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Link Aggregation Control Protocol

「EtherChannel」を参照

link state group コマンド 2-321

link state track コマンド 2-323

location（インターフェイス コンフィギュレーション）コ

マンド 2-326

location（グローバル コンフィギュレーション）コマン

ド 2-324

logging event power-inline-status コマンド 2-329

logging event コマンド 2-328

logging file コマンド 2-330

M

mab request format attribute 32 コマンド 2-334

mac access-group コマンド 2-336
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mls qos コマンド 2-357

Mode ボタン、パスワード回復 2-476

monitor session コマンド 2-394

more（ブートローダ）コマンド A-15

MSTP

MST リージョン

MST コンフィギュレーション モード 2-738

VLAN とインスタンス間のマッピング 2-738

現在または保留中の構成の表示 2-738

コンフィギュレーション リビジョン番

号 2-738

設定名 2-738

表示 2-676

変更の中止 2-738

変更の適用 2-738

ステート情報の表示 2-675

ステート変更

BPDU ガードのイネーブル化 2-722, 2-757

BPDU フィルタリングのイネーブル化 2-720, 
2-757

PortFast 対応ポートのシャットダウン 2-757

Port Fast のイネーブル化 2-757, 2-760

転送遅延時間 2-742

フォワーディング ステートへの高速移

行 2-732
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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 2-760

