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ip dhcp snooping information option コマンド 2-208

ip dhcp snooping limit rate コマンド 2-213
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ip dhcp snooping vlan コマンド 2-216
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IP DHCP スヌーピング

「DHCP スヌーピング」を参照

ip igmp filter コマンド 2-219
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IP precedence、QoS グループの一致基準として 2-330
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ip ssh コマンド 2-247

ipv6 access-list コマンド 2-255
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ipv6 dhcp pool コマンド 2-261

ipv6 dhcp server コマンド 2-264
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ド 2-268
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ド 2-270
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ド 2-272
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ipv6 mld snooping tcn コマンド 2-276

ipv6 mld snooping vlan コマンド 2-278

ipv6 mld snooping コマンド 2-266

IPv6 SDM テンプレート 2-436
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IPv6 アクセス リスト、拒否条件 2-119

ip verify source コマンド 2-253

IP アドレス、設定 2-188

IP アドレスの照合 2-324

IP 送信元ガード

イネーブル化 2-253

スタティック IP 送信元バインディング 2-245

ディセーブル化 2-253

表示

バインディング エントリ 2-574

IP 送信元ガード、ダイナミック バインディング エントリ

の表示 2-553

IP ソース ガード

表示する

設定 2-575

IP マルチキャスト アドレス 2-346
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l2protocol-tunnel cos コマンド 2-286

l2protocol-tunnel コマンド 2-282
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「EtherChannel」を参照
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lacp port-priority コマンド 2-287

lacp system-priority コマンド 2-289

Layer 2 モード、イネーブル化 2-759

Layer 3 モード、イネーブル化 2-759

Link Aggregation Control Protocol

「EtherChannel」を参照

link state group コマンド 2-291

link state track コマンド 2-293

location（インターフェイス コンフィギュレーション）コ

マンド 2-296

location（グローバル コンフィギュレーション）コマン

ド 2-294

logging event power-inline-status コマンド 2-299

logging event コマンド 2-298

logging file コマンド 2-300
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mac access-group コマンド 2-302

mac access-list extended コマンド 2-304

mac address-table aging-time 2-302, 2-324

mac address-table aging-time コマンド 2-306

mac address-table learning コマンド 2-307

mac address-table move update コマンド 2-309
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mac address-table static コマンド 2-313
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macro global コマンド 2-319

macro name コマンド 2-322

MAC アクセス リスト 2-124

MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モー

ド 2-304

MAC アドレス

MAC アドレス通知トラップのイネーブル化 2-311

MAC アドレステーブル移行更新のイネーブル

化 2-309

VLAN ごとの MAC アドレス ラーニングのディセー
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スタティック

インターフェイス上でドロップ 2-314

追加および削除 2-313

表示 2-621

テーブル 2-606

動的

エージング タイム 2-306

削除 2-84

表示 2-612

表示

MAC アドレス テーブル移行更新 2-617

VLAN 単位 2-623

VLAN のアドレス数 2-610

インターフェイス単位 2-614

エージング タイム 2-608

スタティック 2-621

スタティック エントリおよびダイナミック エン

トリ 2-604

すべて 2-606

通知設定 2-616, 2-619

動的 2-612

MAC アドレス グループ、表示 2-602

MAC アドレス通知、デバッグ 3-30
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match cos コマンド 2-327

match ip dscp コマンド 2-328

match ip precedence コマンド 2-330
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match vlan コマンド 2-334
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クエリーの設定 2-268, 2-270
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トポロジ変更通知の設定 2-276

 MODBUS

「scada modbus tcp server」を参照

monitor session コマンド 2-341

more（ブート ローダー）コマンド A-16

MSTP

MST リージョン

MST コンフィギュレーション モード 2-724

VLAN とインスタンス間のマッピング 2-724

現在または保留中の構成の表示 2-725
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号 2-725

設定名 2-724
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変更の適用 2-724
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行 2-718

ブロッキング ステートからフォワーディング ス
テートへ 2-749
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間 2-729
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ルート スイッチ
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選択に関するポート プライオリティ 2-737
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ルート ガード 2-715
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ループ ガード 2-715

MTU
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サイズの設定 2-793
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「MVR」を参照
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MVR
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インターフェイスの設定 2-349

