics <slot/
port>} {users <slot/port>}]

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
IS CLI マッピング A-43
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セキュリ
ティ

show dot1x port summary 
<slot/port/all>

Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

show dot1x port detailed 
<slot/port>

Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

show dot1x port stats <slot/
port>

Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

show dot1x port users <slot/
port>

Privilege
d EXEC 

セキュリ
ティ

clear dot1x port stats 
<slot/port/all>

Privilege
d EXEC 

clear dot1x statistics {<slot/
port> | all}

表 A- 1. IS CLI マッピング  ( 続 )

パッケー
ジ

7300S Series L3 Switch コマ
ンド

CLI コマンド

モード 構文
A-44 IS CLI マッピング
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付録 B
ケーブルのガイドライン

この付録では、NETGEAR Product Name (long) Variable で使用されるケーブル
の規格を提供しています。

B.1 Fast Ethernet ケーブルのガイドライン

Fast Ethernet は、100Base-Tx に関して IEEE 802.3u 規格で指定されたとお
り、UTP ケーブルを使用します。規定では、2 ペアまたは 4 ペアのツイスト被
覆銅線が 1 つのプラスチックカバーに納められた、カテゴリ 5 UTP ケーブルを
指定しています。カテゴリ 5 ケーブルは 大 100 MHz の帯域幅までの使用が保
証されています。100BASE-TX の操作は、転送用に 1 ペアのワイヤーを使用し、
受信とコリジョン検出用に別のペアのワイヤーを使用しています。

カテゴリ 5 UTP ケーブルをインストールする際は、以下のガイドラインに従い、
ケーブルが以下の規格を満たしていることを確認してください。

保証
お使いのカテゴリ 5 UTP ケーブルが損害保険者研究所 (UL) または電子テスト
研究所 (ETL) の保証プロセスを経ていることを確認してください。

末端方式
クロストーク･ノイズを 小限に抑えるため、ケーブルのツイスト比率を末端ポ
イントまで維持します。RJ-45 プラグの箇所でツイストをやめるか、またはパッ
チパネルが 0.5 インチ (1.5cm) を超えないようにしてください。

B.2 カテゴリ 5 ケーブル

ANSI/EIA/TIA-568-A 配線標準を満たしているカテゴリ 5 ケーブルは、下記のよ
うに分割し、 長で 328 ft (100 m) まで延長して使用することができす。

ハブとパッチパネル ( あれば ) の間が 20 ft (6 m) 

壁に一番近いワイヤーから 295 ft (90 m) 

壁からデスクトップデバイスまでが 10 ft (3 m)
ケーブルのガイドライン B-1
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パッチパネルとその他のハードウェアは、100 Mbps 操作 ( カテゴリ 5) の要求
を満たす必要があります。ワイヤーペアの非ツイスト部分から 0.5 インチ (1.5 
cm) のみが、端末ポイントで許可されています。

B.2.1 カテゴリ 5 ケーブルの規格

ファイバケーブルが保証されたリンクをクロスオーバーしていることを確認して
ください。

下表はカテゴリ 5 UTP ケーブルの消費電力です。

B.2.2 ツイストペアケーブル

2 つのデバイスが通信するためには、各デバイスの送信機が相手デバイスの受信
機と接続されている必要があります。通用、クロスオーバー機能はデバイス回路
の一部として、内部に取り付けられています。コンピュータやワークステーショ
ンのアダプタカードは、通常媒体依存型インターフェースポートであり、MDI ま
たはアップリンクポートと呼ばれています。ほとんどのリピーターやスイッチ
ポートは媒体依存型インターフェースとして、MDI-X またはノーマルポートと呼
ばれるクロスオーバーポートとともに構成されています。Auto Uplink 技術は、
MDI または MDI-X のどちらの接続が存在するかを自動的に探知し、正しい接続
を行います。

注：B- 1. カテゴリ 5 ケーブルの消費電力

規格 カテゴリ 5 ケーブルの要件

ペア数 4

インピーダンス 100 ｱ 15%

1 KHz の相互キャパシタンス 5.6 nF / 100 m

大減衰
(dB / 100 m @ 20 ・C)

@ 4 MHz: 8.2
@ 31 MHz: 11.7
@ 100 MHz: 22.0

NEXT ロス ( 低の dB) @ 16 MHz: 44
@ 31 MHz: 39
@ 100 MHz: 32
B-2 ケーブルのガイドライン
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図 B- 1 はストレートツイストペア･ケーブルです。

