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サポートされていないコマンド
次のコマンドはCLIに表示されていますが、サポートはされていません。いずれのコマンドを
入力しても、有効ではありません。

EXEC（最上位レベル）コマンド

# restore-check

# scope eth-server（すべてのサブコマンド）

# scope host-eth-if（host-eth-ifサブコマンドは /adapterモードで使用可能です）

# scope nh-test（すべてのサブコマンド）

# set nh-test

#show nh-test

#show registry-repository

#show ucspe-tech-support

#ucspe-copy

# vhba（すべてのサブコマンド）

シャーシモードコマンド

/chassis # scope iom

/chassis # show iom

/chassis # show post

ファブリックインターコネクトモードコマンド

/fabric-interconnect # scope fan

/fabric-interconnect #scope fan-module

/fabric-interconnect #scope psu

/fabric-interconnect #scope sw-uplink

/fabric-interconnect #show fan

/fabric-interconnect #show fan-module

/fabric-interconnect #show lan-neighbors

/fabric-interconnect #show psu

/fabric-interconnect #show san-neighbors

/fabric-interconnect #show sw-uplink
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組織モードコマンド

/org # scope auth-profile

/org # scope fc-policy

/org #scope iqn-pool

/org #scope iscsi-policy

/org #scope kvm-mgmt-policy

/org #scope rackserver-disc-policy

/org #scope rackserver-mgmt-policy

/org #scope san-connectivity-policy

/org #scope storage-connection-policy

/org #scope udld-link-policy

/org #scope udld-system-settings

/org #scope uuid-suffix-pool

/org #scope vhba-beh-policy

/org #scope vhba-templ

/org #scope vmq-conn-policy

/org #scope wwn-pool

/org #show fc-policy

/org #show fc-zone

/org #show iqn-pool

/org #show rackserver-disc-policy

/org #show rackserver-mgmt-policy

/org #show san-connectivity-policy

/org #show udld-link-policy

/org #show udld-system-settings

/org #show uuid-suffix-pool

/org #show vhba-beh-policy

/org #show vhba-templ

/org #show vmq-conn-policy

/org #show wwn-pool

パケットキャプチャモードコマンド

/packet-capture #show nh-test
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セキュリティモードコマンド

/security # create role

/security #delete role

サーバモードコマンド

/server # show flexflash-controller

サービスプロファイルモードコマンド

/service-profile #disassociate

/service-profile #rename-to

/service-profile #scope dynamic-vnic-conn

/service-profile #scope ext-pooled-ip

/service-profile #scope ext-static-ip

/service-profile #scope fc-zone

/service-profile #scope iscsi-boot

/service-profile #scope vhba

/service-profile #set dynamic-vnic-conn-policy

/service-profile #set ext-mgmt-ip-pool-name

/service-profile #set ext-mgmt-ip-state

/service-profile #set iscsi-identity

/service-profile #set kvm-mgmt-policy

/service-profile #set san-connectivity-policy-name

/service-profile #set src-templ-name

/service-profile #show dynamic-vnic-conn

/service-profile #show dynamic-vnic-conn-policy

/service-profile #show ext-pooled-ip

/service-profile #show ext-static-ip

/service-profile #show fc-zone

/service-profile #show initiator-group

/service-profile #show iscsi-boot

/service-profile #show iscsi-identity

/service-profile #show mgmt-iface

/service-profile #show vhba

/service-profile #show vnic-iscsi
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システムモードコマンド

/system #scope control-ep

/system #scope environment-features

/system #scope storage-features

/system #scope vm-mgmt

/system #set virtual-ip

/system # show control-ep
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制限コマンド
次のコマンドの使用は制限されています。Cisco Technical Assistance Center（TAC）のメンバー
から指示された場合を除き、これらのコマンドは使用しないでください。

サービスプロファイルモードコマンド

サービスプロファイルの設定は変更しないでください。特に、/service-profile #

create、/service-profile # delete、または /service-profile # setサブコマンドのいずれも使
用しないでください。
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