リスニングおよびラーニング ステートの期

間 2-742

相互運用 2-107

パス コスト 2-740

表示 2-676

プロトコル移行プロセスの再開 2-107

プロトコル モード 2-736

リンク タイプ 2-732

ルート スイッチ

BPDU ドロップまでの最大ホップ数 2-747

BPDU メッセージの間隔 2-745

hello BPDU メッセージの間隔 2-743, 2-753

hello タイム 2-743, 2-753

拡張システム ID の影響 2-728

スイッチのプライオリティ 2-752

選択に関するポート プライオリティ 2-749

プライマリまたはセカンダリ 2-753

有効期限 2-745

ルート ポート

指定ポートの制限 2-730

ルート ガード 2-730

ルートとなるポートの制限 2-730

ループ ガード 2-730

MTU

グローバル設定の表示 2-683

サイズの設定 2-821

Multicase Listener Discovery

「MLD」を参照

Multicast Listener Discovery

「MLD」を参照

Multicast VLAN、MVR 2-400

Multicast VLAN Registration

「MVR」を参照

MVR

アドレスのエイリアス 2-400

インターフェイス情報の表示 2-654

インターフェイスの設定 2-402
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設定 2-399

デバッグ メッセージ、表示 B-29

表示 2-652

メンバー、表示 2-656

mvr vlan group コマンド 2-403

mvr（インターフェイス コンフィギュレーション）コマン

ド 2-402

mvr（グローバル コンフィギュレーション）コマン

ド 2-399

N

Network Admission Control Software Configuration 
Guide 2-214, 2-216

network-policy profile（ネットワークポリシー コンフィ

ギュレーション）コマンド 2-408

network-policy（グローバル コンフィギュレーション）コ

マンド 2-406

network-policy コマンド 2-405

nmsp attachment suppress コマンド 2-412

nmsp コマンド 2-410

no authentication logging verbose 2-413

no dot1x logging verbose 2-414

no mab logging verbose 2-415

nonegotiate、速度 2-768

no vlan コマンド 2-836

P

PAgP

「EtherChannel」を参照

pagp learn-method コマンド 2-416

pagp port-priority コマンド 2-418

permit（ARP アクセス リスト コンフィギュレーション）

コマンド 2-422

permit（IPv6）コマンド 2-424

permit（MAC アクセス リスト コンフィギュレーション）

コマンド 2-431

Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」を参照

PIM-DVMRP、マルチキャスト ルータ学習方式 2-271
OL-26671-01-J
PoE

コントローラ レジスタ値の表示 2-522

状態のロギング 2-329

電力管理情報の表示 2-667

電力管理モードの設定 2-443

電力設定 2-446

police aggregate コマンド 2-436

police コマンド 2-434

policy-map コマンド 2-438

Port Aggregation Protocol

「EtherChannel」を参照

port-channel load-balance コマンド 2-441

PortFast、スパニング ツリー用 2-760

power inline consumption コマンド 2-446

power inline コマンド 2-443

Power over Ethernet

「PoE」を参照

power rps コマンド（ユーザ EXEC） 2-448

priority-queue コマンド 2-450

private-vlan mapping コマンド 2-455

private-vlan コマンド 2-452

psp 2-457

psp コマンド 2-457

PVST+

「STP」を参照

Q

QoS

auto-QoS

設定 2-58

デバッグ メッセージ、表示 B-4

auto-QoS trust

設定 2-52

Auto-QoS ビデオ

設定 2-55

DSCP 透過 2-373

DSCP の信頼できるポート

DSCP/DSCP 変換マップの定義 2-365
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DSCP/DSCP 変換マップの適用 2-363

IP Phone の信頼される境界 2-391

VLAN ベース 2-393

イネーブル化 2-357

キュー、緊急キューのイネーブル化 2-450

クラス マップ

一致基準の定義 2-352

作成 2-84

表示 2-507

出力キュー

CoS 値のキューおよびしきい値へのマッピン

グ 2-387

CoS 出力キューのしきい値マップの定義 2-387

CoS 出力キューのしきい値マップの表示 2-645

DSCP 値のキューおよびしきい値へのマッピン

グ 2-389

DSCP 出力キューしきい値マップの定義 2-389

DSCP 出力キューのしきい値マップの表

示 2-645

WTD しきい値の設定 2-371

キューイングの方針の表示 2-642

キューセットの表示 2-648

最大および予約済みメモリ割り当ての設

定 2-371

帯域幅共有とスケジューリングの有効化 2-774

帯域幅シェーピングとスケジューリングの有効

化 2-772

バッファの割り当て 2-369

バッファ割り当ての表示 2-642

ポートでの最大出力の制限 2-770

ポートのキューセットへのマッピング 2-459

設定情報の表示 2-639

着信パケットの CoS 値の定義 2-361

統計情報

キューに入れられた、または削除されたパケッ

ト 2-642

送受信した CoS 値 2-642

送受信した DSCP 値 2-642

プロファイル内外のパケット 2-642

入力キュー
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CoS 値のキューおよびしきい値へのマッピン

グ 2-379

CoS 入力キューのしきい値マップの定義 2-379

CoS 入力キューのしきい値マップの表示 2-645

DSCP 値のキューおよびしきい値へのマッピン

グ 2-381

DSCP 入力キューしきい値マップの定義 2-381

DSCP 入力キューのしきい値マップの表

示 2-645

SRR スケジューリングの重みの割り当

て 2-375

WTD しきい値の設定 2-385

キューイングの方針の表示 2-642

設定の表示 2-641

バッファの割り当て 2-377

バッファ割り当ての表示 2-642

プライオリティ キューのイネーブル化 2-383

ポートの信頼状態 2-391

ポリシー マップ

DSCP 値または IP precedence 値の設定 2-481

インターフェイスへの適用 2-478, 2-483

階層 2-439

作成 2-438

集約ポリサーの適用 2-436

信頼状態 2-829

トラフィックの分類 2-81

ポリサーの定義 2-359, 2-434

ポリサーの表示 2-640

ポリシング設定 DSCP マップ 2-365

マップ

定義 2-365, 2-379, 2-381, 2-387, 2-389

QoS のポートの信頼状態 2-391

Quality of Service

「QoS」を参照

queue-set コマンド 2-459

R

radius-server dead-criteria コマンド 2-460

radius-server host コマンド 2-462
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Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」を参照

