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IP SLA
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設定時の注意事項　　50-7
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IP サービス レベル、分析　　50-1

IP 情報

割り当て



Index

8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-16048-01-J

DHCP ベースの自動設定　　3-3
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サポートされない機能　　32-13

稠密モード PIM のイネーブル化　　32-15
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サーバ　　4-6

定義　　4-3
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PBR（ポリシーベース ルーティング）
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概要　　35-17
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PIM
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電源管理モード　　11-3

モジュールの電源切断　　10-21

police コマンド　　35-40
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Port Aggregation Protocol

PAgP を参照
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コマンド　　21-13

コマンド例　　21-13

port-channel load-balance コマンド　　21-14
PortFast
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MST　　17-26
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概要　　20-10
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概要　　37-1
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39-35
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VoIP に対するイネーブル化　　35-21
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トラフィック シェーピング　　35-17

名前付き集約ポリサーの作成　　35-33
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show ip cef コマンド　　30-8

show ip eigrp interfaces コマンド　　29-21

show ip eigrp neighbors コマンド　　29-21
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ステータス、表示　　48-18

設定時の注意事項　　48-6

設定例　　48-16

通知　　48-5

デフォルト設定　　48-6

トラップ

MAC アドレス通知のイネーブル化　　4-23

MAC 移動通知のイネーブル化　　4-26

MAC しきい値通知のイネーブル化　　4-27

イネーブル化　　48-11

概要　　48-2, 48-5

種類　　48-11

情報との違い　　48-5

説明　　48-4, 48-5

トラップ マネージャ、設定　　48-13

認証レベル　　48-10

ホスト　　48-6

マネージャ機能　　48-4

ユーザ　　48-6, 48-9
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