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付 録 C

Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P 
スイッチの Show Platform コマンド

この付録では、 Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイ ッチで使用するために作成
または変更された show platform 特権 EXEC コマン ドについて説明します。 これらのコマン ド
は、 インターネッ ト ワーキングの問題の診断および解決に役立つ情報を表示します。 使用する
場合には、 必ずシスコのテクニカル サポー ト担当者の指示に従って ください。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform acl
show platform acl
プラ ッ ト フォームに依存するアクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） マネージャ情報を表示す
るには、 show platform acl 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform acl {interface interface-id | label label-number [detail] | statistics asic-number | 
usage asic-number [summary] | vlan vlan-id}   

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

interface interface-id 指定されたインターフェイスについて、 インターフェイス単位の ACL 
マネージャ情報を表示します。 このインターフェイスには物理イン
ターフェイスまたは VLAN を指定できます。

label label-number 
[detail] 

ラベル単位の ACL マネージャ情報を表示します。 label-number に指定
できる範囲は 0 ～ 255 です。 キーワードの意味は次のとおりです。

• detail ： （任意） ACL マネージャ  ラベル情報の詳細を表示します。

statistics asic-number ASIC 単位の ACL マネージャ情報を表示します。 asic-number に指定で
きる範囲は、 0 または 1 のいずれかのポー ト  ASIC 番号です。

usage asic-number 
[summary]

ASIC 単位の ACL 使用状況情報を表示します。 キーワードの意味は次
のとおりです。

• summary ： （任意） 使用状況情報の概要を表示します。

vlan vlan-id VLAN 単位の ACL マネージャ情報を表示します。 vlan-id に指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform backup interface
show platform backup interface
Flex Link 設定で使用されるプラ ッ ト フォーム依存型バッ クアップ情報を表示するには、 show 
platform backup interface 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform backup interface [interface-id | dummyQ]   

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

interface-id （任意） すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイ
スに対するバッ クアップ情報を表示します。 このインターフェイスに
は物理インターフェイスまたはポー ト  チャネルを指定できます。

dummyQ （任意） ダ ミー キュー情報を表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
C-3
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform etherchannel
show platform etherchannel
プラ ッ ト フォームに依存する  EtherChannel 情報を表示するには、show platform etherchannel 特
権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform etherchannel {flags | time-stamps}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

flags EtherChannel ポー ト  フラグを表示します。

time-stamps EtherChannel タ イム  スタンプを表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform forward
show platform forward
指定されたパラ メータ と一致したフレームがハード ウェアで転送される方法を指定するには、
インターフェイスに対して show platform forward 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform forward interface-id [vlan vlan-id] src-mac dst-mac [l3protocol-id] [ipv6 | sap | 
snap] [cos cos] [ip src-ip dst-ip [frag field] [dscp dscp] {l4protocol-id | icmp icmp-type 
icmp-code | igmp igmp-version igmp-type | sctp src-port dst-port | tcp src-port dst-port flags | 
udp src-port dst-port]}

構文の説明 interface-id パケッ ト がスイ ッチに着信するポー ト となる入力物理インター
フェイス。

vlan vlan-id （任意） 入力 VLAN ID。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。 この値
が指定されず、 入力インターフェイスがルーテッ ド  ポー ト でない
場合、 デフォル トは 1 です。

src-mac 48 ビッ ト送信元 MAC アド レス。

dst-mac 48 ビッ ト宛先 MAC アド レス。

l3protocol-id （任意） パケッ ト で使用されるレイヤ 3 プロ ト コル。 指定できる範
囲は 0 ～ 65535 です。

ipv6 （任意） IPv6 フレーム。

sap （任意） サービス  アクセス  ポイン ト （SAP） カプセル化タイプ

snap （任意） サブネッ ト ワーク  アクセス  プロ ト コル （SNAP） カプセル
化タイプ

cos cos （任意） フレームのサービス  ク ラス （CoS） 値。 指定できる範囲は 
0 ～ 7 です。

ip src-ip dst-ip （任意、 ただし  IP パケッ ト の場合は必須） ド ッ ト付き  10 進表記の
送信元および宛先 IP アド レス。

frag field （任意） フラグ メ ン ト  IP パケッ ト の IP フラグ メ ン ト  フ ィールド。
指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

dscp dscp （任意） IP ヘッダーの DiffServ コード  ポイン ト （DSCP） フ ィール
ド。 指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