Rapid PVST+

「STP」を参照

rcommand コマンド 2-464

Redundant Power Supply

「RPS」を参照

remote-span コマンド 2-466

rename（ブートローダ）コマンド A-16

renew ip dhcp snooping database コマンド 2-468

reset（ブートローダ）コマンド A-17

rmdir（ブートローダ）コマンド A-18

rmon collection stats コマンド 2-471

RPS 2300

管理 2-448

設定 2-448

RSPAN

remote-span コマンド 2-466

RSPAN トラフィックのフィルタリング 2-394

設定 2-394

S

sdm prefer コマンド 2-472

SDM テンプレート

許容されるリソース 2-473

デュアル IPv4 および IPv6 2-472

表示 2-671

service password-recovery コマンド 2-476

service-policy コマンド 2-478

setup express コマンド 2-486

setup コマンド 2-483

set コマンド 2-481

set（ブートローダ）コマンド A-19

show access-lists コマンド 2-488

show archive status コマンド 2-491

show arp access-list コマンド 2-492

show authentication コマンド 2-493

show auto qos コマンド 2-497
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show boot コマンド 2-501

show cable-diagnostics tdr コマンド 2-503

show cisp コマンド 2-506

show class-map コマンド 2-507

show cluster candidates コマンド 2-510

show cluster members コマンド 2-512

show cluster コマンド 2-508

show controllers cpu-interface コマンド 2-514

show controllers ethernet-controller コマンド 2-516

show controllers power inline コマンド 2-522

show controllers tcam コマンド 2-524

show controller utilization コマンド 2-526

show dot1q-tunnel コマンド 2-531

show dot1x コマンド 2-532

show dtp 2-536

show eap コマンド 2-538

show env コマンド 2-541

show errdisable detect コマンド 2-543

show errdisable flap-values コマンド 2-545

show errdisable recovery コマンド 2-546

show etherchannel コマンド 2-548

show fallback profile コマンド 2-551

show flowcontrol コマンド 2-553

show interfaces counters コマンド 2-565

show interfaces コマンド 2-555

show inventory コマンド 2-567

show ip arp inspection コマンド 2-568

show ipc コマンド 2-592

show ip dhcp snooping binding コマンド 2-573

show ip dhcp snooping database コマンド 2-575, 2-577

show ip dhcp snooping コマンド 2-572

show ip igmp profile コマンド 2-580

show ip igmp snooping groups コマンド 2-584

show ip igmp snooping mrouter コマンド 2-586

show ip igmp snooping querier コマンド 2-587

show ip igmp snooping コマンド 2-581, 2-598

show ip source binding コマンド 2-589

show ipv6 access-list コマンド 2-595

show ipv6 dhcp conflict コマンド 2-597
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show ipv6 route updated 2-606

show ip verify source コマンド 2-590

show l2protocol-tunnel コマンド 2-608

show lacp コマンド 2-610

show link state group コマンド 2-614

show mac access-group コマンド 2-621

show mac address-table address コマンド 2-624

show mac address-table aging time コマンド 2-625

show mac address-table count コマンド 2-627

show mac address-table dynamic コマンド 2-628

show mac address-table interface コマンド 2-630

show mac address-table move update コマンド 2-632

show mac address-table notification コマンド 2-100, 
2-633, B-27

show mac address-table static コマンド 2-635

show mac address-table vlan コマンド 2-637

show mac address-table コマンド 2-622

show mls qos aggregate-policer コマンド 2-640

show mls qos input-queue コマンド 2-641

show mls qos interface コマンド 2-642

show mls qos maps コマンド 2-645

show mls qos queue-set コマンド 2-648

show mls qos vlan コマンド 2-649

show mls qos コマンド 2-639

show monitor コマンド 2-650

show mvr interface コマンド 2-654

show mvr members コマンド 2-656

show mvr コマンド 2-652

show network-policy profile コマンド 2-658

show nmsp コマンド 2-659

show pagp コマンド 2-662

show platform acl コマンド C-2

show platform backup interface コマンド C-3

show platform configuration コマンド C-4

show platform etherchannel コマンド C-5

show platform forward コマンド C-6

show platform frontend-controller コマンド C-8

show platform igmp snooping コマンド C-9

show platform ip multicast コマンド C-10
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show platform ip unicast コマンド C-11

