
SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シ
リーズルータ

この章では、ネットワークのモニタリングと管理を実行するための、簡易ネットワーク管理プロ

トコル（SNMP）の設定と監視に使用するCisco IOSXRソフトウェアのコマンドについて説明し
ます。

SNMPの概念、設定作業、および例の詳細については、『CiscoASR9000SeriesAggregation Services
Router System Management Configuration Guide』の「Implementing SNMP on Cisco IOS XR Software」
の設定モジュールを参照してください。

snmp-server コマンドは、デフォルトで、管理イーサネットインターフェイスで SNMPをイ
ネーブルにします。その他の帯域内インターフェイスで SNMPサーバサポートをイネーブル
にする方法の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security
Configuration Guide』の「Implementing Management Plane Protection on Cisco IOS XR Software」
モジュールを参照してください。
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add（bulkstat オブジェクト）
MIBオブジェクトを簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）バルク統計情報オブジェクトリ
ストに追加するには、バルク統計情報オブジェクトリストコンフィギュレーションモードでadd
コマンドを使用します。 SNMPバルク統計情報オブジェクトリストからMIBオブジェクトを削
除するには、このコマンドの no形式を使用します。

add {object-name| OID}

no add {object-name| OID}

___________________
構文の説明

リストに追加するMIBオブジェクトの名前。オブジェクト名は、showsnmp
mibobject-nameコマンドで表示されるマッピングを持つものに制限されま
す。

object-name

リストに追加するMIBオブジェクトのオブジェクト ID（OID）。OID

___________________
コマンドデフォルト MIBオブジェクトは、オブジェクトリストに対して設定されていません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報オブジェクトリストコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

単一のオブジェクトリスト内のすべてのオブジェクト名および OIDが同じMIBインデックスに
属する必要がありますが、オブジェクトは同じMIBテーブルに属する必要はありません。たとえ
ば、含まれているテーブルは（IF-MIBで）ifIndexによって指標付けされるため、ifInoctetsおよび
CISCO-IF-EXTENSION-MIBオブジェクトを同じスキーマ内にグループ化できます。

addコマンドは、すべてのMIBオブジェクトがオブジェクトリストに追加されるまで必要に応じ
て繰り返し実行する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、オブジェクトリストにさまざまなMIBオブジェクトを追加する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifAdminStatus
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifDescr

関連コマンド

説明コマンド

システムに登録されているMIBモジュールのオブジェクト IDの
リストを表示します。

show snmp mib
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buffer-size
バルク統計情報ファイルの転送の最大バッファサイズを設定するには、バルク統計情報転送コン

フィギュレーションモードで buffer-sizeコマンドを使用します。以前に設定したバッファサイ
ズを設定から削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

buffer-size bytes

no buffer-size [ bytes ]

___________________
構文の説明

バルク統計情報転送バッファのサイズ（バイト単位）。有効値は 1024～
2147483647です。デフォルトは 2048です。

bytes

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのバルク統計情報転送バッファは 2048バイトです。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

設定されたバッファサイズの制限は、主に安全機能として使用できます。通常のバルク統計情報

ファイルは、一般的に、転送中にデフォルト値を満たしたり超えてはいけません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、バッファサイズを 1024バイトに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# buffer-size 1024
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clear snmp counters
show snmpコマンドで表示される簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のパケット統計情
報をクリアするには、EXECモードで clear snmp countersコマンドを使用します。

clear snmp counters

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

clear snmp countersコマンドを使用することにより、show snmpコマンドで使用されるすべての
SNMPカウンタを、どのプロセスも再起動せずにクリアできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、SNMPカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear snmp counters
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関連コマンド

説明コマンド

SNMP通信のステータスを表示しますshow snmp
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enable（bulkstat）
特定のバルク統計情報設定のバルク統計情報データ収集および転送プロセスを開始するには、バ

ルク統計情報転送コンフィギュレーションモードで enableコマンドを使用します。特定のバル
ク統計情報設定のバルク統計情報データ収集および転送プロセスをディセーブルにするには、こ

のコマンドの no形式を使用します。

enable

no enable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報の転送はディセーブルです。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のバルク統計情報設定は snmp-server mib bulkstat transfer-idコマンドで指定した名前で識別
されます。 enableコマンドは、定期的なMIBデータ収集と転送プロセスを開始します。

このコマンドを使用するときのみ、収集（およびそれ以降のファイル転送）を開始します。逆

に、no enableコマンドが設定されていると、収集プロセスが停止します。その後、enableコマン
ドを発行すると、動作が再び開始されます。

enableコマンドを使用して収集プロセスが開始されるたびに、新しいバルク統計情報ファイルに
データが収集されます。noenableコマンドを使用すると、収集したデータの転送プロセスがただ
ちに開始されます（つまり、既存のバルク統計情報ファイルが指定した管理ステーションに転送

されます）。

正常にバルク統計情報設定をイネーブルにするには、オブジェクト数がゼロ以外である少なくと

も 1つのスキーマを設定する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、bulkstat1という名前のバルク統計情報の転送設定をイネーブルとして表示する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema ATM2/0-IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url primary ftp://user:pswrd@host/folder/bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# exit

関連コマンド

説明コマンド

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コ

ンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id
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format（bulkstat）
バルク統計情報データファイルに使用する形式を指定するには、バルク統計情報転送コンフィ

ギュレーションモードで formatコマンドを使用します。以前に設定したフォーマット指定をディ
セーブルにしてデフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

format {bulkBinary| bulkASCII| schemaASCII}

no format [bulkBinary| bulkASCII| schemaASCII]

___________________
構文の説明

バイナリ形式。bulkBinary

ASCII形式。bulkASCII

追加のバルク統計情報スキーマタグが含まれている、人間が読

み取ることができる ASCII形式。これはデフォルトです。
schemaASCII

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのバルク統計情報の転送形式は schemaASCIIです

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バルク統計情報データファイル（VFile）には2種類のフィールド（タグとデータ）が含まれてい
ます。タグは、データを区切ってファイルのフィールドを区別するために使用されます。その他

の情報はすべてデータフィールド内にあります。

転送を実行できるのは、schemaASCII形式を使用した場合に限ります。

転送/スキーマペアごとに、収集された各オブジェクトのタグ付きヘッダー、その後に収集された
データが続きます。たとえば、転送名が T1の場合、その中のスキーマは S1（ifInOctetsおよび
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ifOutOctetsを収集します）および S2（ifInUcastPktsおよび ifInDiscardsを収集します）です。出力
ファイルは次のようになります。

Schema-def cempt1.cempWild "%u, %s, %s, %d" Epochtime instanceoid
1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2
cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempWild: 1339491515, 8695772.3, image, 12
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempWild: 1339491575, 8695772.3, image, 12
Schema-def cempt1.cempRepeat "%u, %s, %s, %d" Epochtime instanceoid
1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.3 1.3.6.1.4.1.9.9.221.1.1.1.1.2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 8695772.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 26932192.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 35271015.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 36631989.3, image, 12
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.1, processor, 2
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.2, reserved, 11
cempt1.cempRepeat: 1339491515, 52690955.3, image, 12

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、データ形式を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# format schemaASCII

関連コマンド

説明コマンド

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コ

ンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
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index persistence
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターフェイスでインデックスパーシステンスを
イネーブルにするには、SNMPインターフェイスコンフィギュレーションモードで indexpersistence
コマンドを使用します。このコマンドに関してデフォルト状態に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

index persistence

no index persistence

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト インデックスパーシステンスはディセーブルです。

___________________
コマンドモード SNMPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IF-MIBの ifIndexテーブルで、（個々のインターフェイスに対応する）個々のエントリの ifIndex
パーシステンスをイネーブルにするには、index persistenceコマンドを発行します。 ifIndexパー
システンスは、ifNameオブジェクト値と ifIndexオブジェクト値（IF-MIBから生成）の間のマッ
ピングをリブート後も維持し、SNMPを使用する特定のインターフェイスを一貫して識別できる
ようにします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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___________________
例 次に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/0/1/0で ifIndexパーシステンスを割り

当てる例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server interface pos 0/0/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-snmp-if)# index persistence

関連コマンド

説明コマンド

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスのイ

ンターフェイスインデックスの ID番号（ifIndex値）を表示しま
す。

show snmp interface

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

すべての SNMPインターフェイスで、ifIndexパーシステンスをグ
ローバルにイネーブルにします。

snmp-server ifindex persist

SNMPトラップ通知を送信するインターフェイスをイネーブルにし
て、SNMPインターフェイスコンフィギュレーションモードを開
始します。

snmp-server interface

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
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instance（bulkstat スキーマ）
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）バルク統計情報スキーマで使用するMIBオブジェク
トインスタンスを設定するには、バルク統計情報コンフィギュレーションモードで instanceコマ
ンドを使用します。インスタンス定義を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

instance {exact | wild } {interface interface-id [sub-if]| oid oid}

no instance

___________________
構文の説明

指定されたインターフェイスまたはオブジェクト ID（OID）が、このスキー
マで使用される完全なOIDであることを指定します（オブジェクトリストに
追加されている場合）。

exact

指定されたOIDまたはインターフェイスの範囲内にあるすべてのインスタン
スがこのスキーマに含まれることを指定します。

wild

スキーマインスタンスを定義するために使用するインターフェイスを指定し

ます。

interface
interface-id

（任意）メインインターフェイスのオブジェクトインスタンスに加えて、指

定したインターフェイスのすべてのサブインターフェイスでオブジェクトイ

ンスタンスがポーリングされることを指定します。

[sub-if]

スキーマインスタンスを定義するために使用する OIDを指定します。oid oid

___________________
コマンドデフォルト インスタンスは設定されていません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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instanceコマンドは、設定されるスキーマにおけるオブジェクトのインスタンス情報を指定しま
す。データが収集されるMIBオブジェクトの特定のインスタンスは、関連オブジェクトリスト
で指定したオブジェクトに instanceコマンドの値を追加することによって決まります。つまり、
スキーマオブジェクトリストは、スキーマインスタンスと組み合わせると、完全なMIBオブジェ
クト IDを指定します。

instance exactコマンドは、指定されたインスタンスが完全なOIDであることを示しています（オ
ブジェクトリストに追加されている場合）。

instance wildコマンドは、指定した OIDのすべてのサブインデックスがこのスキーマに属するこ
とを示しています。たとえば、コマンド instance wild oid 1には、1.1、1.2など、インスタン
スのすべてのサブインデックスが含まれています。 10および 11など、1から始まる他のインス
タンスは含まれません。

OIDを指定する代わりに、特定のインターフェイスを指定できます。 interface interface-idキー
ワードおよび引数を使用すると、インターフェイスに ifIndex OIDを指定する代わりにインター
フェイス名と番号（たとえば、gigabitethernet 0/6/5/0）を指定できます。

オプションの sub-ifキーワードには、指定したインターフェイスのすべてのサブインターフェイ
スに対する ifIndexが含まれます（インターフェイスの指定後に追加された場合）。

1つのスキーマに設定できる instanceコマンドは 1つだけです複数の instanceコマンドを使用す
る場合、後者のコマンドによって前のコマンドが上書きされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、インスタンスの 2つの異なる設定例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# instance wild oid 1

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# instance exact interface FastEthernet 0/1.25