l4protocol-id IP ヘッダーのレイヤ 4 プロ ト コル フ ィールドの数値。 指定できる
範囲は 0 ～ 255 です。 たとえば、 47 は総称ルーティ ング カプセル
化 （GRE） であ り、 89 は Open Shortest Path First （OSPF） です。
プロ ト コルが TCP、 ユーザ データグラム  プロ ト コル （UDP）、 イ
ンターネッ ト制御メ ッセージ プロ ト コル （ICMP）、 またはイン
ターネッ ト  グループ管理プロ ト コル （IGMP） である場合、 数値
の代わりに適切なキーワードを使用する必要があ り ます。

icmp icmp-type
icmp-code

ICMP パラ メータ。 icmp-type および icmp-code に指定できる範囲
は 0 ～ 255 です。

igmp igmp-version 
igmp-type

IGMP パラ メータ。 指定できる範囲は、 igmp-version は 1 ～ 15、
igmp-type は 0 ～ 15 です。

sctp src-port dst-port Stream Control Transmission Protocol （SCTP） パラ メータ。 SCTP 
送信元および宛先ポー ト に指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform forward
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

例 show platform forward コマン ドの出力表示およびその意味の例については、 この リ リースに対
応する ソフ ト ウェア コンフ ィギュレーシ ョ ン  ガイ ドの 「Troubleshooting」 の章を参照して くだ
さい。

tcp src-port dst-port
flags

TCP パラ メータ ： TCP 送信元ポー ト 、 宛先ポー ト 、 ヘッダーの 
TCP フラグ バイ ト の数値。 src-port および dst-port に指定できる範
囲は 0 ～ 65535 です。 指定できるフラグ範囲は 0 ～ 1024 です。

udp src-port dst-port UDP パラ メータ。src-port および dst-port に指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
C-6
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform frontend-controller
show platform frontend-controller
フロン ト エン ド  コン ト ローラ  マネージャ とその従属アプ リ ケーシ ョ ンのカウンタおよびス
テータス情報、 およびフロン ト エン ド  コン ト ローラのハード ウェアおよびソフ ト ウェア情報を
表示するには、 show platform frontend-controller 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform frontend-controller {buffer | generic | manager number | subordinate number | 
version number}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン 指定できる下位番号の範囲は 0 ～ 2 です。

このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

（注）

buffer マネージャから従属アプ リ ケーシ ョ ンに送信された最後の 1024 バイ ト
を表示します。 または、 従属アプ リ ケーシ ョ ンからマネージャに送信
された最後の 1024 バイ ト を表示します。

generic マネージャまたは従属アプ リ ケーシ ョ ンに限定的に適用されるわけで
はない一般的なカウンタを表示します。

manager number number で指定されたマネージャおよび従属アプ リ ケーシ ョ ンのカウン
タを表示します。 number の範囲については、 「使用上のガイ ド ラ イン」
を参照して ください。

subordinate number number で指定された従属アプ リ ケーシ ョ ンの従属ステータスおよびカ
ウンタを表示します。 number の範囲については、 「使用上のガイ ド ラ
イン」 を参照して ください。

version number number で指定された従属ステータスのハード ウェアおよびソフ ト ウェ
ア バージ ョ ン情報を表示します。 number の範囲については、 「使用上
のガイ ド ラ イン」 を参照して ください。

リ リ ース 変更箇所

12.2(46)EX このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform ip igmp snooping
show platform ip igmp snooping
プラ ッ ト フォームに依存するインターネッ ト  グループ管理プロ ト コル （IGMP） スヌーピング
情報を表示するには、 show platform ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform ip igmp snooping {all | control [di] | counters | flood [vlan vlan-id] | group 
ip-address | hardware | retry [count | local [count] | remote [count]]}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

all すべての IGMP スヌーピング プラ ッ ト フォーム  IP マルチキャス ト情報
を表示します。

control [di] IGMP スヌーピング コン ト ロール エン ト リ を表示します。 キーワード
の意味は次のとおりです。

• di ： （任意） IGMP スヌーピング コン ト ロール宛先インデッ クス  エ
ン ト リ を表示します。

counters IGMP スヌーピング カウンタを表示します。

flood [vlan vlan-id] IGMP スヌーピング フラ ッディ ング情報を表示します。 キーワードの
意味は次のとおりです。

• vlan vlan-id ： （任意） 指定された VLAN のフラ ッディ ング情報を
表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

group ip-address IGMP スヌーピング マルチキャス ト  グループ情報を表示します。 こ こ
で、 ip-address はグループの IP アド レスです。

hardware ハード ウェアにロード された IGMP スヌーピング情報を表示します。

retry [count | local 
[count]

