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注意　　36-5

ディセーブル化　　36-5

デフォルト設定　　36-2

IP ソース ガード

IPSG を参照

概要　　32-11

設定　　32-12

表示　　32-13

IP マルチキャスト

GMRP　　48-21

IGMP クエリア

概要　　48-9

設定　　48-16

IGMP 高速脱退処理　　48-20

IGMP スヌーピング　　48-10

IGMP 統計　　48-19

RGMP　　48-32

概要　　48-2

グループ

加入　　48-4

消去　　48-31

設定　　48-18, 48-30

グループ エントリ　　48-29

グループ情報　　48-18

設定時の注意事項

CEF　　13-14

ブロードキャスト抑制

イネーブル化　　34-4

ディセーブル化　　34-5

マルチキャスト トラフィックのレート制限　　
48-16

ルータ

ポートの指定　　48-29

ポートの消去　　48-30

ルータ ポート

消去　　48-30

ルータ情報　　48-18
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ルーティング テーブル　　13-21, 14-36

ルーティング テーブルの表示　　13-21, 14-36

IP-directed ブロードキャストの設定　　13-36
IPX MLS

MLS を参照

IPX、VLAN 間ルーティングの設定　　12-4
ISL

802.1Q VLAN のマッピング　　11-9

概要　　5-2

設定例　　5-15, 5-16

IST　　8-17

K

Kerberos 認証

DES 鍵、定義および消去　　38-40

Kerberos 非対応のログイン手順　　38-8

SRVTAB ファイル、コピー　　38-37

Telnet 接続（図）　　38-7

イネーブル化　　38-34

概要　　38-5

サーバ、指定　　38-36

証明書転送のイネーブル化　　38-38

証明書転送のディセーブル化　　38-39

用語　　38-6, 39-5

レルムをホスト名にマッピング　　38-36

レルム、定義　　38-35

ログイン手順　　38-7
Kermit

PC ソフトウェアのダウンロード手順　　26-29

UNIX ソフトウェアのダウンロード手順　　26-31

ソフトウェア イメージのダウンロードの準備　　
26-29

ダウンロードの例

PC での手順　　26-33

UNIX での手順　　26-34

注意　　26-29

L

LACP

設定手順　　6-16

設定パラメータ　　6-15

モード　　6-14
Link Aggregation Control Protocol

LACP を参照

LocalDirector

LDA を参照

LOU

大数　　15-26

説明　　15-26

M

MAC アドレス

アドレス テーブル　　4-3

指定　　2-7

ブロック　　37-2

ポート セキュリティ　　37-2

ユニキャスト フラッディング ブロック　　43-2

割り当て　　8-15

MAC アドレス モニタリング

指定

MAC アドレス　　37-16

下限スレッシュホールド　　37-16

上限スレッシュホールド　　37-17

ポーリング間隔　　37-16

消去

設定　　37-18

設定　　37-15

グローバル モニタリング　　37-15

表示

グローバル設定　　37-19

設定　　37-18

MAC アドレス リダクション　　8-15

MAC 認証バイパス

MAC アドレス再認証　　40-2

概要　　40-2

設定　　40-6

設定時の注意事項および制限事項　　40-5

バイパス イベント　　40-3

バイパス ステート　　40-3

MDI/MDIX　　4-8

MDIX　　4-8
Message-of-The-Day

ログイン バナーを参照

MIB

RMON および RMON2 サポート（表）　　45-4
MISTP

MISTP-PVST+　　8-36

VLAN マッピング　　8-43

VLAN マッピングの解除　　8-46
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インスタンスのイネーブル化　　8-42

