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ルート ポート

指定ポートの制限 2-664

ルート ガード 2-664

ルートとなるポートの制限 2-664

ループ ガード 2-664

MTU

グローバル設定の表示 2-618

サイズの設定 2-744
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「MLD」を参照

Multicast VLAN、MVR 2-320

Multicast VLAN Registration

「MVR」を参照

Multiple Spanning Tree Protocol

「MSTP」を参照

MVR

アドレスのエイリアス 2-320

インターフェイス情報の表示 2-583

インターフェイスの設定 2-323

設定 2-319
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メンバー、表示 2-585

mvr vlan group コマンド 2-324
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OAM プロトコル 2-330
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P
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port-channel load-balance コマンド 2-366

PortFast、スパニング ツリー用 2-698

port-type コマンド 2-368

power-supply dual コマンド 2-371

priority コマンド 2-373

private-vlan mapping コマンド 2-379

private-vlan コマンド 2-376

PVST+

「STP」を参照
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QoS

違反アクション、設定 2-766

クラス マップ

一致基準の定義 2-297, 2-299

作成 2-39

表示 2-443

集約ポリサー

作成 2-351

適用 2-358

表示 2-591

超過アクション、設定 2-143

テーブル マップ

設定 2-747

表示 2-620

適合アクション、設定 2-62

統計情報の表示 2-595, C-34

ポリシー マップ

CoS 値の設定 2-419

DSCP 値の設定 2-421, 2-423

IP precedence 値の設定 2-425

QoS グループ ID の設定 2-427

インターフェイスへの適用 2-414, 2-429
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集約ポリサーの適用 2-351, 2-358, 2-360, 
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ポリサーの定義 2-345
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QoS グループ番号 2-305

QoS グループ
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Quality Of Service
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Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」を参照
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「RSPAN」を参照

rename（ブート ローダー）コマンド A-21
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RSPAN

remote-span コマンド 2-384

RSPAN トラフィックのフィルタリング 2-314

セッション

新しく開始 2-314

インターフェイスの追加 2-314

表示 2-578

設定 2-314

表示 2-578

S

sdm prefer コマンド 2-406

SDM テンプレート

許容されるリソース 2-407

デュアル IPv4 および IPv6 2-406

表示 2-608

service password-recovery コマンド 2-412

service-policy インターフェイス コンフィギュレーション 
コマンド 2-414
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set dscp コマンド 2-423
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set qos-group コマンド 2-427
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shape average コマンド 2-432
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show boot コマンド 2-439

show class-map コマンド 2-443
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show dot1x コマンド 2-464
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show errdisable detect コマンド 2-469

show errdisable flap-values コマンド 2-471

show errdisable recovery コマンド 2-473

show etherchannel コマンド 2-475

show ethernet loopback コマンド 2-478

show ethernet service evc コマンド 2-480

show ethernet service instance コマンド 2-481

show ethernet service interface コマンド 2-483

show flowcontrol コマンド 2-485

show idprom コマンド 2-487
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show interfaces コマンド 2-490

show interface transceivers コマンド 2-503
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show ip sla twamp connection 2-457

show ip sla twamp connection コマンド 2-528

show ip sla twamp session コマンド 2-530

show ip source binding コマンド 2-531

show ipv6 access-list コマンド 2-538

show ipv6 dhcp conflict コマンド 2-540

show ipv6 route updated コマンド 2-541

show ip verify source コマンド 2-532

show l2protocol-tunnel コマンド 2-543

show lacp コマンド 2-545

show link state group コマンド 2-549

show location コマンド 2-551

show logging onboard コマンド 2-554

show mac access-group コマンド 2-558

show mac address-table address コマンド 2-561

show mac address-table aging time コマンド 2-562

show mac address-table count コマンド 2-564

show mac address-table dynamic コマンド 2-566

show mac address-table interface コマンド 2-568

show mac address-table learning コマンド 2-570

show mac address-table move update コマンド 2-571

show mac address-table notification コマンド 2-51, 
2-572, B-32

show mac address-table static コマンド 2-574

show mac address-table vlan コマンド 2-576

show mac address-table コマンド 2-559

show monitor コマンド 2-578

show mvr interface コマンド 2-583

show mvr members コマンド 2-585

show mvr コマンド 2-581

show pagp コマンド 2-587

show parser macro コマンド 2-589

show platform acl コマンド C-2

show platform backup interface コマンド C-3

show platform cfm コマンド C-4

show platform configuration コマンド C-5

show platform dl コマンド C-6

show platform etherchannel コマンド C-7

show platform forward コマンド C-8
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show platform igmp snooping コマンド C-11