IGMP スヌーピング再試行情報を表示します。 キーワードの意味は次
のとおりです。

• count ： （任意） 再試行回数だけを表示します。

• local ： （任意） ローカル再試行エン ト リ を表示します。

remote [count] リ モー ト  エン ト リ を表示します。 キーワードの意味は次のとおりで
す。

• count ： （任意） リ モー ト  カウン ト だけを表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform ip unicast
show platform ip unicast
プラ ッ ト フォームに依存する  IP ユニキャス ト  ルーティ ング情報を表示するには、 show 
platform ip unicast 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform ip unicast {adjacency | cef-idb | counts | dhcp | failed {adjacency | arp [A.B.C.D] 
| route} | loadbalance | mpaths | proxy | route | standby | statistics | table | trace}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

adjacency プラ ッ ト フォーム隣接データベースを表示します。

cef-idb シスコ  エクスプレス  フォワーディ ング （CEF） インターフェイス記述
子ブロ ッ クに対応するプラ ッ ト フォーム情報を表示します。

counts レイヤ 3 ユニキャス ト  データベースのカウン ト を表示します。

dhcp DHCP システム  ダイナ ミ ッ ク  アド レスを表示します。

failed {adjacency | 
arp [A.B.C.D] | route}

ハード ウェア リ ソース障害を表示します。 キーワードの意味は次のと
おりです。

• adjacency ： ハード ウェアでのプログラ ミ ングに失敗した隣接エン
ト リ を表示します。

• arp ： 障害および再試行によるアド レス解決プロ ト コル （ARP） 削
除を表示します。

• A.B.C.D ： （任意） 表示する  ARP エン ト リのプレフ ィ ッ ク ス。

• route ： ハード ウェアでプログラ ミ ングされなかったルー ト  エン ト
リ を表示します。

loadbalance プラ ッ ト フォーム  ロードバランス  データベースを表示します。

mpaths レイヤ 3 ユニキャス ト  ルーテ ィ ング マルチパス隣接データベースを表
示します。

proxy プラ ッ ト フォーム  プロキシ ARP データベースを表示します。

route プラ ッ ト フォーム  ルー ト  データベースを表示します。

standby プラ ッ ト フォーム  スタンバイ情報を表示します。

statistics レイヤ 3 ユニキャス ト  ルーティ ング累積統計を表示します。

table プラ ッ ト フォーム  IP version 4 （IPv4） 情報を表示します。

trace プラ ッ ト フォーム  イベン ト  ト レース  ログを表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(55)SE このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform ip unicast
（注） proxy および table キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されますが、
サポー ト されていません。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform layer4op
show platform layer4op
プラ ッ ト フォームに依存するレイヤ 4 演算子情報を表示するには、show platform layer4op 特権 
EXEC コマン ドを使用します。

show platform layer4op {acl | pacl [port-asic] | qos [port-asic]} {and-or | map | or-and | vcu} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

acl アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） レ イヤ 4 演算子情報を表示します。

pacl [port-asic] ポー ト  ACL レイヤ 4 演算子情報を表示します。 キーワードの意味は次のと
おりです。

• port-asic ： （任意） ポー ト  ASIC 番号を表示します。

qos [port-asic] Quality of Service （QoS） レ イヤ 4 演算子情報を表示します。 キーワードの
意味は次のとおりです。

• port-asic ： （任意） QoS ポー ト  ASIC 番号を表示します。

and-or AND-OR レジスタ情報を表示します。

map 選択マップ情報を表示します。

or-and OR-AND レジスタ情報を表示します。

vcu Value Compare Unit （VCU） レジスタ情報を表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform mac-address-table
show platform mac-address-table
プラ ッ ト フォームに依存する  MAC アド レス  テーブル情報を表示するには、 show platform 
mac-address-table 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform mac-address-table [aging-array | hash-table | mac-address mac-address] [vlan 
vlan-id]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

aging-array （任意） MAC アド レス  テーブル エージング  アレイを表示します。

hash-table （任意） MAC アド レス  テーブル ハッシュ  テーブルを表示します。

mac-address mac-address （任意） MAC アド レス  テーブル MAC アド レス情報を表示します。
こ こで、 mac-address は 48 ビッ ト  ハード ウェア アド レスです。

vlan vlan-id （任意） 指定された VLAN の情報を表示します。 指定できる範囲
は 1 ～ 4094 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform messaging
show platform messaging
プラ ッ ト フォームに依存するアプ リ ケーシ ョ ンおよびパフォーマンス  メ ッセージ情報を表示す
るには、 show platform messaging 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform messaging {application [incoming | outgoing | summary] | hiperf 
[class-number]} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

application [incoming | 
outgoing | summary]