show platform ipv6 unicast コマンド C-16

show platform ip wccp コマンド C-15

show platform layer4op コマンド C-18

show platform mac-address-table コマンド C-19

show platform messaging コマンド C-20

show platform monitor コマンド C-21

show platform mvr table コマンド C-22

show platform pm コマンド C-23

show platform port-asic コマンド C-24

show platform port-security コマンド C-28

show platform qos コマンド C-29

show platform resource-manager コマンド C-30

show platform snmp counters コマンド C-32

show platform spanning-tree コマンド C-33

show platform stp-instance コマンド C-34

show platform tcam コマンド C-35

show platform vlan コマンド C-38

show policy-map コマンド 2-664

show port security コマンド 2-665

show power inline コマンド 2-667

show psp config 2-669

show psp config コマンド 2-669

show psp statistics 2-670

show psp statistics コマンド 2-670

show sdm prefer コマンド 2-671

show setup express コマンド 2-674

show spanning-tree コマンド 2-675

show storm-control コマンド 2-681

show system mtu コマンド 2-683

show trust コマンド 2-829

show udld コマンド 2-684

show version コマンド 2-687

show vlan access-map コマンド 2-694

show vlan filter コマンド 2-695

show vlan コマンド 2-689

show vlan コマンド、フィールド 2-691

show vmps コマンド 2-696

show vtp コマンド 2-698
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shutdown vlan コマンド 2-704

shutdown コマンド 2-703

small violation-rate コマンド 2-705

snmp-server enable traps コマンド 2-707

snmp-server host コマンド 2-712

snmp trap mac-notification change コマンド 2-716

SNMP 通知、送信のイネーブル 2-707

SNMP トラップ

MAC アドレス通知機能のイネーブル化 2-345

MAC アドレス通知トラップのイネーブル化 2-716

送信のイネーブル化 2-707

SNMP ホスト、指定 2-712

SoftPhone

「Cisco SoftPhone」を参照

SPAN

SPAN トラフィックのフィルタリング 2-394

セッション

インターフェイスへの追加 2-394

新規に開始 2-394

設定 2-394

デバッグ メッセージ、表示 B-28

spanning-tree backbonefast コマンド 2-718

spanning-tree bpdufilter コマンド 2-720

spanning-tree bpduguard コマンド 2-722

spanning-tree cost コマンド 2-724

spanning-tree etherchannel コマンド 2-726

spanning-tree extend system-id コマンド 2-728

spanning-tree guard コマンド 2-730

spanning-tree link-type コマンド 2-732

spanning-tree loopguard default コマンド 2-734

spanning-tree mode コマンド 2-736

spanning-tree mst configuration コマンド 2-738

spanning-tree mst cost コマンド 2-740

spanning-tree mst forward-time コマンド 2-742

spanning-tree mst hello-time コマンド 2-743

spanning-tree mst max-age コマンド 2-745

spanning-tree mst max-hops コマンド 2-747

spanning-tree mst port-priority コマンド 2-749

spanning-tree mst pre-standard コマンド 2-751
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spanning-tree mst priority コマンド 2-752