関連コマンド

説明コマンド

スキーマにおけるオブジェクトのインスタンスの範囲を指定しま

す。

instance range

バルク統計情報のデータ収集を、MIBオブジェクトの特定のインス
タンスで始まり、特定の数のインスタンスで繰り返すように設定し

ます。

instance repetition
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説明コマンド

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報スキーマ
コンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat
schema

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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instance range
スキーマにおけるオブジェクトのインスタンスの範囲を指定するには、バルク統計情報スキーマ

コンフィギュレーションモードで instanceコマンドを使用します。設定されたインスタンス情報
を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

instance range start start-oid end end-oid

no instance

___________________
構文の説明

値の範囲の最初の OID値を指定します。start start-oid

値の範囲の最後の OID値を指定します。end end-oid

___________________
コマンドデフォルト インスタンスは設定されていません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

1つのスキーマに設定できる instanceコマンドは 1つだけです複数の instanceコマンドを使用す
る場合、後者のコマンドによって前のコマンドが上書きされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、インスタンスの範囲を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# instance range start 1 end 2

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報スキーマで使用するMIBオブジェクトインス
タンスを設定します。

instance（bulkstatスキーマ）

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報ス
キーマコンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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instance repetition
バルク統計情報のデータ収集を、MIBオブジェクトの特定のインスタンスで始まり、特定の数の
インスタンスで繰り返すように設定するには、バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

モードで instance repetitionコマンドを使用します。以前に設定したインスタンスの繰り返しを削
除するには、このコマンドの no形式を使用します。

instance repetition oid-instancemax repeat-number

no instance

___________________
構文の説明

モニタするインスタンスのオブジェクト ID。oid-instance

インスタンスを繰り返す回数を指定します。max repeat-number

___________________
コマンドデフォルト インスタンスの繰り返しは設定されていません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

データ収集をMIBオブジェクトの一定数のインスタンスで繰り返すように設定するには、instance
repetitionコマンドを使用します。

1つのスキーマに設定できる instanceコマンドは 1つだけです複数の instanceコマンドを使用す
る場合、後者のコマンドによって前のコマンドが上書きされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、値 1の OIDの 4回の繰り返しを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat object-list ifmib
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifOutOctets
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifInOctets

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp mib-server bulkstat schema IFMIB

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# object-list ifmib
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# poll-interval 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# instance repetition 1 max 4

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報スキーマで使用するMIBオブジェクトインスタ
ンスを設定します。

instance（bulkstatスキーマ）

スキーマにおけるオブジェクトのインスタンスの範囲を指定し

ます。

instance range

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報スキー
マコンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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notification linkupdown
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターフェイスで linkUpおよび linkDownトラップ
通知をイネーブルまたはディセーブルにするには、SNMPインターフェイスコンフィギュレー
ションモードで notification linkupdownコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

notification linkupdown disable

no notification linkupdown disable

___________________
構文の説明 SNMPインターフェイスで linkUpおよび linkDownトラップ通知

をディセーブルにします。

disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、すべてのメインインターフェイスで linkUpおよび linkDownトラップ通知はイ

ネーブルであり、すべてのサブインターフェイスではディセーブルです。

___________________
コマンドモード SNMPインターフェイスコンフィギュレーション

SNMPインターフェイスサブセットコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

このコマンドは、SNMPインターフェイスサブセットコン
フィギュレーションモードでサポートされていました。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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linkUpおよび linkDown通知のイネーブル化は、snmp-server traps snmpコマンドを使用してグロー
バルに実行されます。インターフェイスで linkUpおよび linkDown通知をディセーブルにするに
は、notification linkupdownコマンドを発行します。

linkUpおよび linkDown通知がディセーブルに設定されている場合、インターフェイスで linkUp
および linkDown通知をイネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

インターフェイスグループをイネーブルまたはディセーブルにするには、snmp-server interface
subsetコマンドを使用することもできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/0/1/0で linkUpおよび linkDownトラッ

プ通知をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server interface pos 0/0/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-snmp-if)# notification linkupdown disable

関連コマンド

説明コマンド

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの

インターフェイスインデックスの ID番号（ifIndex値）を表示し
ます。

show snmp interface

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

すべてのSNMPインターフェイスで、ifIndexパーシステンスをグ
ローバルにイネーブルにします。

snmp-server ifindex persist

SNMPトラップ通知を送信するインターフェイスをイネーブルに
して、SNMPインターフェイスコンフィギュレーションモードを
開始します。

snmp-server interface

インターフェイスのサブセットでSNMPサーバインターフェイス
モードを開始します。

snmp-server interface subset

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
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object-list
バルク統計情報スキーマで使用されるバルク統計情報オブジェクトリストを指定するには、バル

ク統計情報スキーマコンフィギュレーションモードで object-listコマンドを使用します。スキー
マからオブジェクトリストを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

object-list list-name

no object-list [ list-name ]

___________________
構文の説明

以前に設定したバルク統計情報オブジェクトリストの名前。list-name

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報オブジェクトリストは指定されません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、バルク統計情報オブジェクトリストを、設定されるスキーマと関連付けます。

オブジェクトリストには、モニタ対象のMIBオブジェクトのリストが含まれている必要がありま
す。スキーマごとに 1つのオブジェクトリストのみを指定できます。オブジェクトリストを作
成するには、snmp-server mib bulkstat object-listコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat schema schema1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# object-list obj1

関連コマンド

説明コマンド

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報ス
キーマコンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema

SNMPバルク統計情報オブジェクトリストを設定し、バルク統
計情報オブジェクトコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

snmp-server mib bulkstat object-list
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poll-interval
バルク統計情報スキーマのポーリング間隔を設定するには、バルク統計情報スキーマコンフィ

ギュレーションモードで poll-intervalコマンドを使用します。以前に設定したポーリング間隔を
削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

poll-interval minutes

no poll-interval

___________________
構文の説明

このスキーマのデータのポーリング間隔として指定する 1～ 20000の範囲の
整数（分単位）。デフォルト値は 5です。

minutes

___________________
コマンドデフォルト オブジェクトインスタンスは 5分ごとに 1回ポーリングされます。

___________________
コマンドモード バルク統計情報スキーマコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

poll-intervalコマンドは、スキーマと関連オブジェクトリストで指定されたMIBインスタンスが
ポーリングされる頻度を設定します。収集されたデータは、後で転送するためにローカルのバル

ク統計情報ファイルに保存されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 この例では、バルク統計情報収集のポーリング間隔は、GigE2/1 CARというスキーマで 3分ごと

に 1回に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulk schema GigE2/1-CAR
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# poll-interval 3

関連コマンド

説明コマンド

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報ス
キーマコンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema
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retain
バルク統計情報ファイルの保持間隔を設定するには、バルク統計情報転送コンフィギュレーショ

ンモードで retainコマンドを使用します。以前に設定した保持間隔を設定から削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

retain minutes

no retain [ minutes ]

___________________
構文の説明

ローカルのバルク統計情報ファイルをシステムメモリに保持する時間の長さ

（分単位）（保持間隔）。有効な範囲は 0～ 20000です。デフォルト値は 0
です。

minutes

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報ファイルの保持間隔は 0分です。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

retainコマンドは、収集間隔と転送試行が完了したら、バルク統計情報ファイルをシステムメモ
リに保持する期間を分単位で指定します。デフォルト値であるゼロ（0）は、ファイルが正常に
転送された後でローカルメモリからすぐに削除されることを示します。

retryコマンドを使用する場合、保持間隔を0よりも大きく設定する必要があります。再試行の間
隔は、保持間隔を再試行回数で割ったものです。たとえば、retain 10と retry 2を設定した場合、
再試行は 5分に 1回行われます。したがって、retainコマンドが設定されていない（retainのデ
フォルトは 0）場合、再試行は行われません。
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転送が正常に実行された後で、保持時間にかかわらずバルクファイルは維持されません。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次の例では、バルク統計情報転送の保持間隔は 10分に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema ATM2/0-IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url primary ftp://user:pswrd@host/folder/bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retry 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retain 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# exit

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報ファイルの転送の再試行回数を設定します。retry

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コン

フィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id
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retry
バルク統計情報ファイルの転送の再試行回数を設定するには、バルク統計情報転送コンフィギュ

レーションモードで retryコマンドを使用します。バルク統計情報の再試行回数をデフォルトに
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

retry number

no retry [ number ]

___________________
構文の説明

送信の再試行回数。有効範囲は 0～ 100です。number

___________________
コマンドデフォルト 再試行は行われません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バルク統計情報ファイルを送信しようとして失敗した場合に、retryコマンドを使用してファイル
の再送信を試みるように設定できます。1回の再試行で、最初にプライマリ宛先への送信を試み、
転送が失敗した場合は、次にセカンダリ宛先への送信を試みます。たとえば、再試行値が 1の場
合、最初にプライマリ URLへの送信、次にセカンダリ URLへの送信を試みた後、再びプライマ
リ URLへの送信、次にセカンダリ URLへの送信を試みます。

retryコマンドが使用されている場合は、0よりも大きい保持間隔を設定するには、retainコマン
ドを使用する必要があります。再試行の間隔は、保持間隔を再試行回数で割ったものです。たと

えば、retain 10と retry 2を設定した場合、再試行は 5分に 1回行われます。したがって、retain
コマンドが設定されていない場合（または retain 0コマンドを使用する場合）、再試行は行われ
ません。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次の例では、バルク統計情報転送の再試行回数は 2に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema ATM2/0-IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url primary ftp://user:pswrd@host/folder/bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retry 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retain 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# exit

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報ファイルの保持間隔を設定します。retain

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コン

フィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id
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schema
特定のバルク統計情報の転送設定で使用されるバルク統計情報スキーマを指定するには、バルク

統計情報転送コンフィギュレーションモードで schemaコマンドを使用します。以前に設定した
スキーマを特定のバルク統計情報の転送設定から削除するには、このコマンドのno形式を使用し
ます。

schema schema-name

no schema [ schema-name ]

___________________
構文の説明

以前に設定したバルク統計情報スキーマの名前。schema-name

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報スキーマは指定されていません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

スキーマは、snmp-servermibbulkstat schemaコマンドを使用して以前に定義されている必要があ
ります。

特定のバルク統計情報の転送設定で、必要に応じて schemaコマンドを繰り返します。複数のス
キーマを単一の転送設定に関連付けることができます。収集された全データが単一のバルク統計

情報データファイル（VFile）になります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、バルク統計情報の転送設定に 3つの異なるスキーマを追加します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer-id bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema ATM2/0-IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema ATM2/0-CAR
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema Ethernet2/1-IFMIB

関連コマンド

説明コマンド

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

SNMPバルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報ス
キーマコンフィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat schema
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show snmp
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通信のステータスを表示するには、EXECモードで
show snmpコマンドを使用します。

show snmp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP動作のカウンタ情報を表示するには、showsnmpコマンドを使用します。また、snmp-server
chassis-idコマンドを使用して定義されたシャーシ IDストリングを表示します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmpコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp

Chassis: 01506199
37 SNMP packets input
0 Bad SNMP version errors
4 Unknown community name
0 Illegal operation for community name supplied
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0 Encoding errors
24 Number of requested variables
0 Number of altered variables
0 Get-request PDUs
28 Get-next PDUs
0 Set-request PDUs
78 SNMP packets output
0 Too big errors (Maximum packet size 1500)
0 No such name errors
0 Bad values errors
0 General errors
24 Response PDUs
13 Trap PDUs
SNMP logging: enabled
Logging to 172.25.58.33.162, 0/10, 13 sent, 0 dropped.