アプ リ ケーシ ョ ン  メ ッセージ情報を表示します。 キーワードの意味
は次のとおりです。

• incoming ： （任意） 着信アプ リ ケーシ ョ ン  メ ッセージング要求に
関する情報だけを表示します。

• outgoing ： （任意） 発信アプ リ ケーシ ョ ン  メ ッセージング要求に
関する情報だけを表示します。

• summary ： （任意） アプ リ ケーシ ョ ン  メ ッセージング要求すべて
に関するサマ リー情報を表示します。

hiperf [class-number] 発信するハイパフォーマンス  メ ッセージ情報を表示します。 特定の
ク ラス番号のハイパフォーマンス  メ ッセージについての情報を表示
するには、 class-number オプシ ョ ンを指定します。 指定できる範囲は 
0 ～ 36 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform monitor
show platform monitor
プラ ッ ト フォームに依存するスイ ッチド  ポー ト  アナラ イザ （SPAN） 情報を表示するには、
show platform monitor 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform monitor [session session-number]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

session 
session-number

（任意） 指定された SPAN セッシ ョ ンの SPAN 情報を表示します。 指定
できる範囲は 1 ～ 66 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform mvr table
show platform mvr table
プラ ッ ト フォームに依存するマルチキャス ト  VLAN レジス ト レーシ ョ ン （MVR）
Multi-Expansion Descriptor （MED） グループ マッピング テーブルを表示するには、 show 
platform mvr table 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform mvr table 

構文の説明 このコマン ドには、 引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform pm
show platform pm
プラ ッ ト フォームに依存するポー ト  マネージャ情報を表示するには、 show platform pm 特権 
EXEC コマン ドを使用します。

show platform pm {counters | group-masks | idbs {active-idbs | deleted-idbs} | if-numbers | 
link-status | platform-block | port-info interface-id | vlan {info | line-state}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

counters モジュール カウンタ情報を表示します。

group-masks EtherChannel グループ マスク情報を表示します。

idbs {active-idbs | 
deleted-idbs}

Interface Data Block （IDB） 情報を表示します。 キーワードの意味は
次のとおりです。

• active-idbs ： アクテ ィブ IDB 情報を表示します。

• deleted-idbs ： 削除または漏えいされた IDB 情報を表示します。

if-numbers インターフェイス番号情報を表示します。

link-status ローカル ポー ト  リ ンク  ステータス情報を表示します。

platform-block プラ ッ ト フォーム  ポー ト  ブロ ッ ク情報を表示します。

port-info interface-id 指定されたインターフェイスのポー ト管理フ ィールドおよび動作
フ ィールドを表示します。

stack-view スタ ッ クのステータス情報を表示します。 このキーワードは、 LAN 
Base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー
ト されています。

vlan {info | line-state} プラ ッ ト フォーム  VLAN 情報を表示します。 キーワードの意味は次
のとおりです。

• info ： アクテ ィブ VLAN の情報を表示します。

• line-state ： ラ インステー ト情報を表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform port-asic
show platform port-asic
プラ ッ ト フォームに依存するポー ト  ASIC レジスタ情報を表示するには、 show platform 
port-asic 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform port-asic {cpu-queue-map-table [asic number | port number [asic number]] | 
dest-map index number | 
etherchannel-info [asic number | port number [asic number]] | 
exception [asic number | port number [asic number]] | 
global-status [asic number | port number [asic number]] | 
learning [asic number | port number [asic number]] | 
mac-info [asic number | port number [asic number]] | 
mvid [asic number] | 
packet-info-ram [asic number | index number [asic number]] | 
port-info [asic number | port number [asic number]] | 
prog-parser [asic number | port number [asic number]] | 
receive {buffer-queue | port-fifo | supervisor-sram} [asic number | port number [asic 
number]] | 
span [vlan-id [asic number] | [asic number]stack {control | dest-map | learning | messages | 
mvid | prog-parser | span | stats [asic number | port number [asic number]}
stats {drop | enqueue | miscellaneous | supervisor} [asic number | port number [asic 
number]] |
transmit {port-fifo | queue | supervisor-sram} [asic number | port number [asic number]] 
vct [asic number | port number [asic number]] 
version}

構文の説明 cpu-queue-map-table
[asic number | port number 
[asic number]]

CPU キュー マップ テーブル エン ト リ を表示します。 キー
ワードの意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。

dest-map index number 指定されたインデッ ク スの宛先マップ情報を表示します。
指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

etherchannel-info [asic number | 
port number [asic number]]