設定 2-346

デバッグ メッセージ、表示 3-34

表示 2-628

メンバー、表示 2-632

mvr vlan group コマンド 2-350

mvr（インターフェイス コンフィギュレーション）コマン

ド 2-349

mvr（グローバル コンフィギュレーション）コマン

ド 2-346

N

nonegotiate、速度 2-754, 2-755
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no vlan コマンド 2-818

O

OAM PDU 2-167

oam protocol cfm svlan コマンド 2-352

OAM プロトコル 2-352

OAM プロトコルとしての CFM 2-352

P

PAgP

「EtherChannel」を参照

pagp learn-method コマンド 2-353

pagp port-priority コマンド 2-355

permit（ARP アクセス リスト コンフィギュレーション）

コマンド 2-357

permit（IPv6）コマンド 2-359

permit コマンド 2-364

Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」を参照

PID の表示 2-547

PIM-DVMRP、マルチキャスト ルータ学習方式 2-237

PoE

エラー回復タイマー 2-154

エラー検出 2-152

コントローラ レジスタ値の表示 2-488

状態のロギング 2-299

電力管理情報の表示 2-652

電力管理モードの設定 2-388

電力消費のポリシング 2-393

電力設定 2-391

電力のモニタリング 2-393

police aggregate コマンド 2-377

policer aggregate コマンド 2-372

policer cpu uni コマンド 2-379

police コマンド 2-367

policy-map コマンド 2-381
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port-channel load-balance コマンド 2-384

PortFast、スパニング ツリー用 2-749

port-type コマンド 2-386

power inline consumption コマンド 2-391

power inline police コマンド 2-393

power inline コマンド 2-388

Power over Ethernet

「PoE」を参照

priority コマンド 2-396

private-vlan mapping コマンド 2-402

private-vlan コマンド 2-399

PVST+

「STP」を参照

Q

QoS

違反アクション、設定 2-816

クラス マップ

一致基準の定義 2-327

作成 2-73

表示 2-478

集約ポリサー

作成 2-372

適用 2-377

表示 2-638

超過アクション、設定 2-173

テーブル マップ

設定 2-795

表示 2-672

適合アクション、設定 2-97

統計情報の表示 2-642, B-36

ポリシー マップ

CoS 値の設定 2-448

DSCP 値の設定 2-450

IP precedence 値の設定 2-452

QoS グループ ID の設定 2-454
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インターフェイスへの適用 2-443, 2-456

作成 2-381

集約ポリサーの適用 2-372, 2-377, 2-379, 
2-445

トラフィックの分類 2-71

ポリサーの定義 2-367

ポリシー マップの表示 2-642

QoS 一致基準

ACL 2-326

CoS 値 2-327

DSCP 値 2-328, 2-334

precedence 値 2-330

QoS グループ番号 2-332

QoS グループ

QoS トラフィック分類用 2-454

一致基準として 2-332

ポリシー マップでの設定 2-454

QoS ポリサーの認定情報レート 2-368, 2-372

Quality Of Service

「QoS」を参照

queue-limit コマンド 2-404

R

radius-server dead-criteria コマンド 2-407

radius-server host コマンド 2-409

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」を参照

Rapid PVST+

「STP」を参照

relay-major コマンド 2-13

relay-minor コマンド 2-13

reload コマンド 2-411

remote-span コマンド 2-413

Remote Switched Port Analyzer（リモート スイッチド 
ポート アナライザ）

「RSPAN」を参照

rename（ブート ローダー）コマンド A-17

renew ip dhcp snooping database コマンド 2-415
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rep block port コマンド 2-418

rep lsl-age-timer コマンド 2-421

rep preempt delay コマンド 2-423

rep preempt segment コマンド 2-425

rep segment コマンド 2-426

rep stcn コマンド 2-429

reset（ブート ローダー）コマンド A-18

rmdir（ブート ローダー）コマンド A-19

rmon collection stats コマンド 2-433

RSPAN

remote-span コマンド 2-413

RSPAN トラフィックのフィルタリング 2-341

セッション

新しく開始 2-341

インターフェイスの追加 2-341

表示 2-625

設定 2-341

表示 2-625

S

scada modbus tcp server 2-434

sd_init（ブート ローダー）コマンド A-20

sdm prefer コマンド 2-436

SDM テンプレート

許容されるリソース 2-437

デュアル IPv4 および IPv6 2-436

表示 2-661

service password-recovery コマンド 2-441

service-policy インターフェイス コンフィギュレーション 
コマンド 2-443

service policy（ポリシーマップ クラス コンフィギュレー

ション）コマンド 2-445

service-policy ポリシーマップ クラス コンフィギュレー

ション コマンド 2-445

set cos コマンド 2-448

set dscp コマンド 2-450

set precedence コマンド 2-452

set qos-group コマンド 2-454
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setup コマンド 2-456

