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トンネリング
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他の機能との互換性　　16-7
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ifIndex 値、SNMP　　30-6
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IGMP
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概要　　39-2

キャッシュ エントリの削除　　39-55

クエリー　　23-4
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高速スイッチング　　39-34

サポート　　1-4
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グループのメンバー　　39-29

スタティックに接続されたメンバー　　39-34
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説明　　23-6
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グローバル Leave　　23-13
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設定時の注意事項　　23-11
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設定　　23-28
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interface コマンド　　10-11
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IGP を参照

Internal BGP

IBGP を参照



Index

9
Catalyst 3560 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-8553-01-J

Internet Control Message Protocol

ICMP を参照

Internet Group Management Protocol

IGMP を参照
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IP ACL
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暗黙の拒否　　31-11, 31-16

名前付き　　31-16

未定義　　31-23

無視マスク　　31-11
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QoS 用信頼境界機能　　32-39
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IP precedence　　32-2
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概要　　42-22

実行　　42-22

IP アドレス
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IP ルーティング　　34-5
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デフォルト設定　　34-5

モニタ　　34-19

IP サービス イメージ　　1-2
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DHCP ベースの自動設定の使用　　3-4
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イネーブル化　　21-19
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39-37
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39-36
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39-50
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PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティ　
　39-9

Reverse Path Forwarding（RPF）チェック　　39-6
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すべてのマルチキャスト ルータ　　39-3
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　39-55

ブートストラップ ルータ
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プロトコルの動作　　39-2
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ルート　　34-81

認証鍵　　34-91
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アドレスの割り当て　　35-10
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利点　　35-2

IPv6 トラフィック、フィルタリング　　37-4
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設定　　34-13
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IPv6　　35-3
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J

Join メッセージ、IGMP　　23-3
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LRE プロファイル、スイッチ クラスタの考慮事項　　
5-15

M

MAC アドレス

ACL　　31-30
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