EtherChannel 情報レジスタの内容を表示します。 キーワード
の意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。
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show platform port-asic
exception [asic number | port 
number [asic number]]

例外インデッ ク ス  レジスタ情報を表示します。 キーワード
の意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

global-status [asic number | port 
number [asic number]]

グローバルおよび中断ステータスを表示します。 キーワー
ドの意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

learning [asic number | port 
number [asic number]]

学習キャ ッシュ内のエン ト リ を表示します。 キーワードの
意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

mac-info [asic number | port 
number [asic number]]

MAC 情報レジスタの内容を表示します。 キーワードの意味
は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

mvid [asic number] マッピングされた VLAN ID テーブルを表示します。 キー
ワードの意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

packet-info-ram [asic number | 
index number [asic number]]

パケッ ト情報 RAM を表示します。 キーワードの意味は次の
とおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• index number ： （任意） 指定されたパケッ ト  RAM イン
デッ ク ス番号および ASIC 番号の情報を表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 63 です。
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show platform port-asic
port-info [asic number | port 
number [asic number]]

ポー ト情報レジスタ値を表示します。 キーワードの意味は
次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

prog-parser [asic number | port 
number [asic number]]

プログラマブル パーサー テーブルを表示します。 キーワー
ドの意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

receive {buffer-queue | port-fifo | 
supervisor-sram} [asic number | 
port number [asic number]]

受信情報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりで
す。

• buffer-queue ： バッファ  キュー情報を表示します。

• port-fifo ： ポー ト  FIFO 情報を表示します。

• supervisor-sram ： スーパーバイザ Static RAM （SRAM）
情報を表示します。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

span [vlan-id | asic number] スイ ッチド  ポー ト  アナラ イザ （SPAN） 関連情報を表示しま
す。 キーワードの意味は次のとおりです。

• vlan-id ： （任意） 指定された VLAN の情報を表示します。
指定できる範囲は 0 ～ 1023 です。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。
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show platform port-asic
stack {control | dest-map | 
learning | messages | mvid | 
prog-parser | span | stats [asic 
number | port number [asic 
number]}

スタ ッ ク関連情報を表示します。 キーワードの意味は次の
とおりです。

• control ： ス タ ッ ク制御ステータス  レジスタ情報を表示
します。

• dest-map ： 宛先マップ情報を表示します。

• learning ： 学習キャ ッシュ内のエン ト リ を表示します。

• messages ： ス タ ッ ク  メ ッセージ レジスタ情報を表示し
ます。

• mvid ： マッ ピングされた VLAN ID テーブルのエン ト リ
を表示します。

• prog-parser ： プログラマブル パーサー テーブルを表示
します。

• span ： SPAN 関連情報を表示します。

• stats ： ポー ト  ASIC の未処理の統計を表示します。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

（注） これらのキーワードは、 LAN Base イ メージを実行し
ている  Catalyst 2960-S スイ ッチだけでサポー ト され
ています。

stats {drop | enqueue | 
miscellaneous | supervisor} [asic 
number | port number [asic 
number]]

ポー ト  ASIC の未処理の統計を表示します。 キーワードの意
味は次のとおりです。

• drop ： ド ロ ップ統計情報を表示します。

• enqueue ： エンキュー統計情報を表示します。

• miscellaneous ： 各種統計情報を表示します。

• supervisor ： スーパーバイザ統計情報を表示します。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。
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show platform port-asic
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

transmit {port-fifo | queue | 
supervisor-sram} [asic number | 
port number [asic number]]

送信情報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりで
す。

• port-fifo ： ポー ト  FIFO 情報レジスタの内容を表示しま
す。

• queue ： キュー情報レジスタの内容を表示します。

• supervisor-sram ： スーパーバイザ SRAM 情報を表示し
ます。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

vct [asic number | port number 
[asic number]]

指定された ASIC または指定されたポー トおよび ASIC の 
VLAN 圧縮テーブル エン ト リ を表示します。 キーワードの
意味は次のとおりです。

• asic number ： （任意） 指定された ASIC の情報を表示しま
す。 指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定されたポー トおよび ASIC 番
号の情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポー ト を示します。

version ポー ト  ASIC のバージ ョ ンおよびデバイス  タ イプ情報を表示
します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform port-security
show platform port-security
プラ ッ ト フォームに依存するポー ト  セキュ リ テ ィ情報を表示するには、 show platform 
port-security 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform port-security