表 1： show snmpのフィールドの説明, （37ページ）に、この出力で表示される重要なフィール
ドの説明を示します。

表 1： show snmp のフィールドの説明

説明フィールド

シャーシ IDストリング。Chassis

入力された SNMPパケットの合計数。SNMP packets input

SNMPのバージョンが無効なパケットの数。Bad SNMP version errors

不明なコミュニティ名のSNMPパケットの数。Unknown community name

そのコミュニティで許可されていない動作を要

求するパケットの数。

Illegal operation for community name supplied

不適切に符号化された SNMPパケットの数。Encoding errors

SNMPマネージャによって要求される変数の
数。

Number of requested variables

SNMPマネージャによって変更される変数の
数。

Number of altered variables

受信した get要求の数Get-request PDUs

受信した get-next要求の数。Get-next PDUs

受信した set要求の数。Set-request PDUs

デバイスから送信されたSNMPパケットの合計
数。

SNMP packets output
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説明フィールド

最大パケットサイズを超過した SNMPパケッ
トの数。

Too big errors

SNMPパケットの最大サイズ。Maximum packet size

存在しないMIBオブジェクトを指定したSNMP
要求の数。

No such name errors

MIBオブジェクトに無効な値を指定したSNMP
の set要求の数。

Bad values errors

その他のエラーが原因で失敗した SNMPの set
要求の数（noSuchNameエラーや badValueエ
ラーなどの特定されたエラー以外のエラー）。

General errors

要求に対応して送信された応答の数。Response PDUs

送信された SNMPトラップの数。Trap PDUs

ロギングがイネーブルかディセーブルかを示し

ます。

SNMP logging

送信されたトラップの数。sent

ドロップされたトラップの数。宛先のトラップ

キューが、snmp-server queue-lengthコマンド
で設定されたそのキューの最大長を超過する

と、トラップはドロップされます。

dropped

関連コマンド

説明コマンド

システムに登録されているMIBモジュールのオブジェクト ID
のリストを表示します。

show snmp mib

SNMPサーバのシリアル番号を識別するメッセージ行を提供し
ます。

snmp-server chassis-id

SNMPの各トラップホストのメッセージキューの長さを設定し
ます。

snmp-server queue-length
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show snmp context
拡張 SNMPコンテキストマッピングを表示するには、EXECモードで show snmp contextコマン
ドを使用します。

show snmp context

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPコンテキストに関連付けられたプロトコルインスタンス、トポロジ、およびVRFマッピン
グを表示するには、show snmp contextコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp contextコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp context

Tue Dec 21 03:41:08.065 PST
Context-name Vrf-name Topology-Name Instance-Name Feature
con5 vf5 tp5 in5 OSPF
con6 vf6 tp6 in6 OSPF
con7 vf7 tp7 in7 OSPF
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con8 vf8 tp8 in8 OSPF

関連コマンド

説明コマンド

SNMPコンテキストをプロトコルインスタンス、トポロジ、ま
たは VRFエンティティにマッピングします。

snmp-server context mapping
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show snmp context-mapping
SNMPコンテキストマッピングテーブルを表示するには、EXECモードで show snmp
context-mappingコマンドを使用します。

show snmp context-mapping

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.8.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPエージェントは、クライアント機能により作成された SNMPコンテキストに基づいてクエ
リーを処理します。 SNMPコンテキストマッピングテーブルを表示するには、show snmp
context-mappingコマンドを使用します。テーブルの各エントリには、クライアントインスタン
スによって作成される SNMPコンテキストの名前、およびコンテキストを作成したクライアント
の名前が含まれます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp context-mappingコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp context-mapping
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Wed Aug 6 01:42:35.227 UTC
Context-name Feature-name Feature
ControlEthernet0_RP0_CPU0_S0 ControlEthernet0_RP0_CPU0_S0 BRIDGEINST
ControlEthernet0_RP1_CPU0_S0 ControlEthernet0_RP1_CPU0_S0 BRIDGEINST

表 2： show snmp context-mapping のフィールドの説明

定義フィールド

SNMPコンテキストの名前。Context-name

コンテキストを作成したインスタンスの名前。Feature-name

コンテキストを作成したインスタンスを持つク

ライアントの名前。

Feature
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show snmp engineid
ローカル簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エンジンと、ルータで設定されたすべての
リモートエンジンの識別情報を表示するには、EXECモードで show snmp engineidコマンドを使
用します。

show snmp engineid

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPエンジンは、ローカルデバイス上に配置できる SNMPのコピーです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp engineidコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp engineid

Local SNMP engineID: 00000009020000000C025808
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関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local
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show snmp entity
entPhysicalNameおよび entPhysicalIndexのマッピングを表示するには、EXECモードで show snmp
entityコマンドを使用します。

show snmp entity

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp test trap entityコマンドで使用するエンティティインデックスを表示するには、show snmp
entityコマンドを使用します。 show snmp entityコマンドを使用するには、ルータで SNMPを設
定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp entityコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp entity

Thu Aug 13 02:10:06.741 UTC
entPhysicalIndex: 22001 entPhysicalName: portslot 0/0/CPU0/7
entPhysicalIndex: 23006 entPhysicalName: portslot 0/0/CPU0/129
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entPhysicalIndex: 23557 entPhysicalName: portslot 0/0/CPU0/3
entPhysicalIndex: 47719 entPhysicalName: 0/0/* - ingresspse - 1.2V
entPhysicalIndex: 320862 entPhysicalName: 0/0/* - host - 5V_C
entPhysicalIndex: 322450 entPhysicalName: 0/0/* - host - 1.5V
entPhysicalIndex: 428209 entPhysicalName: 0/PL2/*
entPhysicalIndex: 1038801 entPhysicalName: 0/0/* - ingressq - 2.5V
entPhysicalIndex: 1040485 entPhysicalName: 0/0/* - ingressq - 1.25V_0123
entPhysicalIndex: 1152042 entPhysicalName: 0/2/CPU0/7
entPhysicalIndex: 2031334 entPhysicalName: 0/SM0/* - host - Inlet1
entPhysicalIndex: 2032954 entPhysicalName: 0/SM0/* - host - 1.8V_L
entPhysicalIndex: 2034510 entPhysicalName: 0/SM0/* - host - brd-ok-led
entPhysicalIndex: 2110001 entPhysicalName: 0/PL2/* - plimasic - Exhaust0
entPhysicalIndex: 2111557 entPhysicalName: 0/PL2/* - plimasic - 1.8V
entPhysicalIndex: 2358084 entPhysicalName: 0/0/* - egressq
entPhysicalIndex: 2359704 entPhysicalName: 0/0/* - cpu
entPhysicalIndex: 2469162 entPhysicalName: 0/2/* - egressq - Hotspot0
entPhysicalIndex: 2559937 entPhysicalName: 0/0/* - egressq - 1.2V
entPhysicalIndex: 2577533 entPhysicalName: 0/2/CPU0/0
entPhysicalIndex: 2853020 entPhysicalName: 0/0/* - egresspse - 5V
entPhysicalIndex: 3497583 entPhysicalName: 0/SM1/* - host - brd-ok-led
entPhysicalIndex: 3500791 entPhysicalName: 0/SM1/* - host - Inlet1
--More—

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp entity

Mon Nov 15 11:19:23.609 UTC
entPhysicalIndex: 172193 entPhysicalName: portslot 0/0/CPU0/1
entPhysicalIndex: 322450 entPhysicalName: voltages 0/0/CPU0
entPhysicalIndex: 345071 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 346659 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 349835 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 546880 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 845998 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 847586 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 1192623 entPhysicalName: 0/25/CPU0
entPhysicalIndex: 1227530 entPhysicalName: voltages 0/21/CPU0
entPhysicalIndex: 1460256 entPhysicalName: temperatures 0/18/CPU0
entPhysicalIndex: 1795138 entPhysicalName: temperatures 0/20/CPU0
entPhysicalIndex: 3079213 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 3080801 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 3082421 entPhysicalName: slot 7/0
entPhysicalIndex: 5037675 entPhysicalName: 0/21/CPU0
entPhysicalIndex: 5509481 entPhysicalName: voltages 0/9/CPU0
entPhysicalIndex: 6182130 entPhysicalName: voltages 0/9/CPU0
entPhysicalIndex: 6369487 entPhysicalName: portslot 0/9/CPU0/2
entPhysicalIndex: 8392407 entPhysicalName: temperatures 0/17/CPU0
entPhysicalIndex: 8548798 entPhysicalName: 0/21/CPU0 - host
entPhysicalIndex: 10735504 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 10737188 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 10738808 entPhysicalName: slot 1/1
entPhysicalIndex: 11312388 entPhysicalName: slot 7
entPhysicalIndex: 11314008 entPhysicalName: slot 3
entPhysicalIndex: 12644344 entPhysicalName: voltages 0/19/CPU0
entPhysicalIndex: 12761695 entPhysicalName: slot 24
entPhysicalIndex: 12763283 entPhysicalName: slot 20
entPhysicalIndex: 12907576 entPhysicalName: voltages 0/0/CPU0
entPhysicalIndex: 13262622 entPhysicalName: slot 16
entPhysicalIndex: 13290941 entPhysicalName: temperatures 0/16/CPU0
entPhysicalIndex: 13404457 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 13406077 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 13701859 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 13900492 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 13903700 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 13905384 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 14106204 entPhysicalName: portslot 0/8/CPU0/2
entPhysicalIndex: 14256525 entPhysicalName: voltages 0/8/CPU0
entPhysicalIndex: 14979942 entPhysicalName: slot 2/2
entPhysicalIndex: 14981562 entPhysicalName: voltages 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 15141782 entPhysicalName: 0/19/CPU0
entPhysicalIndex: 15873651 entPhysicalName: temperatures 0/22/CPU0
entPhysicalIndex: 15986678 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 15988234 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
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entPhysicalIndex: 15991442 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 16136999 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 16138619 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 16285636 entPhysicalName: temperatures 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 16287256 entPhysicalName: voltages 0/1/CPU0
entPhysicalIndex: 16606045 entPhysicalName: voltages 0/8/CPU0
entPhysicalIndex: 16607633 entPhysicalName: voltages 0/8/CPU0
entPhysicalIndex: 16733769 entPhysicalName: 0/2/CPU0 - host
entPhysicalIndex: 16949774 entPhysicalName: portslot 0/0/CPU0/0
entPhysicalIndex: 17098539 entPhysicalName: temperatures 0/0/CPU0
entPhysicalIndex: 17122684 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17124272 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17127448 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17205790 entPhysicalName: 0/2/CPU0
entPhysicalIndex: 17322905 entPhysicalName: temperatures 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17324589 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17595466 entPhysicalName: 0/25/CPU0 - host
entPhysicalIndex: 17620307 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17621991 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 17623611 entPhysicalName: voltages 0/7/CPU0
entPhysicalIndex: 18003523 entPhysicalName: temperatures 0/21/CPU0
entPhysicalIndex: 18237837 entPhysicalName: voltages 0/18/CPU0
entPhysicalIndex: 18571163 entPhysicalName: voltages 0/20/CPU0
---More---
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show snmp group
ルータ上のグループ名、セキュリティモデル、異なるビューのステータス、および各グループの