図 B- 2 はクロスオーバーツイストペア･ケーブルです。

B.2.3 パッチパネルとケーブル

パッチパネルを使用している場合、これらが 100 Base-Tx 要件を満たしている
かどうかを確認してください。すべてのパッチケーブルとワークエリアケーブル
にはカテゴリ 5 UTP ケーブルを使用し、UTP パッチケーブル速度が配布ケーブ
ルの速度と同じ、またはそれ以上であることを確認します。

図 B- 1

図 B- 2
ケーブルのガイドライン B-3
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パッチパネルを配線するには、図に示すように、両端に RJ-45 プラグのある 2 
本のカテゴリ 5 UTP ケーブルが必要です。

B.3 カテゴリ 5 ケーブルで 1000BASE-T Gigabit Ethernet を
使用する

新しい 1000BASE-T 標準を使用する場合、ケーブル取り付けの制限や必要手順な
どをよく調べ、 適なパフォーマンスが確保されるようにしてください。配線で

も重要なのは、パッチパネル接続、コネクタ変換ポイントにおけるペアツイス
ト、ツイストペアケーブル周辺のジャケット、水平に複数のペアをバンドルする
こと、そしてパンチダウンブロックです。これらの要素はすべて 1000Base-T 技
術のパフォーマンスに影響します。以下のセクションでは 1000 Base-T の正し
い配線ガイドラインを提供しています。

図 B- 3

警告：平たいシルバーの電話回線ケーブルにも同じ RJ-45 プラグがあ
る場合があります。ただし、電話ケーブルを使用すると過剰
なコリジョンが起こり、接続されたポートがパーティション
されたり、ネットワークから切断されたりする結果を招きま
す。
B-4 ケーブルのガイドライン
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B.3.4 配線

1000BASE-T 製品は、カテゴリ 5 ケーブル配線で作動するよう設計されていま
す。デバイスの性能をより向上させるためには、配線標準をしっかりと満たして
いる必要があります。 新標準はカテゴリ 5e で、これは従来のカテゴリ 5 
ケーブルよりも優れたリンクパフォーマンスを提供することができます。

新しいケーブルをインストールする場合、カテゴリ 5e ケーブルを使用すること
をお勧めします。カテゴリ 5e とカテゴリ 5 のコストにほとんど差はありませ
ん。既存のケーブルを使用する場合は、工場でテストされた、ANSI/EIA/TIA-
568-A:1995 または ISO/IEC 11801:1995 カテゴリ 5 規格を満たしたケーブルで
あることを確認してください。

B.3.4.0.1  長さ . 従来の Ethernet 規格によると、2 つのデバイスの間の 長ディス
タンスは 100m です。エンド･ツー･エンドリンクは、" チャンネル " と呼ばれて
います。

TSB-67 は構築インフラの一部であるリンク部分の "基本リンク "を定義します。
これには、パッチやデバイスのコードは含まれません。基本リンクの 長は 295 
feet (90 m) です。

B.3.4.0.2  リターンロス . リターンロスとは、配線リンク中のインピーダンスの変化
から生じる信号エネルギー量を測定します。1000BASE-T の本質では、この測定
が非常に重要です。受信機に反映されるエネルギーが多すぎる場合、デバイスは

適に稼動しません。

カテゴリ 5 ワイヤーの 4 ペアのうち、2 ペアだけを使用する 10BASE-T や 
100BASE-TX とは異なり、1000BASE-T はツイストペアの 4 ペアすべてを使用し
ます。すべてのワイヤーが 3/4 テスト済みであることを確認してください。これ
は非常に重要です。

リターンロスに影響を及ぼす要素 :

RJ-45 から別のコネクタ、パッチパネル、デバイスなどを通過する接続があるた
め、変換ポイントの数が重要です。

ツイストケーブルの 4 ペアを囲むジャケットを取り外すこと。RJ-45 で配線を
行う場合、1-1/4 インチ (32mm) に 小化することを強く推奨します。

ツイストペア･ケーブルのペアのよりを戻すこと。RJ-45 接続では、よりの戻っ
た部分が 3/8 インチ (10mm) 以下であることが重要です。

複数のカテゴリ 5 ケーブルの配線またはバンドル。これは、ANSI/EIA/TIA-
568A-3 により規定されています。正しく取り付けられていない場合、すべての
配線パラメータに悪影響を及ぼす可能性があります。
ケーブルのガイドライン B-5
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B.3.5 Near End Cross Talk (NEXT)