インスタンスの設定　　8-39

注意　　8-37

デフォルト設定　　8-37

ブリッジ ID プライオリティ　　8-39, 8-58

ポート インスタンス コスト　　8-42

ポート インスタンス プライオリティ　　8-42

ポート コスト　　8-40

ポート プライオリティ　　8-41

矛盾、MISTP VLAN　　8-44
MLS

CAM エントリ、表示　　14-24

debug コマンド

MSFC　　14-20

MSFC のマルチキャスト トラフィック用　　
14-38

MSFC2 のマルチキャスト トラフィック用　　
13-23

IP MMLS 設定時の注意事項

MSFC　　14-16

スイッチ　　14-16

IP のパケット スレッシュホールド値　　14-23

IP マルチキャスト エントリ、表示　　13-25

IP-directed ブロードキャストの設定　　13-36

IPX MLS 設定時の注意事項

MTU　　14-17

他の機能との相互作用　　14-17
MSFC

PIM、イネーブル化　　14-34

インターフェイス上でのイネーブル化　　
13-20, 14-18, 14-35

インターフェイス情報の表示　　13-20, 14-35

インターフェイスでのディセーブル化　　
14-18

グローバルなイネーブル化　　14-34

詳細情報表示　　13-22, 14-19, 14-36

スレッシュホールド　　13-19, 14-34

マルチキャスト ルーティング テーブル、表示
　　14-36

MSFC 上での詳細情報表示　　13-22, 14-19, 14-36

MTU サイズ

IP　　14-15

IPX　　14-17

アクセス リスト、フロー マスク　　14-6

イネーブル化

MSFC インターフェイス　　13-20, 14-35

MSFC 上の IP PIM　　14-34

ルータ上の IP PIM　　13-19

エージング タイム　　14-21

エージング タイム値の指定　　14-21

エントリ（注）　　14-22

キャッシュ

宛先 IP アドレス別の表示　　14-27

宛先 IPX アドレス別の表示　　14-28

エントリの消去　　14-30, 14-31

エントリをすべて表示　　14-26

エントリ、IP マルチキャストの表示　　14-41

エントリ、IP ユニキャストの表示　　14-26

エントリ、消去　　14-31

概要　　14-5

サイズ（注）　　14-22

送信元 IP アドレス別の表示　　14-28

特定の IP フローに関する表示　　14-28

小フロー マスクの設定　　14-24

サポートされていない IP MMLS 機能　　14-17

消去

キャッシュ エントリ　　14-30

統計情報　　13-35, 14-32

スイッチ

IP マルチキャスト エントリ、表示　　13-25

エントリ、表示　　14-41

設定、表示　　14-39

ディセーブル化（注）　　14-21

統計情報、消去　　13-25, 14-40

統計情報、表示　　13-24, 14-39

スレッシュホールドの設定　　13-19, 14-34

制限事項

IP MMLS、MSFC　　14-16

IP MMLS、スイッチ　　14-16

設定時の注意事項

IP MLS のルーティング コマンド　　14-15

MTU　　14-15

設定情報、表示

IP または IPX　　14-25

マルチキャスト　　14-39

注意事項　　14-15

ディセーブル化

MSFC インターフェイス　　14-18

スーパバイザ エンジン（注）　　14-21

デバッグ

MSFC　　13-23, 14-20, 14-38

スーパバイザ エンジン　　13-35, 14-33

デフォルト設定　　14-14
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統計情報

MLS キャッシュ エントリに関する表示　　
14-32

消去　　13-35, 14-32

プロトコル別の表示　　14-31

トポロジー（図）　　14-12

パケットの書き換え　　14-2

表示

キャッシュ エントリ　　14-26

情報　　14-25

統計情報　　13-24, 14-39

マルチキャスト ルーティング テーブル　　
13-21, 14-36

ファスト エージング タイム　　14-23

ファスト エージング タイムの指定　　14-23

フロー　　14-4

部分的スイッチングおよび完全スイッチング　
　13-9, 14-11

マルチキャストの部分的スイッチングおよび完
全スイッチング　　13-9, 14-11

フロー マスク

destination-ip　　14-6, 14-7

full flow　　14-7

IP MLS エントリ　　14-9

source-destination-ip　　14-7

source-destination-vlan　　14-7

アクセス リスト　　14-6

概要　　14-6

小　　14-24

モード　　14-6

ルータ

PIM、イネーブル化　　13-19

グローバルなイネーブル化　　13-18

マルチキャスト ルーティング テーブル、表示
　　13-21

ルーティング コマンドの制限事項　　14-15

ルート プロセッサ（注）　　14-33

例　　14-11

レイヤ 2 転送テーブル　　14-5

mls ip multicast コマンド

IP MMLS のイネーブル化　　48-40, 48-41

MLS のディセーブル化

MSFC インターフェイス　　14-18

Supervisor Engine 1（注）　　14-21