ストレージタイプを表示するには、EXECモードで show snmp groupコマンドを使用します。

show snmp group

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp groupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp group

groupname: public security model:snmpv1
readview : v1default writeview: -
notifyview: v1default
row status: nonVolatile

groupname: public security model:snmpv2c
readview : v1default writeview: -
notifyview: v1default
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row status: nonVolatile

表 3： show snmp group のフィールドの説明

定義フィールド

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）グ
ループの名前、または、一般的なアクセスポリ

シーを持ったユーザの集合。

groupname

グループの読み取りビューを識別するストリン

グ。

readview

グループが使用するセキュリティモデル（v1、
v2c、または v3のいずれか）。

security model

グループの書き込みビューを識別するストリン

グ。

writeview

グループの通知ビューを識別するストリング。notifyview

デバイス上の揮発性またはテンポラリのメモリ

に設定される設定。または、デバイスを再起動

しても設定が保持される、不揮発性または永続

性のメモリに設定される設定。

row status

関連コマンド

説明コマンド

新しいSNMPグループの設定、またはSNMPユーザをSNMPビュー
にマップするテーブルの設定を行います。

snmp-server group
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show snmp host
設定済みの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知の受信側ホスト、ユーザデータグラ
ムプロトコル（UDP）のポート番号、ユーザ、およびセキュリティモデルを表示するには、EXEC
モードで show snmp hostコマンドを使用します。

show snmp host

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp hostコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp host

Notification host: 10.50.32.170 udp-port: 2345 type: trap
user: userV3auth security model: v3 auth

Notification host: 10.50.32.170 udp-port: 2345 type: trap
user: userV3noauth security model: v3 noauth

Notification host: 10.50.32.170 udp-port: 2345 type: trap
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user: userV3priv security model: v3 priv

Notification host: 10.50.32.170 udp-port: 2345 type: trap
user: userv2c security model: v2c

表 4： show snmp host のフィールドの説明

定義フィールド

宛先ホストの名前または IPアドレス。Notification host

通知が送信される UDPポート番号。udp-port

設定された通知のタイプ。type

ユーザのセキュリティレベル。user

トラップの送信に使用するSNMPのバージョン
（v1、v2c、または v3のいずれか）。

security model
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show snmp interface
すべての、または指定のインターフェイスのインターフェイスインデックスの ID番号（ifIndex
値）を表示するには、EXECモードで show snmp interfaceコマンドを使用します。

show snmp interface [type interface-path-id ifindex]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライ
ンヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）指定したインターフェイスの ifIndex値を表示します。ifindex

___________________
コマンドデフォルト キーワードまたは引数を指定せずに show snmp interfaceコマンドを入力すると、すべてのイン

ターフェイスの ifIndex値が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp
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___________________
例 次に、特定のインターフェイスの ifIndex値を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp interface pos 0/1/0/1 ifindex

ifName : POS0/1/0/1 ifIndex : 12

次に、すべてのインターフェイスの ifIndex値を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp interface

ifName : Loopback0 ifIndex : 1
ifName : POS0/1/0/1 ifIndex : 12
ifName : POS0/1/4/2 ifIndex : 14
ifName : POS0/1/4/3 ifIndex : 15
ifName : POS0/6/0/1 ifIndex : 2
ifName : POS0/6/4/4 ifIndex : 18
ifName : POS0/6/4/5 ifIndex : 19
ifName : POS0/6/4/6 ifIndex : 20
ifName : Bundle-POS24 ifIndex : 4
ifName : Bundle-Ether28 ifIndex : 5
ifName : Bundle-Ether28.1 ifIndex : 7
ifName : Bundle-Ether28.2 ifIndex : 8
ifName : Bundle-Ether28.3 ifIndex : 9
ifName : MgmtEth0/RP0/CPU0/0 ifIndex : 6
ifName : MgmtEth0/RP1/CPU0/0 ifIndex : 10
ifName : GigabitEthernet0/1/5/0 ifIndex : 11
ifName : GigabitEthernet0/1/5/1 ifIndex : 13
ifName : GigabitEthernet0/1/5/2 ifIndex : 3
ifName : GigabitEthernet0/6/5/1 ifIndex : 16
ifName : GigabitEthernet0/6/5/2 ifIndex : 17
ifName : GigabitEthernet0/6/5/7 ifIndex : 21

表 5： show snmp interface のフィールドの説明

定義フィールド

インターフェイス名。ifName

ifIndex値。ifIndex

関連コマンド

説明コマンド

すべての SNMPインターフェイスで、ifIndexパーシステンスをグ
ローバルにイネーブルにします。

snmp-server ifindex persist

SNMPトラップ通知を送信するインターフェイスをイネーブルにし
て、SNMPインターフェイスコンフィギュレーションモードを開
始します。

snmp-server interface
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show snmp interface notification
インターフェイスのサブセットに対する linkUpおよび linkDown通知ステータスを表示するには、
EXECモードで show snmp interface notificationコマンドを使用します。

show snmp interface notification {subset subset-number| regular-expression expression| [type
interface-path-id]}

___________________
構文の説明

インターフェイスサブセットの IDを指定します。 subset-number引数
は、snmp-server interface subsetコマンドを使用して設定します。

subset subset-number

情報を表示する、正規表現に一致するインターフェイスのサブセットを

指定します。

regular-expression
expression

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オン
ラインヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

正規表現には次の 2つ制約があります。
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•正規表現は、CLIが各文字を正しく解釈できるように、常に二重引用符で囲んで入力する必
要があります。

•正規表現の一部であるすべての文字は、特殊な意味を持たない通常の文字と見なされます。
「\」や「?」などの特殊文字を入力するには、前にバックスラッシュ「\」を付ける必要があ
ります。たとえば、正規表現 ([A-Z][A-Z0-9]*)\b[^>]*>(.*?)</\1を入力するには、
([A-Z][A-Z0-9]*)\\b[^>]*>(.*\?)</\\1と入力します。

正規表現の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Getting Started
Guide』の「Understanding Regular Expressions, Special Characters, and Patterns」を参照してくださ
い。

subsetまたは regular-expressionキーワードを使用すると、インターフェイスに実際に適用される
高優先順位の subset-number値がある場合、実際の表示が設定と一致しないことがあります。これ
は、複数の設定済みの正規表現に含まれる一連のインターフェイス、または個々のインターフェ

イスの設定がイネーブルにされた一連のインターフェイスで発生する可能性があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、特定の subset-numberで識別されるインターフェイスのサブセットに対して linkUpおよび

linkDown通知ステータスを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp interface notification subset 3

次に、正規表現で識別されるインターフェイスのサブセットに対して linkUpおよび linkDown通
知ステータスを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp interface notification regular-expression

"^Gig[a-zA-Z]+[0-9/]+\."
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show snmp interface regular-expression
正規表現と一致するインターフェイスに割り当てられたインターフェイス名とインデックスを表

示するには、EXECモードで show snmp interface regular-expressionコマンドを使用します。

show snmp interface regular-expression expression

___________________
構文の説明

情報を表示する、正規表現に一致するインターフェイスのサブセット

を指定します。

expression

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

正規表現の一部であるすべての文字は、特殊な意味を持たない通常の文字と見なされます。「\」
や「?」などの特殊文字を入力するには、前にバックスラッシュ「\」を付ける必要があります。
たとえば、正規表現 ([A-Z][A-Z0-9]*)\b[^>]*>(.*?)</\1を入力するには、
([A-Z][A-Z0-9]*)\\b[^>]*>(.*\?)</\\1と入力します。

正規表現の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Getting Started
Guide』の「Understanding Regular Expressions, Special Characters, and Patterns」を参照してくださ
い。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp
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___________________
例 次に、指定した正規表現と一致するインターフェイスの情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp interface regular-expression "^Gig[a-zA-Z]+[0-9/]+\."

関連コマンド

説明コマンド

インターフェイスのサブセットでSNMPサーバインターフェ
イスモードを開始します。

snmp-server interface subset
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show snmp mib
システムに登録されているMIBモジュールのオブジェクト ID（OID）のリストを表示するには、
EXECモードで show snmp mibコマンドを使用します。

show snmp mib [object-name| dll]

___________________
構文の説明

（任意）特定のMIBのオブジェクト IDまたはオブジェクト名。object-name

（任意）システム上のすべてのMIBDLLファイル名と、各DLLファイル
名でサポートされている OIDのリストを表示します。

dll

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

detailedキーワードはサポートされませんでした。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

システムに登録されたMIBモジュールのインスタンス IDのリストを表示するには、show snmp
mibコマンドを使用します。

show snmpmibコマンドは、システムに登録されたMIBのOIDのリストを表示するために使用で
きますが、この情報を収集するには、代替としてネットワーク管理システム（NMS）アプリケー
ションを使用することを推奨します。

show snmpmibコマンドの使用は、抽象構文記法 1（ASN.1）構文と、開放型システム間相互接続
（OSI）参照モデルの管理情報構造（SMI）に関する知識のあるネットワーク管理者のみに限定さ
れます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

58 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
show snmp mib



SNMP管理情報は、管理対象オブジェクトの集合として表示され、MIBと呼ばれる仮想情報スト
アにあります。関連するオブジェクトの集合は、MIBモジュールで定義されています。これらの
モジュールは、SMIと呼ばれる ASN.1のサブセットを使用して記述されます。

このコマンドで表示される OIDの定義は、関連する RFCとMIBモジュールにあります。たとえ
ば、RFC 1907は、system.x、sysOREntry.x、snmp.x、および snmpTrap.xの OIDを定義し、この情
報は、CISCO-SYSTEM-MIBで定義された拡張子で補完されます。

システムに登録されたMIBモジュールのインスタンス IDのリストを表示するには、detailedキー
ワードを使用します。出力には、DLLや設定情報などのその他の詳細が表示されます。

エージェントにロードされたMIBモジュールのリストを表示するには、dllキーワードを使用し
ます。このコマンドを使用して、サポートされているMIBを検出できます。

システムでSNMPがイネーブルにされている場合、このコマンドは大量の出力を生成します。
--More--プロンプトを終了するには、Ctrlキーを押した状態で Zキーを押します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp mibコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp mib

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8
1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1
--More-
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次に、detailキーワードを指定した show snmp mibコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp mib detailed

Entitymib:dll=/pkg/lib/mib/libEntitymib.dll, config=Entity.mib, loaded
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8
--More--

次に、dllキーワードを指定した show snmp mibコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp mib dll