構文の説明 このコマン ドには、 引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform qos
プラ ッ ト フォームに依存する  Quality of Service （QoS） 情報を表示するには、 show platform qos 
特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform qos {label asic number | policer {parameters asic number | 
port alloc number asic number}}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

label asic number 指定された ASIC の QoS ラベル マップを表示します。

（任意） asic number に指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

policer {parameters asic number | 
port alloc number asic number}

ポ リサー情報を表示します。 キーワードの意味は次のと
おりです。

• parameters asic number ： 指定された ASIC のパラ
メータ情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 1 
です。

• port alloc number asic number ： 指定されたポー トお
よび ASIC のポー ト割り当て情報を表示します。
ポー ト割り当てに指定できる範囲は 0 ～ 25 です。
ASIC に指定できる範囲は 0 ～ 1 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform resource-manager
show platform resource-manager
プラ ッ ト フォームに依存する リ ソース  マネージャ情報を表示するには、 show platform 
resource-manager 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform resource-manager {dm [index number] | erd [index number] | 
mad [index number] | med [index number] | mod | msm {hash-table [vlan vlan-id] | 
mac-address mac-address [vlan vlan-id]} | sd [index number] | 
vld [index number]}

構文の説明 dm [index number] 宛先マップを表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

erd [index number] 指定されたインデッ ク スの等価コス ト  ルー ト記述子テーブルを表示し
ます。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

mad [index number] 指定されたインデッ ク スの MAC アド レス記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

med [index number] 指定されたインデッ ク スのマルチエクスパンシ ョ ン記述子テーブルを
表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

mod リ ソース  マネージャ  モジュール情報を表示します。

msm {hash-table 
[vlan vlan-id] | 
mac-address 
mac-address [vlan 
vlan-id]}

MAC アド レス記述子テーブルおよびステーシ ョ ン記述子テーブル情
報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• hash-table [vlan vlan-id] ： すべての VLAN または指定された 
VLAN のハッシュ  テーブルを表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 
4094 です。

• mac-address mac-address [vlan vlan-id] ： すべての VLAN または指
定された VLAN に対する  48 ビッ ト  ハード ウェア アド レスで表さ
れる指定された MAC アド レスの MAC アド レス記述子テーブルを
表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

sd [index number] 指定されたインデッ ク スのステーシ ョ ン記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

vld [index number] 指定されたインデッ ク スの VLAN リ ス ト記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のとおりです。

• index number ： （任意） 指定されたインデッ ク スを表示します。 指
定できる範囲は 0 ～ 65535 です。
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show platform resource-manager
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform snmp counters
プラ ッ ト フォームに依存する簡易ネッ ト ワーク管理プロ ト コル （SNMP） カウンタ情報を表示
するには、 show platform snmp counters 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform snmp counters

構文の説明 このコマン ドには、 引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform spanning-tree
show platform spanning-tree
プラ ッ ト フォームに依存するスパニングツ リー情報を表示するには、 show platform 
spanning-tree 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform spanning-tree synchronization [detail | vlan vlan-id]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

synchronization 
[detail | vlan 
vlan-id]

スパニングツ リー ステー ト同期情報を表示します。 キーワードの意味は
次のとおりです。

• detail ： （任意） スパニングツ リー情報の詳細を表示します。

• vlan vlan-id ： （任意） 指定された VLAN の VLAN スイ ッチ スパニン
グツ リー情報を表示します。 指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リ ース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。 
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show platform stp-instance
show platform stp-instance
プラ ッ ト フォームに依存するスパニングツ リー インスタンス情報を表示するには、 show 
platform stp-instance 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform stp-instance vlan-id

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

vlan-id 指定された VLAN のスパニングツ リー インスタンス情報を表示します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform stack manager
show platform stack manager
プラ ッ ト フォームに依存するスタ ッ ク情報を表示するには、 show platform stack-manager 特権 
EXEC コマン ドを使用します。

show platform stack manager {all | counters | trace [sdp [reverse] | state [reverse]]} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

スイ ッチ スタ ッ クのサマ リー情報に表示されるステー トは次のとおりです。

• Waiting ： ス イ ッチは起動中で、 スタ ッ ク内にある他のスイ ッチからの通信を待っていま
す。 スイ ッチはまだスタ ッ ク  マスターであるかど うかを判別していません。

スタ ッ ク  マスター選出に参加していないスタ ッ ク  メ ンバは、 スタ ッ ク  マスターが選出さ
れ準備ができるまで Waiting ステー ト のままです。