これは、ケーブルアセンブリ、またはバンドル内のケーブルにおける、1 つのワ
イヤーから別のワイヤーへの信号カップリングの測定です。NEXT は、リンクの
近端から送信機が配置されている端で検出されるクロストーク妨害エネルギー量
を測定します。NEXT は送信元から " 返された " エネルギー量を測定します。
NEXT とクロストークに影響を及ぼす要素は、リターンロスの項で説明されてい
るものと全く同様です。クロストークの性能はケーブル取り付けの品質に直接的
に影響されます。

B.3.6 パッチケーブル

デバイスをインストールする際、カテゴリ 5e 規格に満たない古いパッチパネル
ケーブルは交換してください。NEXT の項で指摘しているように、ケーブルの近
端部分は操作の成功にとって非常に重要な要素です。

B.3.7 RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタ

Fast Ethernet ネットワークでは、すべての 100BASE-T 認証カテゴリ 5 ケーブ
ルが RJ-45 を使用していることが重要です。RJ-45 プラグは 4 ペアの UTP  ま
たはシールドツイストペア (STP) 100Ω ケーブルに対応しており、RU-45 コネ
クタと接続します。RJ-45 コネクタはステーション、ハブ、スイッチなどを UTP 
ケーブルで接続する際に使用します。RJ-45 コネクタは 10 Mbps、100 Mbps、
1000 Mbps データ通信に対応しています。

図 B- 4 は RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタを示しています。

図 B- 4
B-6 ケーブルのガイドライン
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表 B- 2 は 10/100 Mbps RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタのピンの割り当てを示し
ています。

表 B- 3 は 100/1000 Mbps RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタのピンの割り当てを示
しています。

注：B- 2. 10/100 Mbps RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタのピンの割り当て

ピン 通常の割り当て
ポート 1 ～ 8

アップリンク割り当て 
ポート 8

1 受信データ入力 + 転送データ出力 +

2 受信データ入力 - 転送データ出力 -

3 転送データ出力 + 受信データ入力 +

6 転送データ出力 - 受信データ入力 -

4, 5, 7, 
8

内部末端。データ通信では使用されません。

注：B- 3. 100/1000 Mbps RJ-45 プラグと RJ-45 コネクタのピンの割り当て

ピン チャンネル 説明

1
2

A Rx/Tx データ +
Rx/Tx データ

3
6

B Rx/Tx データ +
Rx/Tx データ

4
5

C Rx/Tx データ +
Rx/Tx データ

7
8

D Rx/Tx データ +
Rx/Tx データ
ケーブルのガイドライン B-7
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B.3.8 まとめ

1000BASE-T 製品を 大限に活用するには、正しいケーブルの取り付けを行い、
ANSI/EIA/TIA-568-A:1995 または ISO/IEC 11801:1995 カテゴリ 5 規格と同様、
またはそれ以上を満たしていることを確認します。パッチパネルケーブルも含
め、可能な場合はカテゴリ 5e ケーブルを使用してください。変換ポイント、
ジャケットの取り外し、非ツイスト部分の長さを 小限に抑えます。ケーブルの
バンドルは正しくインストールし、ANSI/EIA/TIA-568A-3 の要件を満たすよう注
意します。
B-8 ケーブルのガイドライン
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付録 C
関連ドキュメント

この付録では、NETGEAR 製品で使われている技術をより詳しく理解するための参
照ドキュメントへのリンクが提供されています。

ドキュメント リンク

インターネット･ネット
ワーキングと TCP/IP 
割り当て :

http://documentation.netgear.com/reference/enu/tcpip/index.htm

ワイヤレス通信 : http://documentation.netgear.com/reference/enu/wireless/index.htm

ネットワークアクセス
のためにコンピュータ
を準備する :

http://documentation.netgear.com/reference/enu/wsdhcp/index.htm

Virtual Private 
Networking (VPN):

http://documentation.netgear.com/reference/enu/vpn/index.htm

語彙 : http://documentation.netgear.com/reference/enu/glossary/index.htm
関連ドキュメント C-1
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C-2 関連ドキュメント
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