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中断を伴うランタイム アップグレード　　A-22

リセット　　A-41

RPM-PR ソフトウェア ファイル

バックアップ ブート アクセス　　B-6

vrrtcon コマンド　　3-94

rrtparty コマンド　　3-94

runrev コマンド　　9-14, A-37

S

saveallcnf -v コマンド　　9-2

saveallcnf コマンド　　6-5, 9-1, 9-2
SCT

COSB しきい値パラメータ　　7-28
8
Cisco MGX 8800/8900 シリーズ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-6482-01-J



Index
COSB パラメータ　　7-23

CWM での修正　　7-2, 7-8

新しいメジャー バージョンの適用　　7-12

一般 SCT パラメータ　　7-18, 7-19

カード　　7-1

カード SCT 設定の表示　　7-17

カード SCT の表示　　7-16

概要　　7-1

仮想回線しきい値パラメータ　　7-25

シスコ提供の　　7-3

帯域幅とポリシングのパラメータ　　7-18, 7-19

ダウンロード　　7-8

登録　　7-8

登録解除した SCT の削除　　7-14

登録した SCT の削除　　7-13

登録した SCT の表示　　7-14

ファイルの命名規則　　7-6

ファイルのロード　　7-6

ポート　　7-1

ポート SCT 設定の表示　　7-17

ポート SCT の選択　　4-15, 7-16, 7-17

ポート SCT の表示　　7-16

ポート SCT の変更　　7-17

SERVICE_GP アクセス特権　　2-19

setcugdefaddr コマンド　　8-63

seteng コマンド　　2-16

setrev コマンド　　4-2, 4-5, 9-14, 10-3

shmFailHelp コマンド　　10-10

shmFailRecoveryHelp コマンド　　10-10

shmRecoverIgRbldDisk コマンド　　10-10
show bootflash

コマンド　　6-7

show bootvar コマンド　　A-47, A-50

show flash コマンド　　A-40, A-42

show interfaces コマンド　　6-13

show inventory コマンド　　1-15

show run コマンド　　6-13

show version コマンド　　6-2, 6-10

sh コマンド　　B-2

SNMP　　1-17

RPM-PR カード設定　　6-13

コミュニティ ストリング　　2-50

設定　　2-49

トラップの発信元 IP アドレス　　2-49

SNMP マネージャ　　1-17

送信先 IP アドレス　　2-50

SNTP

クライアント の選択　　9-33

サーバの削除　　9-35

サーバの選択　　9-33

サーバの表示　　9-34

表示　　9-34

softswitch コマンド　　9-21, 10-29
SONET

標準規格　　D-4

SPVC　　2-19, 3-1

片終端　　3-76

サポートされているカード　　1-8

スレーブ側の設定　　3-77

設定のクイックスタート　　3-8

ノード プレフィックス　　2-33

マスター側の設定　　3-84

両終端　　3-76

SPVP　　2-19

スレーブ側の設定　　3-77

設定のクイックスタート　　3-8

ノード プレフィックス　　2-33

マスター側の設定　　3-84
squeeze bootflash

コマンド　　6-8

squeeze flash: コマンド　　A-41, A-43

SRM SDH AU3 TU/VC マッピング　　5-17

SRM SDH AU3 TUG-2 マッピング　　5-17

SRM SDH AU4 TU/VC マッピング　　5-19

SRM SDH AU4 TUG-2 マッピング　　5-19

SRM SDH AU4 TUG-3 マッピング　　5-19

SRM SONET VT マッピング　　5-16

SRME カード

サポートされているインターフェイス　　1-6

SRME/B、アップグレード　　10-28

SSCOP　　1-12

SSH　　9-70

セッションの開始　　9-70, C-13
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