Entitymib:dll=/pkg/lib/mib/libEntitymib.dll, config=Entity.mib, loaded
bgp4mib:dll=/pkg/lib/mib/libbgp4mib.dll, config=bgp4.mib, loaded
cdpmib:dll=/pkg/lib/mib/libcdpmib.dll, config=cdp.mib, loaded
ciscoprocessmib:dll=/pkg/lib/mib/libciscoprocessmib.dll,
config=ciscoprocess.mib, loaded
ciscosyslogmib:dll=/pkg/lib/mib/libciscosyslogmib.dll,
config=ciscosyslog.mib, loaded
ciscosystemmib:dll=/pkg/lib/mib/libciscosystemmib.dll,
config=ciscosystem.mib, loaded
confcopymib:dll=/pkg/lib/mib/libconfcopymib.dll, config=confcopy.mib,
loaded
configmanmib:dll=/pkg/lib/mib/libconfigmanmib.dll, config=configman.mib,
loaded
dot3admib:dll=/pkg/lib/mib/libdot3admib.dll, config=dot3ad.mib,
loaded
fabhfrmib:dll=/pkg/lib/mib/libfabhfrmib.dll, config=fabhfr.mib,
loaded
fabmcastapplmib:dll=/pkg/lib/mib/libfabmcastapplmib.dll,
config=fabmcastappl.mib, loaded
fabmcastmib:dll=/pkg/lib/mib/libfabmcastmib.dll, config=fabmcast.mib,
loaded
flashmib:dll=/pkg/lib/mib/libflashmib.dll, config=flash.mib,
loaded
hsrpmib:dll=/pkg/lib/mib/libhsrpmib.dll, config=hsrp.mib, loaded
icmpmib:dll=/pkg/lib/mib/libicmpmib.dll, config=icmp.mib, loaded
ifmib:dll=/pkg/lib/mib/libifmib.dll, config=if.mib, loaded
ipmib:dll=/pkg/lib/mib/libipmib.dll, config=ip.mib, loaded
mempoolmib:dll=/pkg/lib/mib/libmempoolmib.dll, config=mempool.mib,
loaded
mplsldpmib:dll=/pkg/lib/mib/libmplsldpmib.dll, config=mplsldp.mib,
loaded
.
.
.
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関連コマンド

説明コマンド

SNMP通信のステータスを表示しますshow snmp
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show snmp mib bulkstat transfer
ローカルバルク統計情報ファイルを表示するには、EXECモードで showsnmpmibbulkstat transfer
コマンドを使用します。

show snmp mib bulkstat transfer [ transfer-name ]

___________________
構文の説明

表示する名前付きの転送ファイルを指定します。transfer-name

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show snmp mib bulkstat transferコマンドでは、データ収集を完了したシステム上のすべてのバル
ク統計情報の仮想ファイル（VFile）が一覧表示されます。（収集が完了していないデータファ
イルは表示されません）。

収集が完了したローカルのすべてのバルク統計情報ファイル、バルク統計情報ファイルが削除さ

れるまでの残り時間（残りの保持期間）、バルク統計情報ファイルの状態が出力に一覧表示され

ます。バルク統計情報ファイルの状態はRetryです。Retryは、転送試行に 1回以上失敗し、ファ
イル転送が再試行されることを示します。残りの再試行回数がカッコ内に表示されます。再試行

が正常に行われたか、再試行が行われた後で、ルータのMIBプロセスによって作成されるローカ
ルファイルは削除され、データ収集が再度開始されます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

62 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
show snmp mib bulkstat transfer



（設定したすべての転送ではなく）名前付きの転送の状態だけを表示するには、transfer-name引
数で転送名を指定します。 transfer-name引数では、再試行前でも作成されている必要があるファ
イルの名前を付けます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp mib bulkstat transfer

Transfer Name : ifmib
Retained files

File Name : Time Left (in seconds) :STATE
-------------------------------------------------------
ifmib_Router_020421_100554683 : 173 : Retry (2 Retry attempt(s) Left)
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show snmp request duplicates
SNMPエージェントによってドロップされ重複したプロトコルデータユニット（PDU）要求の数
を表示するには、EXECモードで show snmp request duplicatesコマンドを使用します。

show snmp request duplicates

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp request duplicatesコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp request duplicates

No of Duplicate request received/Dropped : 0
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show snmp users
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ユーザの設定済み特性に関する情報を表示するには、
EXECモードで show snmp usersコマンドを使用します。

show snmp users

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPユーザは、snmp-serveruserコマンドを使用して設定したように、SNMPグループの一部で
ある必要があります。

設定済みのすべてのユーザに関する情報を表示するには、show snmp usersコマンドを使用しま
す。

SNMPの設定時に、「Configuring snmpv3 USM user.」というロギングメッセージが表示された場
合、USMは、SNMPバージョン 3（SNMPv3）のユーザベースセキュリティモデル（USM）を意
味します。 USMの詳細については、RFC 3414『User-based Security Model (USM) for version 3 of the
Simple Network Management Protocol (SNMPv3)』を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp
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___________________
例 次に、show snmp usersコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp users

User name:user1
Engine ID:localSnmpID
storage-type:nonvolatile active

表 6： show snmp users のフィールドの説明

定義フィールド

SNMPユーザの名前を識別するストリングUser name

デバイス上のSNMPのコピーの名前を識別する
ストリング

Engine ID

デバイス上の揮発性またはテンポラリのメモリ

に設定される設定。または、デバイスを再起動

しても設定が保持される、不揮発性または永続

性のメモリに設定される設定。

storage-type

関連コマンド

説明コマンド

新しい SNMPグループの設定、または SNMPユーザを SNMP
ビューにマップするテーブルの設定を行います。

snmp-server group

SNMPグループに新しいユーザを設定します。snmp-server user
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show snmp view
設定されたビューと、それに関連付けられたMIBビューのファミリ名、ストレージタイプ、およ
びステータスを表示するには、EXECモードで show snmp viewコマンドを使用します。

show snmp view

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、show snmp viewコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show snmp view

view1 1.3 - included nonVolatile active
v1default 1.3.6.1 - included nonVolatile active
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関連コマンド

説明コマンド

新しい SNMPグループの設定、または SNMPユーザを SNMP
ビューにマップするテーブルの設定を行います。

snmp-server group

SNMPグループに新しいユーザを設定します。snmp-server user
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snmp-server chassis-id
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）サーバのシリアル番号を識別するメッセージ行を提
供するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server chassis-idコマンドを使用
します。デフォルト値（存在する場合）に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server chassis-id serial-number

no snmp-server chassis-id

___________________
構文の説明

シャーシのシリアル番号を識別する一意の識別ストリング。serial-number

___________________
コマンドデフォルト シリアル番号がデバイスで読み取り可能なハードウェアのプラットフォームでは、シリアル番号

がデフォルト値になります。たとえば、一部のシスコデバイスは、シリアル番号のデフォルトの

シャーシ ID値を持ちます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPサーバのシリアル番号を識別するメッセージ行を提供するには、snmp-server chassis-idコ
マンドを使用します。

シャーシ IDメッセージは、show snmpコマンドで表示できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、シャーシのシリアル番号 1234456を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp-server chassis-id 1234456

関連コマンド

説明コマンド

SNMP通信のステータスを表示しますshow snmp
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snmp-server community
コミュニティアクセスストリングを設定して簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）へのア
クセスを許可するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server communityコ
マンドを使用します。指定したコミュニティストリングを削除するには、このコマンドの no形
式を使用します。

snmp-server community [clear| encrypted] community-string [view view-name] [RO| RW] [SDROwner|
SystemOwner] [ access-list-name ]

no snmp-server community community-string

___________________
構文の説明

（任意）入力された community-stringがクリアテキストで、show running
コマンドで表示されるときに暗号化されるように指定します。

clear

（任意）入力された community-stringが暗号化テキストで、show running
コマンドの実行時に暗号化されて表示されるように指定します。

encrypted

パスワードのように動作し、SNMPプロトコルへのアクセスを許可します。
community-string引数の最大長は 32文字の英字です。

clearキーワードが使用された場合、community-stringはクリアテキストと
見なされます。 encryptedキーワードが使用された場合、community-string
は暗号化テキストと見なされます。どちらも使用されなかった場合、

community-stringはクリアテキストと見なされます。

community-string

（任意）事前に定義したビューの名前を指定します。ビューには、コミュ

ニティで使用できるオブジェクトが定義されています。

view view-name

（任意）読み取り専用アクセス権を指定します。許可された管理ステー

ションは、MIBオブジェクトの取得だけを実行できます。
RO

（任意）read/writeアクセス権を指定します。許可された管理ステーション
は、MIBオブジェクトの取得と修正の両方を実行できます。

RW

（任意）オーナー Service Domain Router（SDR）へのアクセスを制限しま
す。

SDROwner

（任意）システム全体へのアクセスを提供します。SystemOwner

（任意）SNMPエージェントへアクセスするためにコミュニティストリン
グの使用を許可された IPアドレスのアクセスリスト名。

access-list-name
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___________________
コマンドデフォルト SNMPコミュニティストリングは、デフォルトで、すべてのMIBオブジェクトへの読み取り専用

アクセスを許可しています。

コミュニティストリングは、デフォルトで、SDRオーナーに割り当てられます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

IPv6がサポート対象になりました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

コミュニティアクセスストリングを設定して SNMPへのアクセスを許可するには、snmp-server
communityコマンドを使用します。

指定したコミュニティストリングを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

クリアテキストで入力したコミュニティストリングを show runningコマンドの出力で暗号化し
て表示するには、clearキーワードを使用します。暗号化されたストリングを入力するには、
encryptedキーワードを使用します。クリアテキストでコミュニティストリングを入力し、それ
がシステムによって暗号化されないようにするには、どちらのキーワードも使用しないようにし

ます。

SDROwnerキーワードを指定して snmp-server communityコマンドを入力すると、オーナー SDR
内のMIBオブジェクトインスタンスに対してのみ SNMPアクセスが許可されます。

SystemOwnerキーワードを指定して snmp-server communityコマンドを入力すると、システム全
体に SNMPアクセスが付与されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、comaccessストリングを SNMPに割り当てて読み取り専用アクセスを許可する方法、およ

び IPアクセスリスト 4がコミュニティストリングを使用できるように指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server community comaccess ro 4

次に、mgrストリングを SNMPに割り当てて、制限ビューのオブジェクトへの読み取りと書き込
みアクセスを許可する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server community mgr view restricted rw

次に、comaccessコミュニティを削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#no snmp-server community comaccess

関連コマンド

説明コマンド

SNMPのビューエントリを作成または更新します。snmp-server view
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snmp-server community-map
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）コミュニティを SNMPコンテキスト、セキュリティ
名、またはターゲットリストに関連付けるには、グローバルコンフィギュレーションモードで

snmp-server community-mapコマンドを使用します。 SNMPコミュニティのマッピングをデフォ
ルトのマッピングに変更するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server community-map [clear| encrypted] community-string [context context-name] [security-name
security-name] [target-list target]

no snmp-server community-map [clear| encrypted] community-string

___________________
構文の説明

（任意）community-string引数がクリアテキストであることを指
定します。

clear

（任意）community-string引数が暗号化されたテキストであるこ
とを指定します。

encrypted

コミュニティ名。community-string

（任意）このコミュニティ名がマッピングされる SNMPコンテ
キストの名前。

context context-name

（任意）このコミュニティのセキュリティ名。デフォルトでは、

stringはセキュリティ名です。
security-name security-name

（任意）このコミュニティのターゲットリストの名前。target-list target

___________________
コマンドデフォルト community-string引数の値は、セキュリティ名でもあります。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPv1または SNMPv2cのコミュニティ名を次のいずれか 1つ以上にマッピングするには、
snmp-server community-mapコマンドを使用します。

•コンテキスト名：特定のSNMPコンテキストにコミュニティ名をマッピングします。これに
より、このコミュニティ名を使用し、SNMPv1または SNMPv2cを介して、SNMPコンテキ
スト内のMIBインスタンスにアクセスできます。