MMLS

MLS を参照

MOTD

ログイン バナーを参照

MSFC

AppleTalk VLAN 間ルーティング、設定　　12-5

Catalyst 5000 ファミリー スイッチの MLS-RP　　
14-18

IP MMLS インターフェイス情報の表示　　13-20, 
14-35

IP MMLS、詳細情報表示　　13-22, 14-36

IP VLAN 間ルーティング、設定　　12-3

IPX VLAN 間ルーティング、設定　　12-4

PIM、MSFC インターフェイスでのイネーブル化　
　14-34

session コマンド　　2-5

switch console コマンド　　2-4

イネーブル化

IP マルチキャスト ルーティング　　14-34

MSFC インターフェイス上での MMLS　　
13-20, 14-35

概要　　12-2

コンフィギュレーション モード　　2-11

冗長機能の設定　　22-22

初回の起動方法　　3-6

スイッチからのアクセス

Telnet セッション　　2-5

コンソール ポート　　2-4

設定

Appletalk VLAN 間ルーティング　　12-5

HSRP を使用した冗長機能　　22-30

IP MMLS　　14-33

IP VLAN 間ルーティング　　12-3

IPX VLAN 間ルーティング　　12-4

MLS　　14-18

MMLS スレッシュホールド　　13-19, 14-34

VLAN 間ルーティング　　12-1

設定時の注意事項

IP MMLS　　14-16

MLS　　14-15

VLAN 間ルーティング　　12-3

マルチキャスト ルーティング テーブル、表示　　
14-36

MSFC の DHCP スヌーピング

イネーブル化（例）　　32-7

MSFC の初回の起動方法　　3-6

MSFC へのアクセス

Telnet セッション　　2-5

コンソール ポート　　2-4
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MSFC2

Catalyst 5000、サポート　　13-2

IP マルチキャスト ルーティングのイネーブル化　
　13-18

PIM、MSFC2 インターフェイスでのイネーブル化
　　13-19

設定

IP マルチキャスト　　13-18

ユニキャスト レイヤ 3 スイッチング　　13-16

マルチキャスト ルーティング テーブル、表示　　
13-21

MST　　8-17

PVST+ とのインターオペラビリティ　　8-18

VLAN マッピング　　8-61

イネーブル化　　8-55

インスタンス　　8-21

インターオペラビリティ　　8-20

エッジ ポート　　8-23

境界ポート　　8-22

コンフィギュレーション　　8-21

設定　　8-55

ブリッジ ID プライオリティ　　8-58

ポート インスタンス コスト　　8-60

ポート インスタンス プライオリティ　　8-60

ポート コスト　　8-58

ポート プライオリティ　　8-59

ホップ カウント　　8-24

メッセージ エージ　　8-24

リージョナル ルート　　8-23

リージョン　　8-21, 8-22

リンク タイプ　　8-23

MST BPDU　　8-18
MSTP

M ツリー　　8-18

M レコード　　8-18
MTU

IP MLS　　14-15

IPX MLS　　14-17
Multilayer Switch Feature Card

MSFC または MSFC2 を参照

Multilayer Switching

MLS を参照

Multilayer Switching Module

MSM を参照　　A-3
Multiple Spanning-Tree

MST を参照　　8-17

N

NAT　　15-13, 15-17, 15-18
NDE

NDE コレクタの消去　　16-10

RMON　　16-2

概要　　16-2

指定

宛先 TCP/UDP ポート フィルタ　　16-14

宛先および送信元サブネット　　16-13

宛先ホスト フィルタ　　16-13

コレクタ　　16-9

統計収集対象プロトコル　　16-14

プロトコル フィルタ　　16-14

設定の表示　　16-16

設定、表示　　16-16

ディセーブル化　　16-15

データ エクスポート アドレス

削除　　16-16

データ エクスポート コレクタ、指定　　16-9

データの収集　　16-3

統計収集

プロトコルの削除　　16-15

プロトコルの指定　　16-14

フィルタ

宛先 TCP/UDP ポート、指定　　16-13

宛先および送信元サブネット　　16-13

宛先ホスト、指定　　16-13

概要　　16-3

消去　　16-15

送信元ホストおよび宛先 TCP/UDP ポート、指
定　　16-14

プロトコル、指定　　16-14

プロトコル

統計収集対象プロトコルの削除　　16-15

統計収集対象プロトコルの指定　　16-14
NetFlow Data Export

NDE を参照

Network Admission Control

LAN ポート 802.1X　　42-26

LAN ポート IP

CLI コマンド例　　42-10

Policy-Based ACL の設定　　42-21

概要　　42-2

設定時の注意事項および制限事項　　42-6

設定手順　　42-7

設定例　　42-23
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要件　　42-6
Network Time Protocol