set（ブート ローダー）コマンド A-21

SFP、情報の表示 2-547

shape average コマンド 2-459

show access-lists コマンド 2-461

show aggregate-policer コマンド 2-672

show alarm description port コマンド 2-464

show alarm profile コマンド 2-465

show alarm settings コマンド 2-467

show archive status コマンド 2-468

show arp access-list コマンド 2-469

show authentication コマンド 2-470

show boot コマンド 2-474

show class-map コマンド 2-478

show controllers cpu-interface コマンド 2-479

show controllers ethernet-controller コマンド 2-481

show controllers power inline コマンド 2-488

show controllers tcam コマンド 2-490

show controllers utilization コマンド 2-492

show cpu traffic qos コマンド 2-494

show diagnostic コマンド 2-496

show dot1q-tunnel コマンド 2-500

show dot1x コマンド 2-501

show env コマンド 2-504

show errdisable detect コマンド 2-506

show errdisable flap-values コマンド 2-508

show errdisable recovery コマンド 2-510

show etherchannel コマンド 2-512

show ethernet loopback コマンド 2-515

show ethernet service evc コマンド 2-517

show ethernet service instance コマンド 2-518

show ethernet service interface コマンド 2-520

show facility-alarm relay コマンド 2-522

show facility-alarm status コマンド 2-523

show fcs threshold コマンド 2-524

show flowcontrol コマンド 2-526

show idprom コマンド 2-528

show interface rep コマンド 2-542

show interfaces counters コマンド 2-540
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show interface transceivers コマンド 2-544

show inventory コマンド 2-547

show ip arp inspection コマンド 2-548

show ipc コマンド 2-577

show ip dhcp snooping binding コマンド 2-553

show ip dhcp snooping database コマンド 2-555, 2-557

show ip dhcp snooping コマンド 2-552

show ip igmp profile コマンド 2-560

show ip igmp snooping groups コマンド 2-563

show ip igmp snooping mrouter コマンド 2-565

show ip igmp snooping querier detail コマンド 2-567

show ip igmp snooping querier コマンド 2-567

show ip igmp snooping コマンド 2-561

show ip igmp snooping コマンド クエリアの詳細 2-567

show ip sla standards コマンド 2-569

show ip sla twamp connection コマンド 2-494

show ip source binding コマンド 2-574

show ipv6 access-list コマンド 2-581

show ipv6 dhcp conflict コマンド 2-583

show ipv6 route updated コマンド 2-584

show ip verify source コマンド 2-575

show l2protocol-tunnel コマンド 2-586

show lacp コマンド 2-588

show link state group コマンド 2-592

show lldp コマンド 2-594

show location コマンド 2-595

show logging onboard コマンド 2-598

show mac access-group コマンド 2-602
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show mac address-table count コマンド 2-610
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show mac address-table static コマンド 2-621

show mac address-table vlan コマンド 2-623

show mac address-table コマンド 2-604

show monitor コマンド 2-625

show mvr interface コマンド 2-630

show mvr members コマンド 2-632

show mvr コマンド 2-628

show pagp コマンド 2-634

show parser macro コマンド 2-636

show platform acl コマンド B-2

show platform backup interface コマンド B-3

show platform cfm コマンド B-4

show platform configuration コマンド B-5

show platform dl コマンド B-6

show platform etherchannel コマンド B-7

show platform forward コマンド B-8

show platform frontend-controller コマンド B-10

show platform igmp snooping コマンド B-11

show platform ipc trace コマンド B-16

show platform ip multicast コマンド B-13

show platform ip unicast コマンド B-14

show platform ipv6 unicast コマンド B-17

show platform l2pt dm コマンド B-19

show platform layer4op コマンド B-20, B-44

show platform mac-address-table コマンド B-21

show platform messaging コマンド B-22

show platform monitor コマンド B-23

show platform mvr table コマンド B-24

show platform pm コマンド B-25

show platform policer cpu コマンド B-27

show platform port-asic コマンド B-31

show platform port-security コマンド B-35

show platform qos コマンド B-36

show platform resource-manager コマンド B-39

show platform sdflash B-41

show platform snmp counters コマンド B-42
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ド B-43