•セキュリティ名：デフォルトでは、コミュニティ名が SNMPv1および SNMPv2cを認証する
ために使用されます。デフォルトを無効にし、セキュリティ名でSNMPを認証するには、コ
ミュニティ名に対してセキュリティ名を設定します。

•ターゲット：ターゲットリストは、特定のセキュリティ名を使用してSNMPにアクセスでき
る有効なホストの一覧を示します。このようなマッピングが特定のコミュニティ名に対して

行われると、ターゲットリストに含まれるホストからの SNMPアクセスだけが許可されま
す。

クリアテキストで入力したコミュニティストリングを show runningコマンドの出力で暗号化し
て表示するには、clearキーワードを使用します。暗号化されたストリングを入力するには、
encryptedキーワードを使用します。クリアテキストでコミュニティストリングを入力し、それ
がシステムによって暗号化されないようにするには、どちらのキーワードも使用しないようにし

ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次の例では、コミュニティ名「sample 2」を SNMPコンテキスト名「sample1」にマッピングしま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server community-map sample2 context sample1

関連コマンド

説明コマンド

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）コンテキストを
作成します。

snmp-server context
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説明コマンド

SNMPターゲットリストを作成します。snmp-server target list
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snmp-server contact
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のシステム接点を設定するには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで snmp-server contactコマンドを使用します。システム連絡先情報を削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server contact system-contact-string

no snmp-server contact

___________________
構文の説明

システム接点情報を説明するストリング。英数字で 255文字
以下です。

system-contact-string

___________________
コマンドデフォルト システム接点は設定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

システム接点のストリングを設定するには、snmp-server contactコマンドを使用します。システ
ム接点の情報を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28480-01-J 77

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server contact



___________________
例 次に、システム接点のストリングを指定する方法の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server contact Dial System Operator at beeper # 27345

関連コマンド

説明コマンド

SNMPのシステム位置を指定します。snmp-server location
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snmp-server context
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）コンテキストを作成するには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで snmp-server contextコマンドを使用します。 SNMPコンテキストを削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server context context-name

no snmp-server context context-name

___________________
構文の説明 SNMPコンテキストの名前。context-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、SNMPコンテキストを作成します。デフォルトでは、SNMPのすべてのMIBイ
ンスタンスはデフォルトコンテキスト内にあります。同じオブジェクトの似たインスタンスが異

なる SNMPコンテキストに共存できるようにするには、SNMPコンテキストを作成して、それを
特定の機能にマッピングします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、「sample1」という名前の新しい SNMPコンテキストを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server context sample1

関連コマンド

説明コマンド

SNMPコミュニティを SNMPコンテキスト、セキュリティ名、
またはターゲットリストに関連付けます。

snmp-server community-map

SNMPの VPNルーティングおよび転送（VRF）プロパティを設
定します。

snmp-server vrf
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snmp-server context mapping
SNMPコンテキストをプロトコルインスタンス、トポロジ、またはVRFエンティティにマッピン
グするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server context mappingコマン
ドを使用します。

snmp-server context mapping context-name [feature feature-name] [instance instance-name] [topology
topology-name] [vrf vrf-name]

___________________
構文の説明 SNMPコンテキストの名前。context-name

コンテキストをマッピングするプロトコルを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。

• bridge：レイヤ 2 VPNブリッジ

• vrf：仮想ルーティングおよび転送

feature feature-name

指定したプロトコルインスタンスにコンテキストをマッピングし

ます。

instance instance-name

指定したプロトコルのトポロジにコンテキストをマッピングしま

す。

topology topology-name

指定したVRF論理エンティティにコンテキストをマッピングしま
す。

vrf vrf-name

___________________
コマンドデフォルト コンテキストマッピングはデフォルトでは存在しません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

デバイスはプロトコルインスタンス、VRFなど、論理ネットワークエンティティのインスタンス
を複数サポートできます。大部分の既存MIBは、これら複数の論理ネットワークエンティティ
を識別できません。たとえば、元々の OSPF-MIBではデバイス上のプロトコルインスタンスが 1
つであることが前提になりますが、現在はデバイス上で複数の OSPFインスタンスを設定できま
す。

snmp-server contextmappingコマンドは、プロトコルインスタンス、トポロジ、またはVRF論理
エンティティにコンテキストをマッピングします。

snmp-server context mappingコマンドは OSPFおよび OSPFv3では機能しません。 snmp context
コマンドを参照してください。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、OSPFインスタンスに SNMPコンテキストをマッピングする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server context mapping con5 feature ospf instance in1

関連コマンド

説明コマンド

拡張 SNMPコンテキストマッピングを表示します。show snmp context

OSPFv3インスタンスのSNMPコンテキストを指定します。snmp context（OSPFv3）
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snmp-server engineid local
ローカルデバイス上の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エンジン IDを指定するには、
グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server engineid localコマンドを使用します。
エンジン IDをデフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server engineid local engine-id

no snmp-server engineid local engine-id

___________________
構文の説明

エンジン IDを示す文字ストリング。最大 24文字の 16進数表記で構成さ
れます。各 16進数値はコロン（:）で区切ります。

engine-id

___________________
コマンドデフォルト SNMPのエンジン IDは自動的に生成されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、ローカルデバイスの SNMPエンジン IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server engineID local 00:00:00:09:00:00:00:a1:61:6c:20:61
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関連コマンド

説明コマンド

ローカル簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エンジンと、
ルータで設定されたすべてのリモートエンジンの識別情報を表示し

ます。

show snmp engineid

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

84 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server engineid local



snmp-server engineid remote
リモートデバイスの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エンジン IDを指定するには、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server engineid remoteコマンドを使用します。
エンジン IDをデフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server engineid remote ip-address engine-id udp-port port

no snmp-server engineid remote ip-address engine-id udp-port port

___________________
構文の説明

リモート SNMP通知ホストの IPアドレスip-address

エンジン IDを示す文字ストリング。最大 24文字の 16進数表記で構成さ
れます。各 16進数値はコロン（:）で区切ります。

engine-id

（任意）使用するホストのユーザデータグラムプロトコル（UDP）ポー
トを指定します。値の範囲は 1～ 65535です。デフォルトの UDPポー
トは 161です。

udp-port port

___________________
コマンドデフォルト SNMPのエンジン IDは自動的に生成されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

IPv6のサポートが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

リモートホストの IPアドレスは IPv4または IPv6のいずかの形式にすることができます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、ローカルデバイスの SNMPエンジン IDを設定する例を示します。

RP/0/RP0/CPU0:Router(config)# snmp-server engineID remote 172.16.4.1
00:00:00:09:00:00:00:a1:61:6c:20:61

関連コマンド

説明コマンド

ローカル簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エンジンと、
ルータで設定されたすべてのリモートエンジンの識別情報を表示

します。

show snmp engineid

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local
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snmp-server entityindex persist
プロセスの再起動、スイッチオーバー、およびデバイスのリロードにわたる ENTITY-MIBデータ
の永続ストレージをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで

snmp-server entityindex persistコマンドを使用します。 ENTITY-MIBデータの永続ストレージを
ディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server entityindex persist

no snmp-server entityindex persist

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、ENTITY-MIBインデックスの永続ストレージをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server entityindex persist
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関連コマンド

説明コマンド

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBデータの永続ストレージ
をイネーブルにします。

snmp-server mibs cbqosmib persist
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snmp-server group
新しい簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）グループ、またはSNMPユーザをSNMPビュー
にマッピングするテーブルを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで

snmp-server groupコマンドを使用します。指定した SNMPグループを削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

snmp-server group name {v1| v2c| v3 {auth| noauth| priv}} [read view] [write view] [notify view] [context
context-name] [ access-list-name ]

no snmp-server group name

___________________
構文の説明

グループの名前。name

SNMPv1セキュリティモデルを使用するグループを指定します。SNMPv1
セキュリティモデルは、使用可能なセキュリティモデルの中で最も安全

性の低いモデルです。

v1

SNMPv2cセキュリティモデルを使用するグループを指定します。SNMPv2c
セキュリティモデルは、使用可能なセキュリティモデルの中で 2番目に
安全性の低いモデルです。

v2c

SNMPv3セキュリティモデルを使用するグループを指定します。SNMPv3
セキュリティモデルは、使用可能なセキュリティモデルの中で最も安全

性の高いモデルです。

v3

暗号化を行わないパケットの認証を指定します。auth

パケットの認証を行わないことを指定します。noauth

暗号化を行うパケットの認証を指定します。priv

（任意）エージェントの内容の表示だけが可能なビューの名前である読み

取りビューストリング（64文字以下）を指定します。
read view

（任意）データの入力およびエージェントの内容の設定に使用するビュー

の名前である書き込みビューストリング（64文字以下）を指定します。
write view

（任意）通知またはトラップの指定に使用するビューの名前である通知

ビューストリング（64文字以下）を指定します。
notify view

（任意）この SNMPグループおよび関連するビューと関連付ける SNMP
コンテキストを指定します。

context context-name
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（任意）アクセスリストの名前であるアクセスリストストリング（64文
字以下）。

access-list-name

___________________
コマンドデフォルト 表 7： snmp-server groupのデフォルトの説明, （90ページ）を参照してください。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

この表では、さまざまなビューのデフォルト値について説明します。

表 7： snmp-server group のデフォルトの説明

定義デフォルト

ユーザが readオプションを使用してこの状態
を上書きしない限り、すべてのオブジェクトは

インターネット（1.3.6.1）オブジェクト ID
（OID）に属すものと見なされます。

read view

書き込みビューに対しては何も定義されていま

せん（つまりヌルOID）。書き込みアクセスを
設定する必要があります。

write view

通知ビューに対しては何も定義されていません

（つまりヌルOID）。ビューを指定した場合、
生成されるそのビューのすべての通知は、グ

ループに関連付けられているすべてのユーザに

送信されます（そのユーザに対してSNMPサー
バホストの設定が存在する場合）。

notify view
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通知ビューの設定

次の理由で SNMPグループを設定するときは、通知ビューを指定しないでください。

• snmp-server hostコマンドによってユーザに対して自動生成された通知ビューを、そのユー
ザに関連付けられているグループに追加する。

•グループの通知ビューを変更し、そのグループに関連付けられているすべてのユーザに反映
する。

notify viewオプションは、2つの目的に使用できます。

•グループにSNMPを使用して設定された通知ビューがあり、その通知ビューを変更する必要
がある。

• snmp-server groupコマンドの前に、snmp-server hostコマンドが設定されている可能性があ
る。この場合は、snmp-server hostコマンドを再設定するか、または適切な通知ビューを指
定します。

snmp-server groupコマンドの一部としてグループの通知ビューを指定する代わりに、グローバル
コンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

• snmp-server user：SNMPユーザを設定します。

• snmp-server group：通知ビューを追加せずに SNMPグループを設定します。

• snmp-server host：トラップ操作の受信者を指定して、通知ビューを自動生成します。

パスワードおよびダイジェストの取り扱い

このコマンドを設定するとき、認証またはプライバシーのアルゴリズムに対するデフォルト値は

存在しません。また、デフォルトのパスワードも存在しません。パスワードの最小の長さは 1文
字ですが、セキュリティのため 8文字を使用することを推奨します。プレインテキストのパス
ワードまたはローカライズされたMessage Digest 5（MD5;メッセージダイジェスト 5）パスワー
ドを指定できます。パスワードを忘れた場合は回復できず、ユーザを再設定する必要がありま

