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概要　　58-2
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マルチキャスト トラフィック　　58-2
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trust-ipprec

QoS trust-ipprec を参照

U

UDE　　24-1
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概要　　50-2
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例　　24-8
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ティング）

UDLR を参照
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設定　　43-44
untrusted

QoS trust CoS を参照
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STP UplinkFast を参照
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V
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MAC アドレス ベース　　36-5

SVI　　36-8

WAN インターフェイス　　36-2

概要　　36-2

設定　　36-5

例　　36-9

マルチキャスト パケット　　36-4
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ID（デフォルト）　　15-7
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概要　　15-2

拡張範囲　　15-2

設定　　15-1

設定オプション

VLAN データベース モード　　15-10

グローバル コンフィギュレーション モード　
　15-10

設定時の注意事項　　15-9
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デフォルト　　15-7
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コマンド例　　15-17
VLAN Trunking Protocol

VTP を参照

VLAN ブリッジ スパニングツリー プロトコル　　23-2

VLAN ベースの QoS フィルタリング　　42-67

VLAN 変換
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統計情報　　14-12

ドメイン　　14-2
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概要　　14-4
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サーバ　　14-3
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W
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サービス グループ　　56-9
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ルータでの設定　　56-2, 56-16
Web Cache Communication Protocol

WCCP を参照　　56-1

Web キャッシュ

キャッシュ エンジンを参照

Web キャッシュ サービス

説明　　56-6

Web キャッシング
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Web キャッシュ サービスを参照

Web スケーリング　　56-2

Web ブラウザ インターフェイス　　1-1
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37-1, 45-1
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マイナー　　54-12
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ポート デュプレックスの設定　　10-16

イネーブル EXEC モード　　2-6
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IP MMLS
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作業　　10-20

情報の表示　　10-19
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パラメータ、設定　　3-8
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大
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お
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音声 VLAN

Cisco IP Phone、ポート接続　　17-2

IP Phone への接続　　17-7

音声トラフィック用のポートの設定

802.1Q フレーム　　17-7

概要　　17-2

設定時の注意事項　　17-6

データ トラフィック用の IP Phone の設定

着信フレームの CoS の変更　　17-8, 17-9

デフォルトの設定　　17-6

オンライン診断

概要　　55-2

診断の健全性チェック　　55-11

設定　　55-3

テストの実行　　55-7

テストの説明　　A-1

メモリ テスト　　55-11

オンライン診断テスト　　A-1

か
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書き換え、パケット
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拡張システム ID

MSTP　　20-19

拡張範囲 VLAN　　15-2
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確認

コンフィギュレーション、システム　　3-12

仮想 LAN

VLAN を参照

カプセル化　　11-4

環境のモニタ

CLI コマンドの使用　　54-11

LED 表示　　54-12

SNMP トラップ　　54-12

Syslog メッセージ　　54-12
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ジュール　　54-12

環境変数
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制御　　3-28

表示　　3-29
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キャッシュ エンジン　　56-1

キャッシュ エンジン クラスタ　　56-1

キャッシュ ファーム
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く

クエリー、IGMP　　31-3
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クラス マップの設定　　42-70

グローバル コンフィギュレーション モード　　2-6

グローバル パラメータ、設定　　3-3

け

ゲートウェイ、設定　　3-13

権限レベル

終了　　3-20

設定

権限レベル　　3-19

複数のレベル　　3-19

デフォルトの変更　　3-20

ログイン　　3-20

こ

高速コンバージェンス　　20-11

コマンドの省略　　2-6
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コマンド、リスト表示　　2-7