show platform ipc trace コマンド C-15

show platform ip multicast コマンド C-12

show platform ip unicast コマンド C-13

show platform ipv6 unicast コマンド C-16

show platform l2pt dm コマンド C-18

show platform layer4op コマンド C-19, C-41

show platform mac-address-table コマンド C-20

show platform messaging コマンド C-21

show platform monitor コマンド C-22

show platform mvr table コマンド C-23

show platform pm コマンド C-24

show platform policer cpu コマンド C-25

show platform port-asic コマンド C-29

show platform port-security コマンド C-33

show platform qos コマンド C-34

show platform resource-manager コマンド C-37

show platform snmp counters コマンド C-39
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ド C-40

show platform stp-instance コマンド C-42

show platform tcam コマンド C-43

show platform vlan mapping コマンド C-46

show platform vlan コマンド C-45
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show policer cpu uni-eni コマンド 2-592
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show policy-map コマンド 2-595

show port security コマンド 2-600

show port-type コマンド 2-603

show rep topology コマンド 2-605

show sdm prefer コマンド 2-608

show spanning-tree コマンド 2-610

show storm-control コマンド 2-616

show system mtu コマンド 2-618

show udld コマンド 2-621

show version コマンド 2-624

show vlan access-map コマンド 2-631
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show vlan filter コマンド 2-632

show vlan mapping コマンド 2-633

show vlan コマンド 2-626

show vlan コマンド、フィールド 2-628

show vmps コマンド 2-635

shutdown vlan コマンド 2-638

shutdown コマンド 2-637

snmp mib rep trap-rate コマンド 2-639

snmp-server enable traps コマンド 2-640

snmp-server host コマンド 2-645

snmp trap mac-notification change コマンド 2-650

SNMP 通知、送信のイネーブル 2-640

SNMP トラップ

MAC アドレス通知機能のイネーブル化 2-281

MAC アドレス通知トラップのイネーブル化 2-650

送信のイネーブル化 2-640

SNMP ホスト、指定 2-645

SPAN

SPAN トラフィックのフィルタリング 2-314

セッション

インターフェイスへの追加 2-314

新規に開始 2-314

表示 2-578

設定 2-314

デバッグ メッセージ、表示 B-33

表示 2-578

spanning-tree bpdufilter コマンド 2-652, 2-654

spanning-tree bpduguard コマンド 2-656

spanning-tree cost コマンド 2-658

spanning-tree etherchannel コマンド 2-660

spanning-tree extend system-id コマンド 2-662

spanning-tree guard コマンド 2-664

spanning-tree link-type コマンド 2-667

spanning-tree loopguard default コマンド 2-669

spanning-tree mode コマンド 2-671

spanning-tree mst configuration コマンド 2-673

spanning-tree mst cost コマンド 2-676

spanning-tree mst forward-time コマンド 2-678

spanning-tree mst hello-time コマンド 2-680
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spanning-tree mst max-hops コマンド 2-684

spanning-tree mst port-priority コマンド 2-686

spanning-tree mst pre-standard コマンド 2-688

spanning-tree mst priority コマンド 2-689

spanning-tree mst root コマンド 2-691

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 2-698

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

ン）コマンド 2-695

spanning-tree port-priority コマンド 2-693

Spanning Tree Protocol（スパニング ツリー プロトコル）

「STP」を参照

spanning-tree vlan コマンド 2-700

speed コマンド 2-703

SSH、バージョンの設定 2-217

storm-control コマンド 2-705

STP

ENI でのイネーブル化 2-652

EtherChannel の設定矛盾 2-660

VLAN オプション 2-689, 2-700

カウンタ、クリア 2-57

拡張システム ID 2-662

ステート情報の表示 2-610

ステート変更

BPDU ガードのイネーブル化 2-656, 2-695

BPDU フィルタリングのイネーブル化 2-654, 
2-695

PortFast 対応ポートのシャットダウン 2-695

Port Fast のイネーブル化 2-695, 2-698

エラー ステートから回復するタイマーのイネーブ
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転送遅延時間 2-700

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 2-698

リスニングおよびラーニング ステートの期

間 2-700

デバッグ メッセージ、表示
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ァレンス

OL-16486-05



 

Index
スイッチ シム B-90

スパニングツリーのアクティビティ B-84

送受信された BPDU B-86

パス コスト 2-658

プロトコル トンネリングのイネーブル化 2-253

プロトコル モード 2-671

ルート スイッチ

BPDU メッセージの間隔 2-700

hello BPDU メッセージの間隔 2-700

hello タイム 2-700

拡張システム ID の影響 2-662, 2-701

スイッチのプライオリティ 2-700

選択に関するポート プライオリティ 2-693

プライマリまたはセカンダリ 2-700

有効期限 2-700

ルート ポート

指定ポートの制限 2-664

ルート ガード 2-664

ルートとなるポートの制限 2-664

ループ ガード 2-664

STP の拡張システム ID 2-662

SVI、作成 2-152

switchport access コマンド 2-710

switchport backup interface コマンド 2-712

switchport block コマンド 2-717

switchport host コマンド 2-719

switchport mode private-vlan コマンド 2-723

switchport mode コマンド 2-720

switchport port-security aging コマンド 2-730

switchport port-security コマンド 2-726

switchport private-vlan コマンド 2-732

switchport protected コマンド 2-735

switchport trunk コマンド 2-737

switchport vlan mapping コマンド 2-739

switchport コマンド 2-708

system env temperature threshold yellow コマン

ド 2-743

system mtu コマンド 2-744
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table-map コマンド 2-747