spanning-tree mst root コマンド 2-753

spanning-tree portfast（インターフェイス コンフィギュ

レーション）コマンド 2-760

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

ン）コマンド 2-757

spanning-tree port-priority コマンド 2-755

spanning-tree transmit hold-count コマンド 2-762

spanning-tree uplinkfast コマンド 2-763

spanning-tree vlan コマンド 2-765

speed コマンド 2-768

srr-queue bandwidth limit コマンド 2-770

srr-queue bandwidth share コマンド 2-774

SSH、バージョンの設定 2-277

storm-control コマンド 2-776

STP

BackboneFast 2-718

EtherChannel の設定矛盾 2-726

VLAN オプション 2-752, 2-765

カウンタ、クリア 2-106

拡張システム ID 2-728

間接リンク障害の検出 2-718

ステート情報の表示 2-675

ステート変更

BPDU ガードのイネーブル化 2-722, 2-757

BPDU フィルタリングのイネーブル化 2-720, 
2-757

PortFast 対応ポートのシャットダウン 2-757

Port Fast のイネーブル化 2-757, 2-760

エラー ステートから回復するタイマーのイネーブ

ル化 2-195

転送遅延時間 2-765

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 2-760

リスニングおよびラーニング ステートの期

間 2-765

デバッグ メッセージ、表示

BackboneFast イベント B-81

MSTP B-84

UplinkFast B-88
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最適化された BPDU 処理 B-83

スイッチ シム B-86

スパニングツリーのアクティビティ B-79

送受信された BPDU B-82

パス コスト 2-724

プロトコル トンネリングのイネーブル化 2-313

プロトコル モード 2-736

ルート スイッチ

BPDU メッセージの間隔 2-765

hello BPDU メッセージの間隔 2-765

hello タイム 2-765

拡張システム ID の影響 2-728, 2-766

スイッチのプライオリティ 2-765

選択に関するポート プライオリティ 2-755

プライマリまたはセカンダリ 2-765

有効期限 2-765

ルート ポート

UplinkFast 2-763

新しいルート ポート選択の高速化 2-763

指定ポートの制限 2-730

ルート ガード 2-730

ルートとなるポートの制限 2-730

ループ ガード 2-730

STP の拡張システム ID 2-728

SVI、作成 2-207

SVI ステータスの計算 2-783

switchport access コマンド 2-781

switchport autostate exclude コマンド 2-783

switchport backup interface コマンド 2-785

switchport block コマンド 2-789

switchport host コマンド 2-791

switchport mode private-vlan コマンド 2-795

switchport mode コマンド 2-792

switchport nonegotiate コマンド 2-797

switchport port-security aging コマンド 2-804

switchport port-security コマンド 2-799

switchport priority extend コマンド 2-806

switchport private-vlan コマンド 2-808

switchport protected コマンド 2-810
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switchport trunk コマンド 2-812

switchport voice vlan コマンド 2-816, 2-817

switchport コマンド 2-779

system env temperature threshold yellow コマン

ド 2-819

system mtu コマンド 2-821

T

tar ファイル、作成、一覧表示、および抽出 2-13

TDR、実行 2-823

Telnet、クラスタ スイッチへの通信に使用 2-464

test cable-diagnostics tdr コマンド 2-823

traceroute mac ip コマンド 2-827

traceroute mac コマンド 2-824

type（ブートローダ）コマンド A-22

U

UDLD

アグレッシブ モード 2-831, 2-833

インターフェイスごとのイネーブル化 2-833

エラー回復タイマー 2-196

グローバルにイネーブル化 2-831

シャットダウン インターフェイスのリセッ

ト 2-835

ステータス 2-684

デバッグ メッセージ、表示 B-95

ノーマル モード 2-831, 2-833

メッセージ タイマー 2-831

udld port コマンド 2-833

udld reset コマンド 2-835

udld コマンド 2-831

unset（ブートローダ）コマンド A-23

UplinkFast、STP 用 2-763

V

version（ブートローダ）コマンド A-25
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VLAN

MAC アドレス

数 2-627

表示 2-637

VTP の SNMP トラップ 2-710, 2-713

拡張範囲 2-836

ゲスト VLAN のサプリカントのイネーブル

化 2-147, 2-158, 2-200

再起動 2-704

シャットダウン 2-704

設定 2-836

設定の表示 2-689

設定の保存 2-836

中断 2-704

追加 2-836

デバッグ メッセージ、表示
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