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line console コマンド FND-53
155
 シリーズ NX-OS 基本コマンド リファレンス



 

Index
line vty コマンド FND-54

M

modem init-string コマンド FND-56

modem in コマンド FND-55

modem set-string user-input コマンド FND-58

move コマンド FND-59

P

parity コマンド FND-61

ping6 コマンド FND-66

ping multicast コマンド FND-64

ping コマンド FND-62

R

reload コマンド FND-68

rmdir コマンド FND-69

run-script コマンド FND-70

S

save コマンド FND-72

send コマンド FND-73

session-limit コマンド FND-75

setup コマンド FND-74

show banner motd コマンド FND-76

show boot コマンド FND-77

show cli alias コマンド FND-78

show cli history コマンド FND-79

show cli variables コマンド FND-81

show clock コマンド FND-82

show configuration session コマンド FND-83

show copyright コマンド FND-84

show debug logfile コマンド FND-85

show environment コマンド FND-86
156
Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS 基本コマンド リファレ
show feature コマンド FND-88

show file コマンド FND-90

show hardware internal cpu-mac コマンド FND-92

show hardware internal pci コマンド FND-94

show hostname コマンド FND-95

show incompatibility system コマンド FND-96

show install all コマンド FND-97

show inventory コマンド FND-98

show license host-id コマンド FND-101

show license usage コマンド FND-102

show license コマンド FND-99

show line コマンド FND-104

show module コマンド FND-106

show processes cpu コマンド FND-110

show processes log コマンド FND-112

show processes memory コマンド FND-114

show processes コマンド FND-108

show running-config diff コマンド FND-118

show running-config コマンド FND-116

show sprom コマンド FND-120

show startup-config コマンド FND-123

show switchname コマンド FND-125

show system cores コマンド FND-126

show system reset-reason コマンド FND-127

show system resources コマンド FND-129

show system uptime コマンド FND-130

show tech-support コマンド FND-131

show terminal コマンド FND-134

show version コマンド FND-135

sleep コマンド FND-137

slot コマンド FND-138

speed コマンド FND-140

stopbits コマンド FND-141

switchname コマンド FND-142

system cores コマンド FND-143

system startup-config unlock コマンド FND-144
ンス

78-26758-01-J



 

Index
T

tail コマンド FND-145

terminal length コマンド FND-147
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update license コマンド FND-153
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