tar ファイル、作成、一覧表示、および抽出 2-13

TDR、実行 2-749

test cable-diagnostics tdr コマンド 2-749

traceroute mac ip コマンド 2-754

traceroute mac コマンド 2-751

type（ブート ローダー）コマンド A-27

U

UDLD

アグレッシブ モード 2-756, 2-758

インターフェイスごとのイネーブル化 2-758

エラー回復タイマー 2-123

グローバルにイネーブル化 2-756

シャットダウン インターフェイスのリセッ

ト 2-760

ステータス 2-621

デバッグ メッセージ、表示 B-97

ノーマル モード 2-756, 2-758

メッセージ タイマー 2-756

udld port コマンド 2-758

udld reset コマンド 2-760

udld コマンド 2-756

UNI

イーサネット 2-139

バンドリングと多重化 2-139

uni count コマンド 2-761

UniDirectional Link Detection（単方向リンク検出）

「UDLD」を参照

UNI ID、イーサネット 2-141

uni-vlan コマンド 2-763

unset（ブート ローダー）コマンド A-28
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version（ブート ローダー）コマンド A-30
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violate-action コマンド 2-765

VLAN

MAC アドレス

数 2-564

表示 2-576

拡張範囲 2-768

再起動 2-638

シャットダウン 2-638

設定 2-768

設定の表示 2-626

設定の保存 2-768

中断 2-638

追加 2-768

デバッグ メッセージ、表示

VLAN IOS File System エラー テスト B-94

VLAN マネージャのアクティビティ B-92

アクティベーション B-95

標準範囲 2-768

プライベート 2-723

設定 2-376

表示 2-626

「プライベート VLAN」も参照

vlan access-map コマンド 2-772

vlan dot1q tag native コマンド 2-774

vlan filter コマンド 2-776

VLAN ID 範囲 2-768

VLAN ID 変換

「VLAN マッピング」を参照

VLAN Query Protocol

「VQP」を参照

VLAN アクセス マップ

アクション 2-6

表示 2-631

VLAN アクセス マップ コンフィギュレーション モー

ド 2-772

vlan コマンド 2-768

VLAN コンフィギュレーション モード

開始 2-768
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説明 1-4

VLAN での MLD スヌーピング、イネーブル化 2-249

VLAN フィルタ、表示 2-632

VLAN マッピング

設定 2-739

説明 2-740

表示 2-633

VLAN マップ

作成 2-772

定義 2-294

適用 2-776

表示 2-631

VMPS

エラー回復タイマー 2-123

サーバの設定 2-781

ダイナミック VLAN 割り当ての再確認 2-778

表示 2-635

vmps reconfirm（グローバル コンフィギュレーション）

コマンド 2-779

vmps reconfirm（特権 EXEC）コマンド 2-778

vmps retry コマンド 2-780

vmps server コマンド 2-781

VQP

クライアント統計情報のクリア 2-60

サーバごとの再試行回数 2-780

再確認間隔 2-779

情報の表示 2-635

ダイナミック VLAN 割り当ての再確認 2-778

ダイナミック アクセス ポート 2-711

vtp

イネーブル化

トンネリング 2-253
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Weighted Tail Drop

「WTD」を参照

WTD、queue-limit コマンド 2-381
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アクセス グループ

IP 2-154

MAC、表示 2-558

QoS 分類のマッチング 2-296

アクセス コントロール エントリ

「ACE」を参照

アクセス コントロール リスト

「ACL」を参照

アクセス ポート 2-720

アクセス モード 2-720

アクセス リスト、IPv6 2-225

アップグレード

ソフトウェア イメージ 2-10

ステータスのモニタリング 2-437

アドレスのエイリアス 2-320

アラーム接点ステータス、表示 2-467

い

イーサネット UNI コンフィギュレーション 2-139

イーサネット仮想接続

「EVC」を参照

イーサネット コントローラ、内部レジスタの表

示 2-446

イーサネット サービス

デバッグ B-5

表示 2-480

イーサネット サービス インスタンス 2-410

イーサネット サービス インターフェイス 2-483

イーサネット統計情報、収集 2-405

イーサネット ローカル管理インターフェイス

「E-LMI」を参照

イメージ

「ソフトウェア イメージ」を参照

インターフェイス

MAC アドレス テーブルの表示 2-568
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