す。

SNMP コンテキスト

SNMPコンテキストは、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）のユーザに対し、MIB
データに安全にアクセスする手段を提供します。VPNがコンテキストに関連付けられると、VPN
固有のMIBデータがそのコンテキストに存在します。VPNをコンテキストに関連付けると、サー
ビスプロバイダーが、複数 VPNでネットワークを管理できます。コンテキストを作成して VPN
に関連付けることにより、サービスプロバイダーは、ある VPNのユーザが同じネットワーキン
グデバイス上で他の VPNのユーザに関する情報にアクセスするのを防ぐことができます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、暗号化を使用するパケットの認証を必要とする group1という名前の SNMPバージョン 3グ

ループを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server group group1 v3 priv

関連コマンド

説明コマンド

SNMP通信のステータスを表示しますshow snmp

ルータ上のグループ名、セキュリティモデル、異なるビューのス

テータス、および各グループのストレージタイプを表示します。

show snmp group

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者を指
定します。

snmp-server host

SNMPのビューエントリを作成または更新します。snmp-server view
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snmp-server host
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者を指定するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server hostコマンドを使用します。このコマンドの no形式
を使用すると、指定したホストを削除します。

snmp-server host address [clear| encrypted] [informs] [traps] [version {1| 2c| 3 {auth| noauth| priv}}]
community-string [udp-port port] [ notification-type ]

nosnmp-server host address [clear| encrypted] [informs] [traps] [version {1| 2c| 3 {auth| noauth| priv}}]
community-string [udp-port port] [ notification-type ]

___________________
構文の説明

ホスト（ターゲットとなる受信側）の名前または IPアドレス。address

（任意）community-string引数がクリアテキストであることを指定
します。

clear

（任意）community-string引数が暗号化されたテキストであること
を指定します。

encrypted

（任意）このホストに通知メッセージを送信することを指定しま

す。

informs

（任意）通知をトラップとして送信する必要があることを指定し

ます。これはデフォルトです。

traps

（任意）トラップの送信に使用する SNMPのバージョンを指定し
ます。

version

SNMPv1（デフォルト）を指定します。1

SNMPv2cを指定します。2c

SNMPv3を指定します。バージョン 3は、パケット暗号化が可能
であるため最も安全なモデルです。 SNMPv3キーワードを指定す
る場合、セキュリティレベルを指定する必要があります。

3

MessageDigest 5（MD5）アルゴリズムおよび SecureHashAlgorithm
（SHA）のパケット認証をイネーブルにします。

auth

このホストに noAuthNoPrivセキュリティレベルを適用することを
指定します。これが、SNMPv3のデフォルトセキュリティレベル
です。

noauth
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データ暗号規格（DES）によるパケット暗号化（「プライバシー」
ともいう）をイネーブルにします。

priv

通知処理にともなって送信される、パスワードと類似したコミュ

ニティストリングです。 snmp-server hostコマンドを使用する前
に、snmp-server communityコマンドを使用してこのストリングを
定義することを推奨します。

community-string

（任意）使用するホストのユーザデータグラムプロトコル（UDP）
ポートを指定します。値の範囲は 1～ 65535です。デフォルトの
UDPポートは 161です。

udp-port port

（任意）ホストに送信される通知のタイプです。タイプが指定さ

れない場合、すべての使用可能な通知が送信されます。通知タイ

プには、次のキーワードを 1つ以上指定できます。

• bgp：SNMPの Border Gateway Protocol Version 4（BGPv4）の
トラップをイネーブルにします。

• config：設定通知を制御します（CISCO-CONFIG-MAN-MIB
（enterprise 1.3.6.1.4.1.9.9.43.2）の定義に従う）。通知タイプ
は (1) ciscoConfigManEventです。

• copy-complete：CISCO-CONFIG-COPY-MIB ccCopyCompletion
トラップをイネーブルにします。

• entity：Entity MIB変更通知を制御します。この通知タイプ
は、ENTITY-MIB（enterprise 1.3.6.1.2.1.47.2）で
(1) entConfigChangeとして定義されています。

• fabric：SNMPのファブリックトラップをイネーブルにしま
す。

• fru-ctrl：SNMPのエンティティ現場交換可能ユニット（FRU）
制御トラップをイネーブルにします。

• mpls：SNMPのマルチプロトコルラベルスイッチング
（MPLS）トラップをイネーブルにします。

• sensor：SNMPエンティティセンサートラップをイネーブル
にします。

• snmp：SNMPトラップをイネーブルにします。

• syslog：エラーメッセージ通知（Cisco-syslog-MIB）を制御し
ます。 logging historyコマンドで送信されるメッセージのレ
ベルを指定します。

notification-type

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。通知は送信されません。
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デフォルトの UDPポートは 161です。

キーワードを指定しないでこのコマンドを入力した場合、デフォルトではホストにすべてのトラッ

プタイプが送信されます。

バージョンキーワードを入力しない場合、デフォルトはバージョン 1です。

バージョン 3を指定し、セキュリティレベルを指定しない場合、デフォルトのセキュリティレベ
ルは noauthです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

informsキーワードが追加されました。リリース 4.1.0

IPv6のサポートが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。トラップを受信しても受信側は確認応答を送信しな
いため、トラップは信頼できません。送信側では、トラップが受信されたかどうかを判別できま

せん。トラップは送信されるとすぐに廃棄されます。また、トラップが送信されるのは 1回だけ
です。

snmp-server hostコマンドを入力しないと、通知は送信されません。 SNMP通知を送信するよう
にデバイスを設定するには、少なくとも1つの snmp-serverhostコマンドを設定します。キーワー
ドを指定しないでコマンドを入力すると、すべてのトラップタイプがホストに対してイネーブル

になります。

複数のホストをイネーブルにするには、ホストごとに異なる snmp-server hostコマンドを発行し
ます。コマンドには複数の通知タイプをホストごとに指定できます。

同じホストおよび通知（トラップ）の種類で複数の snmp-server hostコマンドを入力すると、前
のコマンドは後の各 snmp-server hostコマンドによって上書きされます。最後の snmp-server host
コマンドだけが有効です。たとえば、trapsキーワードを指定した snmp-server hostコマンドをあ
るホストに対して入力した後、trapsキーワードを指定した別のコマンドを同じホストに対して入
力すると、最初のコマンドは 2番目のコマンドによって置き換えられます。

ホスト名または IPアドレスのいずれかは、ホストを指定するために使用できます。 IPv4および
IPv6の両方の IPアドレス形式がサポートされています。
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snmp-server hostコマンドは、snmp-server engineidコマンドとともに使用します。グローバルに
送信する SNMP通知を指定するには、snmp-server trapsコマンドを使用します。ホストでほとん
どの通知を受信するには、少なくとも 1つの snmp-server trapsコマンドと snmp-server hostコマ
ンドをそのホストに対してイネーブルにする必要があります。

ただし、一部の通知タイプは snmp-server trapsコマンドでは制御できません。たとえば、ある通
知タイプは常にイネーブルですが、別の通知タイプはそれぞれ異なるコマンドによってイネーブ

ルになります。

notification-typeが使用できるかどうかは、デバイスのタイプおよびCiscoソフトウェアの機能がデ
バイスでサポートされているかどうかに依存します。

システムで使用できる通知タイプを表示するには、snmp-serverhostコマンドの最後でオンライン
ヘルプの疑問符（?）機能を使用してください。

キーワードを指定しないで no snmp-server hostコマンドを使用すると、トラップがディセーブル
になります。

クリアテキストで入力したコミュニティストリングを show runningコマンドの出力で暗号化し
て表示するには、clearキーワードを使用します。暗号化されたストリングを入力するには、
encryptedキーワードを使用します。クリアテキストでコミュニティストリングを入力し、それ
がシステムによって暗号化されないようにするには、どちらのキーワードも使用しないようにし

ます。

informsキーワードを使用すると、SNMPバージョンには SNMPv2Cまたは SNMPv3のみを指定で
きます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、RFC 1157 SNMPトラップを名前 myhost.cisco.comで指定したホストに送信する例を示しま

す。他のトラップもイネーブルになっていますが、snmp-serverhostコマンドで snmpキーワード
のみを指定しているため、SNMPトラップのみが送信されます。コミュニティストリングは、
comaccessとして定義されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com comaccess snmp

次に、SNMPトラップをアドレス 172.30.2.160に送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps snmp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host 172.30.2.160 public snmp

次に、コミュニティストリング publicを使用して、すべてのトラップをホスト myhost.cisco.com
に送信するようにルータをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

次に、すべてのホストにトラップを送信しないようにする例を示します。BGPトラップはすべて
のホストに対してイネーブルになっていますが、設定トラップだけは 1つのホストへの送信がイ
ネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps bgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host hostabc public config

次に、SNMPv3通知をホストに送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host 172.30.2.160 informs version 3

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

SNMP通知メッセージオプションを設定します。snmp-server inform

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp
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snmp-server ifindex persist
すべての簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターフェイスでグローバルに ifIndexパー
システンスをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server
ifindex persistコマンドを使用します。グローバルインターフェイスの永続性をディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server ifindex persist

no snmp-server ifindex persist

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト グローバルインターフェイスの永続性はディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IF-MIBの ifIndexテーブルにエントリがあるすべてのインターフェイスで ifIndexパーシステンス
をイネーブルにするには、snmp-server ifindex persistコマンドを使用します。イネーブルになる
と、このコマンドは ifNameオブジェクト値と ifIndexオブジェクト値（IF-MIBから生成）の間の
マッピングの永続性をリロードの間も維持し、SNMPを使用する特定のインターフェイスを一貫
して識別できるようにします。デバイスインベントリ、課金、障害検出などのアプリケーション

はこの機能に依存します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、ifIndexパーシステンスをグローバルにイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ifindex persist

関連コマンド

説明コマンド

SNMPインターフェイスでインデックスパーシステンスをイネーブ
ルにします。

index persistence

SNMPインターフェイスで linkUpおよび linkDownトラップ通知を
イネーブルまたはディセーブルにします。

notification linkupdown

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスのイ

ンターフェイスインデックスの ID番号（ifIndex値）を表示します。
show snmp interface
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snmp-server ifmib ifalias long
ifAlias IF-MIBオブジェクトをイネーブルにして、デフォルトの 64バイトを超えるインターフェ
イスエイリアス名を受け付けるようにするには、snmp-server ifmib ifalias longコマンドを使用し
ます。デフォルトの長さに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server ifmib ifalias long

no snmp-server ifmib ifalias long

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト グローバルインターフェイスの永続性はディセーブルです。

エイリアス名の長さは 64バイトです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

64バイトより長いインターフェイスエイリアス名が受け付けられるように、IF-MIBオブジェク
トの ifAliasをイネーブルにするには、snmp-server ifmib ifalias longコマンドを使用します。エイ
リアス名のデフォルトの長さは 64バイトです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

100 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server ifmib ifalias long