show platform stp-instance コマンド B-45
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show platform vlan mapping コマンド B-49

show platform vlan コマンド B-48

show policer aggregate コマンド 2-638

show policer cpu uni-eni コマンド 2-639

show policy-map interface の出力フィールド 2-645

show policy-map コマンド 2-642

show port security コマンド 2-647

show port-type コマンド 2-650

show power inline コマンド 2-652

show rep topology コマンド 2-657

show scada modbus tcp server コマンド 2-660

show sdm prefer コマンド 2-661

show spanning-tree コマンド 2-663

show storm-control コマンド 2-669

show system mtu コマンド 2-671

show udld コマンド 2-674

show version コマンド 2-676

show vlan access-map コマンド 2-683

show vlan filter コマンド 2-684

show vlan mapping コマンド 2-685

show vlan コマンド 2-678

show vlan コマンド、フィールド 2-680

show vmps コマンド 2-687

shutdown vlan コマンド 2-690

shutdown コマンド 2-689

snmp mib rep trap-rate コマンド 2-691

snmp-server enable traps コマンド 2-692

snmp-server host コマンド 2-697

snmp trap mac-notification change コマンド 2-701

SNMP 通知、送信のイネーブル 2-692

SNMP トラップ

MAC アドレス通知機能のイネーブル化 2-311

MAC アドレス通知トラップのイネーブル化 2-701

送信のイネーブル化 2-692

SNMP ホスト、指定 2-697

SPAN

SPAN トラフィックのフィルタリング 2-341
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セッション

インターフェイスへの追加 2-341

新規に開始 2-341

表示 2-625

設定 2-341

デバッグ メッセージ、表示 3-33

表示 2-625

spanning-tree bpdufilter コマンド 2-703, 2-705

spanning-tree bpduguard コマンド 2-707

spanning-tree cost コマンド 2-709

spanning-tree etherchannel コマンド 2-711

spanning-tree extend system-id コマンド 2-713

spanning-tree guard コマンド 2-715

spanning-tree link-type コマンド 2-718

spanning-tree loopguard default コマンド 2-720

spanning-tree mode コマンド 2-722

spanning-tree mst configuration コマンド 2-724

spanning-tree mst cost コマンド 2-727

spanning-tree mst forward-time コマンド 2-729

spanning-tree mst hello-time コマンド 2-731
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spanning-tree mst port-priority コマンド 2-737
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spanning-tree mst root コマンド 2-742
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レーション）コマンド 2-749

spanning-tree portfast（グローバル コンフィギュレーショ

ン）コマンド 2-746

spanning-tree port-priority コマンド 2-744

Spanning Tree Protocol（スパニング ツリー プロトコル）

「STP」を参照

spanning-tree vlan コマンド 2-751

speed コマンド 2-754

SSH、バージョンの設定 2-247

storm-control コマンド 2-756

STP

ENI でのイネーブル化 2-703
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VLAN オプション 2-740, 2-751

カウンタ、クリア 2-92

拡張システム ID 2-713

ステート情報の表示 2-663

ステート変更

BPDU ガードのイネーブル化 2-707, 2-746

BPDU フィルタリングのイネーブル化 2-705, 
2-746

PortFast 対応ポートのシャットダウン 2-746

Port Fast のイネーブル化 2-746, 2-749

エラー ステートから回復するタイマーのイネーブ

ル化 2-154

転送遅延時間 2-751

ブロッキング ステートからフォワーディング ス
テートへ 2-749

リスニングおよびラーニング ステートの期

間 2-751

デバッグ メッセージ、表示

MSTP 3-87

最適化された BPDU 処理 3-86

スイッチ シム 3-89

スパニングツリーのアクティビティ 3-83

送受信された BPDU 3-85

パス コスト 2-709

プロトコル トンネリングのイネーブル化 2-282

プロトコル モード 2-722

ルート スイッチ

BPDU メッセージの間隔 2-751

hello BPDU メッセージの間隔 2-751

hello タイム 2-751

拡張システム ID の影響 2-713, 2-752

スイッチのプライオリティ 2-751

選択に関するポート プライオリティ 2-744

プライマリまたはセカンダリ 2-751

有効期限 2-751

ルート ポート
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ルート ガード 2-715

ルートとなるポートの制限 2-715
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ループ ガード 2-715