コミュニティ VLAN　　16-3, 16-4

コミュニティ ポート　　16-3

コンソール コンフィギュレーション モード　　2-6

コントロール プレーン ポリシング

CoPP を参照

コンフィギュレーション

インターフェイス　　3-8?3-10

ファイル、保存　　3-12

レジスタ
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起動時の設定　　3-24

コンフィギュレーション　　3-23?3-26

設定値の変更　　3-25?3-26

コンフィギュレーション ファイルの保存　　3-12

コンフィギュレーション レジスタのブート フィールド

値の確認　　3-26

変更　　3-25

さ

サービスプロバイダー ネットワーク、MSTP および
RSTP　　20-2

再循環　　25-4, 42-14

大エージング タイム

MSTP　　20-26

大エージング タイム、STP　　21-35

大ホップ カウント、MSTP　　20-26

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポー
ト　　42-14, 42-61

サブドメイン、プライベート VLAN　　16-2

サンプリングされた NetFlow

説明　　51-7

し

システム

グローバル パラメータの設定　　3-3?3-8

コンフィギュレーション レジスタ

起動時の設定　　3-24

コンフィギュレーション　　3-23?3-26

システム イメージ

フラッシュ メモリからのロード　　3-27

ロードの必要性およびロード方法の決定　　3-24

システムのハードウェア容量　　54-6

ジャンボ フレーム　　10-11

集約ラベル　　25-2, 25-4

受信キュー

QoS の受信キューを参照

出力レプリケーション パフォーマンス改善　　29-14

冗長構成をイネーブルまたはディセーブルにするコマ
ンド　　54-2

冗長構成（NSF）　　7-1

スーパーバイザ エンジンの設定　　7-12

設定

BGP　　7-15

CEF　　7-15

EIGRP　　7-21

IS-IS　　7-18

OSPF　　7-17

マルチキャスト MLS NSF with SSO の設定　　7-14

ルーティング プロトコル　　7-5

冗長構成（RPR+）　　8-1, 9-1

redundancy コマンド　　8-7, 8-8, 9-8

Route Processor Redundancy Plus　　9-3

スーパーバイザ エンジン構成の表示　　8-8, 9-9

スーパーバイザ エンジンの設定　　8-5, 9-6

設定　　8-7, 9-8

冗長構成（SSO）

redundancy コマンド　　7-13

シリアル インターフェイス

同期

メンテナンス　　10-20

リセット　　10-20

資料、関連　　xlv

信頼できないポート機能上の DHCP Option 82 の許可　
　38-9

信頼できないポートでの DHCP Option 82 の許可

概要　　38-3

設定　　38-9

す

スイッチ ファブリック機能　　4-3

設定　　4-4

モニタ　　4-5

スイッチ プライオリティ

MSTP　　20-23
Switched Port Analyzer

SPAN を参照

スイッチの TopN レポート

概要　　57-2

実行　　57-3

表示　　57-3

フォアグラウンド実行　　57-2

スーパーバイザ エンジン

ROM モニタ　　3-22

環境のモニタ　　54-11

冗長構成　　7-1, 8-1, 9-1

冗長構成の表示　　8-8, 9-9

スタートアップ コンフィギュレーション　　3-22

スタティック ルート　　3-13

設定　　3-1
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設定の同期化　　7-22, 8-8, 9-9

デフォルト ゲートウェイ　　3-13

デフォルトの設定　　3-2

スーパーバイザ エンジンの冗長構成

設定　　7-12, 8-5, 9-6

スケジューリング

QoS を参照

スタティック ルート、設定　　3-13

スタンバイ リンク　　12-2

ストーム制御

トラフィック ストーム制御を参照

スヌーピング

IGMP スヌーピングを参照

MLDv2 スヌーピングを参照

スロット番号、説明　　10-2

せ

セカンダリ VLAN　　16-3

セキュア MAC アドレスのエージング タイプ　　48-13

セキュアな sticky MAC アドレスによるポート セキュリ
ティ　　48-3

セキュリティ

設定　　34-1, 35-1, 37-1, 45-1

セキュリティ、ポート　　48-2

設定　　42-73

インターフェイス　　3-8?3-9

グローバル パラメータ

設定例　　3-3?3-8

手順　　3-3

コンフィギュレーション モードの使用　　
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設定例　　3-2?3-12
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た
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ライオリティ　　39-5

ARP キャッシュ ポイズニング　　39-2

ARP スプーフィング攻撃　　39-2

ARP パケットのレート制限

errdisable ステート　　39-5

概要　　39-5

設定　　39-11

ARP 要求、概要　　39-2

DHCP スヌーピング バインディング データベース
　　39-3

DoS 攻撃、防止　　39-11

man-in-the-middle 攻撃、概要　　39-3

インターフェイスの信頼状態　　39-3

概要　　39-2

機能　　39-3

設定

着信 ARP パケットのレート制限　　39-5, 39-11

ログ システム メッセージ　　39-15

ログ バッファ　　39-14, 39-16

設定時の注意事項　　39-7

デフォルトの設定　　39-6
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表示　　39-17

リセット　　39-17
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ログ バッファ　　39-17
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39-5
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設定　　39-15
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ログ バッファ

設定　　39-14, 39-16

表示　　39-17

リセット　　39-17

タイム ドメイン反射率計

TDR を参照

大容量電源のサポート　　54-4

脱退処理、IGMP

イネーブル化　　31-14

脱退処理、MLDv2

イネーブル化　　30-13

単一方向イーサネット

UDE を参照
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手順

インターフェイス、設定　　3-8?3-9

グローバル パラメータ、設定　　3-3?3-8
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デフォルト ゲートウェイ、設定　　3-13
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802.1X　　47-6
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IP MMLS　　29-8

MSTP　　20-16
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　54-2
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独立 VLAN　　16-3, 16-4

独立ポート　　16-3

トラフィック ストーム制御

概要　　40-2

コマンド

ブロードキャスト　　40-5

スレッシュホールド　　40-2

モニタ　　40-7

トラフィック フラッディングのブロック　　41-1

トラフィック抑制

トラフィック ストーム制御を参照

トランク　　11-3
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許容 VLAN　　11-12
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設定　　11-9
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ネイティブ VLAN　　11-11
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48-4, 48-5, 48-6, 48-10, 48-12
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認証
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ネットワーク管理

設定　　49-1

ネットワークのフォールトトレランス　　21-15

は

バージョン 8（NDE）　　51-2

ハードウェア レイヤ 3 スイッチング
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