NTP を参照

NMS

SPAN、設定　　46-1
NTP

概要　　33-2

クライアント モード

設定　　33-4

ディセーブル化　　33-8

サーバ

指定　　33-4

消去　　33-8

サマータイム調整

イネーブル化　　33-6

ディセーブル化　　33-7

タイム ゾーン

消去　　33-7

設定　　33-6

ディセーブル化　　33-8

デフォルト設定　　33-3

認証　　33-5

ブロードキャスト クライアント モード

設定　　33-3

ディセーブル化　　33-8
NVRAM

起動時に内容を無視　　24-9

コンフィギュレーション モードの設定　　25-3

注意　　24-9

O

OAM、設定　　19-26

P

PACL

CLI での設定　　15-75

IP ソース ガードと DHCP スヌーピングとの対話　
　32-11

概要　　15-71

カウンタの設定　　15-84

設定時の注意事項　　15-72

設定例　　15-78
PAgP

EtherChannel の設定、使用　　6-9

管理グループ　　6-8

モード　　6-7
PBF

概要　　15-94

拡張機能、ソフトウェア リリース 7.5(1) 以降　　
15-105

拡張機能、ソフトウェア リリース 8.3(1) 以降　　
15-108

制限

2000 ホスト　　15-103

Linux　　15-102

MS-Windows　　15-103

NT　　15-103

Sun ワークステーション　　15-102

設定　　15-95

PBF ACE の削除　　15-100

PBF MAC アドレスの指定　　15-95

PBF VACL のコミット　　15-99

PBF 情報の表示　　15-100

PBF 統計情報の表示　　15-100

PBF のイネーブル化　　15-95

PBF のための VACL の設定　　15-98

PBF のためのホストの設定　　15-101

PBF のディセーブル化と MAC アドレスの消去
　　15-96

ジャンボ フレーム転送のイネーブル化　　
15-98

隣接テーブル エントリの指定　　15-98

設定例　　15-103

ハードウェアおよびソフトウェアの要件　　15-94

PC カード

フラッシュ PC カード、フォーマットを参照

PCMCIA

フラッシュ PC カード、フォーマットを参照

PDP サーバ

COPS または RSVP を参照

PDU

レート リミッタ

イネーブル化　　8-65

設定　　8-65

ディセーブル化　　8-65
PFC

IGMP スヌーピング　　48-10

QoS レイヤ 3 スイッチング エンジンを参照

プロトコル フィルタリング　　35-2

PFC での TCP 代行受信　　15-12
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PFC2

NetFlow

IP のパケット スレッシュホールド値　　13-29

テーブル、エントリの表示　　13-31

統計情報　　13-27

統計情報のエージング タイム　　13-28

統計情報、エージング タイム値の指定　　
13-28

統計情報、消去　　13-33

ファスト エージング タイム　　13-29

フロー マスク　　13-30

QoS ポリシング ルール　　49-24

統計情報　　13-11

NetFlow テーブル エントリに関する表示　　
13-32

NetFlow の上位トーカーに関する表示　　
13-32

PFC2 での TCP 代行受信　　15-16

PIM、IP MMLS　　14-34

PIM、IP マルチキャスト　　13-19
ping

概要　　19-13

コマンド　　4-23

実行　　19-14

接続の確認　　4-23
Policy Feature Card

PFC を参照

Policy-Based ACL、設定　　42-21
PortFast

BPDU ガード　　9-3

イネーブル化　　9-13

設定　　9-13

ディセーブル化　　9-15

BPDU フィルタリング　　9-4

設定　　9-16

MST　　8-18

イネーブル化　　9-10

設定　　9-10

ディセーブル化　　9-12

PRBS テスト　　19-7

PVST+　　8-27

ディセーブル化　　8-33

デフォルト設定　　8-27

デフォルトのポート コスト モード　　8-31

ブリッジ ID プライオリティ、設定　　8-28

ポート VLAN プライオリティ　　8-32

ポート コスト　　8-29

ポート プライオリティ　　8-30

Q

QoS

COPS

COPS を参照

trust-cos

ポート キーワード　　49-12
trust-dscp

ポート キーワード　　49-12
trust-ipprec

ポート キーワード　　49-12

自動 QoS を参照

受信キュー　　49-67

統計データのエクスポート　　49-29

宛先ホストの設定　　49-90

間隔の設定　　49-89

情報の表示　　49-90

設定　　49-86

（注）　　15-3
QoS ACE

ICMP、オプション　　49-20
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IGMP、作成　　49-48

IP precedence パラメータ オプション　　49-46

IP アドレスおよびマスク　　49-46

IP レイヤ 3 オプション　　49-18

IP レイヤ 4 プロトコル オプション　　49-18

IP レイヤ 4 ポート オプション　　49-46
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IPX、作成　　49-51

MAC、オプション　　49-21

MAC、作成　　49-52

TCP、オプション　　49-19

TCP、作成　　49-46

UDP、オプション　　49-19

UDP、作成　　49-47

レイヤ 3 オプションだけの IP　　49-49

レイヤ 4 オプションを指定した IP　　49-49

QoS ACL　　49-17

IP、名前付き　　49-46
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コミット　　49-54
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デフォルト　　49-22