STP の拡張システム ID 2-713

SVI、作成 2-183

Switched Port Analyzer（スイッチド ポート アナライザ）

「SPAN」を参照

switchport access コマンド 2-761

switchport backup interface コマンド 2-763

switchport block コマンド 2-767

switchport host コマンド 2-769

switchport mode private-vlan コマンド 2-773

switchport mode コマンド 2-770

switchport port-security aging コマンド 2-780

switchport port-security コマンド 2-776

switchport private-vlan コマンド 2-782

switchport protected コマンド 2-785

switchport trunk コマンド 2-787

switchport vlan mapping コマンド 2-789

switchport コマンド 2-759

syslog コマンド 2-13

system env temperature threshold yellow コマン

ド 2-792

system mtu コマンド 2-793

T

table-map コマンド 2-795

tar ファイル、作成、一覧表示、および抽出 2-21

TDR、実行 2-797

test cable-diagnostics tdr コマンド 2-797

traceroute mac ip コマンド 2-802

traceroute mac コマンド 2-799

type（ブート ローダー）コマンド A-24

U

UDLD

アグレッシブ モード 2-804, 2-806

インターフェイスごとのイネーブル化 2-806

エラー回復タイマー 2-155
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グローバルにイネーブル化 2-804

シャットダウン インターフェイスのリセッ

ト 2-809

ステータス 2-674

デバッグ メッセージ、表示 3-96

ノーマル モード 2-804, 2-806

メッセージ タイマー 2-804

udld port コマンド 2-806

udld reset コマンド 2-809

udld コマンド 2-804

UNI

イーサネット 2-169

バンドルおよび多重化 2-169

uni count コマンド 2-811

UniDirectional Link Detection（単方向リンク検出）

「UDLD」を参照

UNI ID、イーサネット 2-171

uni-vlan コマンド 2-813

unset（ブート ローダー）コマンド A-25

V

version（ブート ローダー）コマンド A-27

violate-action コマンド 2-815

VLAN

MAC アドレス

数 2-610

表示 2-623

拡張範囲 2-818

再起動 2-690

シャットダウン 2-690

設定 2-818

設定の表示 2-678

設定の保存 2-818

中断 2-690

追加 2-818

デバッグ メッセージ、表示

VLAN IOS File System エラー テスト 3-93

VLAN マネージャのアクティビティ 3-91
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アクティベーション 3-94

標準範囲 2-818

プライベート 2-773

設定 2-399

表示 2-678

「プライベート VLAN」も参照

vlan access-map コマンド 2-822

vlan dot1q tag native コマンド 2-824

vlan filter コマンド 2-826

VLAN ID 範囲 2-818

VLAN ID 変換

「VLAN マッピング」を参照

VLAN Query Protocol

「VQP」を参照

VLAN アクセス マップ

アクション 2-5

表示 2-683

VLAN アクセス マップ コンフィギュレーション モー

ド 2-822

vlan コマンド 2-818

VLAN コンフィギュレーション モード

開始 2-818

概要 1-2

コマンド 2-818

説明 1-4

VLAN での MLD スヌーピング、イネーブル化 2-278

VLAN フィルタ、表示 2-684

VLAN マッピング

設定 2-789

説明 2-790

表示 2-685

VLAN マップ

作成 2-822

定義 2-324

適用 2-826

表示 2-683

VMPS

エラー回復タイマー 2-155

サーバの設定 2-831
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表示 2-687

vmps reconfirm（グローバル コンフィギュレーション）

コマンド 2-829

vmps reconfirm（特権 EXEC）コマンド 2-828

vmps retry コマンド 2-830
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