• Initializing ： ス イ ッチがそのスタ ッ ク  マスター ステータスを判別しました。 スイ ッチがス
タ ッ ク  マスターでない場合、 このスイ ッチはスタ ッ ク  マスターからシステム  レベルおよ
びインターフェイス  レベルの設定を受信してロード しています。

• Ready ： メ ンバがシステム  レベルおよびインターフェイス  レベルの設定のロードを完了し、
ト ラフ ィ ッ クを転送できるよ うになっています。

all スイ ッチ スタ ッ ク全体の情報をすべて表示します。

counters スタ ッ ク  マネージャ  カウンタを表示します。

trace [sdp [reverse]] 追跡情報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• sdp ： （任意） スタ ッ ク  ディ スカバリ  プロ ト コル （SDP） 情報を
表示します。

• reverse ： （任意） 追跡情報を逆順に （最新の情報から順にさかの
ぼって） 表示します。

trace [state [reverse]] 追跡情報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• state ： （任意） スタ ッ ク  ステー ト  マシン情報を表示します。

• reverse ： （任意） 追跡情報を逆順に （最新の情報から順にさかの
ぼって） 表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
C-29
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッチ コマンド  リファレンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッチの Show Platform コマンド
show platform stack manager
• Master Re-Init ： マスターの再選出で、 異なる メ ンバがマスターに選出された直後のステー
ト 。 新しいマスターがその設定を再初期化しています。 このステー トは、 新しいマスター
だけに適用されます。

• Ver Mismatch ： Version-Mismatch モードのスイ ッチ。 Version-Mismatch モードは、 スタ ッ ク
に加入しているスイ ッチに、 マスターとは異なるスタ ッ ク  プロ ト コル マイナー バージ ョ
ン番号がある状態です。

スタ ッ ク  メ ンバ （スタ ッ ク  マスターを含む） の代表的なステー ト遷移は、 Waiting -> 
Initializing -> Ready です。

マスター選出後のスタ ッ ク  マスターになるスタ ッ ク  メ ンバの代表的なステー ト遷移は、 Ready 
-> Master Re-Init -> Ready です。

Version Mismatch モードのスタ ッ ク  メ ンバの代表的なステー ト遷移は、Waiting -> Ver Mismatch 
です。
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show platform stack ports
プラ ッ ト フォームに依存するスタ ッ ク情報を表示するには、 show platform stack ports 特権 
EXEC コマン ドを使用します。

show platform stack ports {buffer | history}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

例 次の例では、 show platform stack port buffer コマン ドの出力を示します。

Switch# show platform stack ports buffer
              Stack Debug Event Data Trace
==============================================================
Event type LINK: Link status change
Event type RAC: RAC changes to Not OK
Event type SYNC: Sync changes to Not OK
==============================================================

  Event    Stack           Stack PCS Info              Ctrl-Status  Loopback   Cable
  Count    Port                                                     IOS / HW   length
=========  =====  ===================================  ===========  ========  ========
Event type: LINK OK Stack Port 1
0000000011   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000011   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
Event type: LINK OK Stack Port 2
0000000012   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000012   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
Event type: RAC
0000000013   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000013   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable

buffer スタ ッ ク  ポー ト  リ ンク  イベン ト と同期ステー ト  イベン ト を表示し
ます。

history スタ ッ ク  ポー ト履歴を表示します。

リ リ ース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。 
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次の例では、 show platform stack ports history コマン ドの出力を示します。

Switch# show platform stack ports history
Switch#/   Lost Sync   # times Link   # Changes
  Port#      Events        Not OK      To LinkOK
---------  -----------  ------------  ----------
  1/1               0             0           0
  1/2               3             4           3
  2/1               3             4           3
  2/2               0             0           0
  3/1               0             0           0
  3/2               0             0           0
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show platform tb
スタ ッ ク  マスターを新しいスタ ッ ク  マスターに変更している間に、 プラ ッ ト フォーム依存の
信頼性のある境界情報を表示するには、 show platform tb 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform tb 

構文の説明 このコマン ドには、 引数またはキーワードはあ り ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

（注） このコマン ドは、LAN base イ メージを実行している  Catalyst 2960-S スイ ッチのみでサポー ト さ
れています。

例 次の例では、 show platform tb コマン ドの出力を示します。

Switch# show platform tb
Print TB sub-block information 
(Fa1/0/2) device:(Cisco phone)
/* current interfaces with TB enabled, and the trust device type */

Current master switch:(Yes)
/* Is this switch the current master switch?*/

New elected master   :(No)
/* Is the master switch-over occurred and this is the new master switch?*/