デフォルト値に戻す　　49-53

デフォルトの IP　　49-50

デフォルトの IPX、作成　　49-52

デフォルトの MAC、作成　　49-52

名前　　49-45
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名前付きの削除　　49-53

付加　　49-26, 49-55
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変更　　49-45

ポリシング ルール

削除　　49-44

作成　　49-42

説明　　49-24
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QoS CoS

定義　　49-2
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49-27
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定義　　49-3
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QoS dscp ACE キーワード　　49-23
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QoS IPX ACE　　49-21
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QoS MSFC　　49-8
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定義　　49-3
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49-27
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ACE キーワード　　49-23
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QoS WRED 廃棄スレッシュホールド　　49-63
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削除　　49-60
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機能の概要　　49-10

スケジューリング　　49-14
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QoS 二重送信キュー

スレッシュホールド、設定　　49-62
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ポート単位の分類に基づく　　49-15
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情報　　49-74

統計情報　　49-75

QoS フィーチャ セットの概要　　49-10
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トークン バケット　　49-24

マイクロフロー、非ルーテッド トラフィックに対
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サーバのアップデート　　38-54
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設定時の注意事項　　38-55

設定例　　38-58

ディセーブル化　　38-57

抑制　　38-54
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イネーブル化　　38-50
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鍵、指定　　38-26

鍵、消去　　38-31

サーバ
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指定　　38-25

消去　　38-31
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デフォルト設定　　38-9, 39-11, 41-9
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概要　　8-13

設定　　8-34
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RSTP を参照　　8-19
RARP

帯域内（sc0）インターフェイス　　3-4
RCP
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　　27-9
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　　27-8

スイッチング モジュール イメージのダウンロード
　　26-18
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イネーブル化　　48-34
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イネーブル化　　45-3

概要　　45-2

サポートされる MIB オブジェクト　　45-4

データの表示　　45-3
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ブート プロセス　　24-2
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概念および用語　　46-2

セッション限度　　46-5

セッション限度の表　　46-5

設定

CLI で　　46-12
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イネーブル化　　49-83
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削除　　49-84
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ディセーブル化　　49-83

ポリシー タイムアウト　　49-85
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ソフトウェア イメージのアップロード　　26-28

ソフトウェア暗号化イメージのダウンロード　　
26-24

ダウンロード手順

例　　26-26

Serial Control Protocol、コマンド（表）　　14-20

session コマンド、MSFC　　2-5

set inlinepower defaultallocation コマンド　　53-18

set logging level acl コマンド　　15-60
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set mls agingtime コマンド　　13-28, 14-22

set mls flow コマンド　　13-30, 14-24, 16-12
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set spantree portpri コマンド　　8-30
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set spantree priority コマンド　　8-28, 8-39, 8-58
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show mls debug コマンド　　13-35, 14-33
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show mls entry ip flow コマンド　　14-28
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show mls entry ipx コマンド　　14-29

show mls entry コマンド　　13-31, 14-9, 14-26
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IP MMLS グループ情報の表示　　13-22, 14-36

show mls ip multicast interface コマンド

IP MMLS インターフェイスの表示　　13-22, 14-36
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IP MMLS 設定の表示　　13-22, 14-36

show mls statistics entry コマンド　　13-32, 14-32

show mls statistics protocol コマンド　　14-31

show mls statistics top talkers コマンド　　13-32

show mls status コマンド　　14-19

show mls コマンド　　13-15, 14-25

show module コマンド　　21-14, 21-16
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Single Spanning-Tree
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SLIP
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slip detach コマンド　　3-11

イネーブル化　　3-11

概要　　3-2

コンソール ポート　　3-11

注意　　3-11
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SmartPort　　53-41
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概要　　44-4
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　44-4
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用語　　44-2
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定義　　44-8
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SPAN

CLI での設定　　46-8

NMS　　46-1

宛先ポート　　46-2

概要　　46-6

出力　　46-3

セッション　　46-2

セッション限度　　46-5

セッション限度の表　　46-5
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注意　　46-8
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SRM の終了　　22-51
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設定時の注意事項　　22-46
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SST　　8-17

インターオペラビリティ　　8-20
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28-8
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　28-12
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イネーブル化　　38-55

イベント　　38-52

概要　　38-52

サーバのアップデート　　38-54

設定時の注意事項　　38-55

設定例　　38-58
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抑制　　38-54

レコードの作成　　38-53

TACACS+ 許可の概要　　38-44
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鍵、指定　　38-21
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コマンドの許可　　38-45

コマンドの許可の概要　　38-45

サーバの消去　　38-23

サーバ、指定　　38-19

サーバ、消去　　38-23
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デフォルト設定　　38-9, 38-46, 39-11, 41-9
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38-44
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