Master ready         :(No)
/* Is the Master switch in ready state?*/

HULC TB process on   :(No)
/* Is the TB platform process currently running?*/

CDP stable timer ON  :(No)(360 secs)
/* Is the CDP stable timer running?After the CDP stable timer expired, CDP neighbors of 
all the TB enabled interfaces will be verified to make sure the replacement of IP phone 
and PC did not happen during the master switch-over.*/

Print TB residue trust ports information
/* The interfaces with TB enabled right before master switch-over.*/

リ リ ース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加されました。
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Print port CDP neighbor information
/* Is the CDP message still received after switch-over?*/

HULC TB is not detecting CDP events
/* Currently, this switch is not detecting any CDP event.*/
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show platform tcam
プラ ッ ト フォームに依存する  Ternary Content Addressable Memory （TCAM） ド ラ イバ情報を表
示するには、 show platform tcam 特権 EXEC コマン ドを使用します。

show platform tcam {errors | handle number | log-results | table {acl | all | local | mac-address | 
qos | station | vlan-list} | usage} [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table acl [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table all [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table local [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] 
| invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table mac-address [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table qos [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table station [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table vlan-list [ [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

構文の説明 errors Hulc Quality of Service （QoS） / アクセス  コン ト ロール リ ス
ト （ACL） TCAM Manager （HQATM）、 Hulc Forwarding 
TCAM Manager （HFTM）、 および TCAM で割り当てられて
いないスペース内での TCAM メモ リ整合性検査エラーを表
示します。

handle number TCAM ハンドルを表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 
4294967295 です。

log-results TCAM ログ結果を表示します。
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show platform tcam
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

show platform tcam errors 特権 EXEC コマン ドは、 Catalyst 2960-S スイ ッチではサポー ト され
ていません。

（注） ipv6、 equal-cost-route、 multicast-expansion、 secondary、 および usage キーワードは、 コマン
ド ラ インのヘルプ ス ト リ ングには表示されていますが、 サポー ト されていません。

table {acl | all | local | 
mac-address | qos | station | 
vlan-list}

ルッ クアップおよび転送テーブル情報を表示します。 キー
ワードの意味は次のとおりです。

• acl ： アクセス  コン ト ロール リ ス ト （ACL） テーブルを
表示します。

• all ： すべての TCAM テーブルを表示します。

• local ： ローカル テーブルを表示します。

• mac-address ： MAC アド レス  テーブルを表示します。

• qos ： QoS テーブルを表示します。

• station ： ステーシ ョ ン  テーブルを表示します。

• vlan-list ： VLAN リ ス ト  テーブルを表示します。

usage CAM （連想メモ リ ） および転送テーブル使用状況を表示し
ます。

[[asic number [detail [invalid]] | 
[index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail 
[invalid]] | invalid] | [invalid] | 
[num number [detail [invalid]] | 
invalid]]

情報を表示します。 キーワードの意味は次のとおりです。

• asic number ： 指定された ASIC のデバイス  ID の情報を表
示します。 指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

• detail [invalid] ： （任意） 有効または無効の詳細を表示し
ます。

• index number ： （任意） 指定された TCAM テーブル イン
デッ ク スの情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 
32768 です。

• num number ： （任意） 指定された TCAM テーブル番号の
情報を表示します。 指定できる範囲は 0 ～ 32768 です。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。

12.2(55)SE errors キーワードのサポー ト が追加されました。
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show platform vlan
show platform vlan
プラ ッ ト フォームに依存する  VLAN 情報を表示するには、 show platform vlan 特権 EXEC コマ
ン ドを使用します。

show platform vlan {misc | mvid | prune | refcount | rpc {receive | transmit}} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド履歴

使用上のガイドライン このコマン ドは、 テクニカル サポー ト担当者と と もに問題解決を行う場合にだけ使用して くだ
さい。 テクニカル サポー ト担当者がこのコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用しないで
ください。

misc 各種 VLAN モジュール情報を表示します。

mvid Mapped VLAN ID （MVID） 割 り当て情報を表示します。

prune スタ ッ ク  プルーニング  データベースを表示します。

refcount VLAN ロ ッ ク  モジュールについての リ ファレンス  カウン ト を表示しま
す。

rpc {receive | 
transmit}

リ モー ト  プロシージャ  コール （RPC） メ ッセージを表示します。 キー
ワードの意味は次のとおりです。

• receive ： 受信した情報を表示します。

• transmit ： 送信した情報を表示します。

リ リ ース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加されました。
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show platform vlan
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