___________________
例 次に、IF-MIBオブジェクト ifAliasをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ifmib ifalias long
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:yes
RP/0/RSP0/CPU0:router#
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snmp-server ifmib ipsubscriber
インターフェイスMIB（IF-MIB）で IP加入者インターフェイスをイネーブルにするには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで snmp-server ifmib ipsubscriberコマンドを使用します。 IP
加入者インターフェイスをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server ifmib ipsubscriber

no snmp-server ifmib ipsubscriber

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト IP加入者インターフェイスはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、IF-MIBで IP加入者インターフェイスをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ifmib ipsubscriber
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snmp-server ifmib stats cache
リアルタイムの統計情報の代わりにキャッシュされている統計情報を取得できるようにするには、

snmp-server ifmib stats cacheコマンドを使用します。デフォルトの設定に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

snmp-server ifmib stats cache

no snmp-server ifmib stats cache

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト キャッシュされた統計情報は取得できません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco IOS XR統計情報インフラストラクチャは、すべてのインターフェイスについて統計情報の
キャッシュを保持しています。このキャッシュは 30秒ごとに更新されます。 IF-MIBがリアルタ
イムの統計情報ではなくキャッシュされている統計情報を取得できるようにするには、snmp-server
ifmib stats cacheコマンドを使用します。キャッシュされた統計情報にアクセスすると、リアルタ
イムの統計情報にアクセスするより CPUの使用量が減ります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、IF-MIBのキャッシュ統計情報をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ifmib stats cache
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:yes
RP/0/RSP0/CPU0:router#
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snmp-server inform
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知メッセージオプションを設定するには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで snmp-server informコマンドを使用します。デフォルト
の通知オプションに戻す場合は、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server inform {pending max-no| retries no-retries| timeout seconds}

no snmp-server inform {pending max-no| retries no-retries| timeout seconds}

___________________
構文の説明

キューに保持する通知メッセージの最大数を指定します。デフォ

ルトは 25です。
pending max-no

通知メッセージの再試行回数を指定します。値は 1～ 100の範囲
になります。デフォルトは 3です。

retries no-retries

通知メッセージのタイムアウト値を秒単位で指定します。デフォ

ルト値は 15です。
timeout seconds

___________________
コマンドデフォルト max-no：25、no-retries：3、seconds：15

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知メッセージの送信をイネーブルにするには、informsキーワードを指定して snmp-server
hostコマンドを使用します。 SNMPサーバ通知をイネーブルにする場合、SNMPバージョンには
SNMPv2Cまたは SNMPv3のみを指定できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、SNMP通知メッセージを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com informs comaccess
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server inform pending 40
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server inform retries 10

関連コマンド

説明コマンド

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host
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snmp-server interface
インターフェイスが簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップ通知を送信して SNMP
インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始できるようにするには、グローバルコ

ンフィギュレーションモードで snmp-server interfaceコマンドを使用します。インターフェイス
での SNMPトラップ通知の送信をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

snmp-server interface type interface-path-id

no snmp-server interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト イーサネットインターフェイスでは SNMPトラップ通知の送信がイネーブルです。他のすべて

の物理および論理インターフェイスでは、SNMPトラップ通知がディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server interfaceコマンドによって SNMPインターフェイスコンフィギュレーションモード
が開始し、使用可能な SNMPオプションを設定できるようになります。
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ルートスイッチプロセッサカード上にある管理イーサネットインターフェイスを参照する場

合、物理スロット番号は数値（0～ n-1。ここで、nはシャーシ内のラインカードスロットの
数）であり、モジュールは CPU0です。例：MgmtEth0/1/CPU0/0。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/0/1/0で ifIndexパーシステンスを割り

当てる例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server interface pos 0/0/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-snmp-if)#

関連コマンド

説明コマンド

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの

インターフェイスインデックスの ID番号（ifIndex値）を表示し
ます。

show snmp interface

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

すべての SNMPインターフェイスで、ifIndexパーシステンスを
グローバルにイネーブルにします。

snmp-server ifindex persist
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snmp-server interface subset
一連のインターフェイスの SNMPサーバインターフェイスサブセットコンフィギュレーション
モードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server interface subset
コマンドを使用します。デフォルトのインターフェイス設定に戻すには、このコマンドの no形
式を使用します。

snmp-server interface subset subset-number regular-expression expression

no snmp-server interface subset subset-number

___________________
構文の説明

インターフェイスサブセットの識別番号。相対プライ

オリティも示します。

subset-number

SNMPサーバインターフェイスサブセットコンフィ
ギュレーションモードを開始するインターフェイスの

サブセットを指定します。 expression引数は二重引用
符で囲んで入力する必要があります。

regular-expression expression

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

subset-number引数は、設定済みの複数の正規表現と一致するインターフェイスのプライオリティ
を設定するために使用されます。 subset-numberの下限値にはより高いプライオリティが指定され
ています。単一のインターフェイスが、複数のインターフェイスで設定された正規表現の一部と

なる場合、低い subset-number値を持つ設定が適用されます。

正規表現には次の 2つ制約があります。
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•正規表現は、CLIが各文字を正しく解釈できるように、常に二重引用符で囲んで入力する必
要があります。

•正規表現の一部であるすべての文字は、特殊な意味を持たない通常の文字と見なされます。
「\」や「?」などの特殊文字を入力するには、前にバックスラッシュ「\」を付ける必要があ
ります。たとえば、正規表現 ([A-Z][A-Z0-9]*)\b[^>]*>(.*?)</\1を入力するには、
([A-Z][A-Z0-9]*)\\b[^>]*>(.*\?)</\\1と入力します。

正規表現の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Getting Started
Guide』の「Understanding Regular Expressions, Special Characters, and Patterns」を参照してくださ
い。

インターフェイスのサブセットの SNMPサーバインターフェイスモードから、notification
linkupdown disableコマンドを使用して、SNMP linkUpおよび linkDown通知をイネーブルまたは
ディセーブルにできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、すべてのギガビットイーサネットインターフェイスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server int subset 2

regular-expression "^Gig[a-zA-Z]+[0-9/]+\."
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-snmp-if-subset)#

関連コマンド

説明コマンド

SNMPインターフェイスで linkUpおよび linkDownトラップ通
知をイネーブルまたはディセーブルにします。

notification linkupdown

指定したインターフェイスの linkUpおよび linkDown通知ステー
タスを表示します。

show snmp interface notification

正規表現と一致するインターフェイスに割り当てられたイン

ターフェイス名とインデックスを表示します。

show snmp interface
regular-expression
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snmp-server ipv4 dscp
特定の DiffServコードポイント（DSCP）値でパケットをマーク付けするには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server ipv4 dscpコマンドを使用します。マッチング条件を削
除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server ipv4 dscp value

no snmp-server ipv4 dscp [ value ]

___________________
構文の説明 DSCPの値。 DSCP値には 0～ 63の数値、または次のキーワードのいずれかを指

定できます。default、ef、af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、
af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、または cs7のいずれかです。

value

___________________
コマンドデフォルト SNMPトラフィックの IP DSCPのデフォルト値は 0です。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IP DSCP値を指定して、ネットワークでの SNMPトラフィックのプライオリティを高くしたり低
くしたりするには、snmp-server ipv4 dscpコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、DSCP値を af32に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ipv4 dscp af32
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snmp-server ipv4 precedence
パケットマッチングに使用する特定の優先順位（precedence）レベルでパケットをマーキングす
るには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server ipv4 precedenceコマンドを使
用します。システムをデフォルトの間隔値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server ipv4 precedence value

no snmp-server ipv4 precedence [ value ]

___________________
構文の説明 precedenceの値。 precedence値には 0～ 7の数値、または次のキーワードのいずれか

を指定できます。

critical

パケットに critical precedence（5）を設定します

flash

パケットに flash precedence（3）を設定します

flash-override

パケットに flash precedence（4）を設定します

immediate

パケットに immediate precedence（2）を設定します

internet

パケットに internetwork control precedence（6）を設定します

network

パケットに network control precedence（7）を設定します

priority

パケットに priority precedence（1）を設定します

routine

パケットに routine precedence（0）を設定します

value

___________________
コマンドデフォルト SNMPトラフィックの IP precedenceのデフォルト値は 0です。___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IP precedence値を指定して、ネットワークでの SNMPトラフィックのプライオリティを高くした
り低くしたりするには、snmp-server ipv4 precedenceコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、precedenceを 2に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server ipv4 precedence 2
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snmp-server location
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のシステム位置を指定するには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで snmp-server locationコマンドを使用します。位置のストリングを削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server location system-location

no snmp-server location

___________________
構文の説明

このデバイスの物理的な位置を示すストリング。英数字で 255文
字以下です。

system-location

___________________
コマンドデフォルト システム位置のストリングは設定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、システム位置のストリングを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server location Building 3/Room 214
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関連コマンド

説明コマンド

SNMPのシステム接点を設定します。snmp-server contact
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snmp-server mib bulkstat max-procmem-size
プロセスのすべてのバルク統計情報ファイルによって使用される全体的なプロセスごとのメモリ

サイズの制限を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server mib
bulkstatmax-procmem-sizeコマンドを使用します。全体的なプロセスごとのメモリサイズを削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp mib bulkstat max-procmem-size size

no snmp mib bulkstat max-procmem-size [ size ]

___________________
構文の説明

全体的なプロセスごとのメモリサイズ制限（キロバイト単位）。有効値は 100
～ 200000です。デフォルトは 200000です。

size

___________________
コマンドデフォルト 最大プロセスメモリサイズは 200000 KBです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

現在 300 MBがMIBおよび SNMPプロセスに使用可能な最大プロセスメモリです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、最大プロセスメモリサイズを 100000 KBに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat max-procmem-size 100000
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snmp-server mib bulkstat object-list
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）バルク統計情報オブジェクトリストを設定し、バル
ク統計情報オブジェクトコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィ

ギュレーションモードで snmp-server mib bulkstat object-listコマンドを使用します。 SNMPオブ
ジェクトリスト設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mib bulkstat object-list object-list-name

no snmp-server mib bulkstat object-list object-list-name

___________________
構文の説明

設定するバルク統計情報オブジェクトリストの名前またはオブジェ

クト ID（OID）。
object-list-name

___________________
コマンドデフォルト SNMPバルク統計情報オブジェクトリストは設定されません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server mib bulkstat object-listコマンドでは、オブジェクトリストに名前を付けることがで
きます。バルク統計情報オブジェクトリストは、定期的なMIBデータの収集および転送のメカ
ニズムに使用されます。snmp-servermib bulkstat object-listコマンドを使用して設定したオブジェ
クトリストにオブジェクトを追加するには、addコマンドを使用します。バルク統計情報オブ
ジェクトリストは複数のスキーマで再利用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 この例では、2つのオブジェクトを含めるように、ifmibというバルク統計情報オブジェクトリス

トを設定します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat object-list ifmib
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifOutOctets
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-objects)# add ifInOctets

関連コマンド

説明コマンド

MIBオブジェクトを SNMPバルク統計情報オブジェクト
リストに追加します。

add（bulkstatオブジェクト）

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer
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snmp-server mib bulkstat schema
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）バルク統計情報スキーマを設定し、バルク統計情報
スキーマコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーション

モードで snmp-server mib bulkstat schemaコマンドを使用します。 SNMPバルク統計情報スキー
マを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mib bulkstat schema schema-name

no snmp-server mib bulkstat schema schema-name

___________________
構文の説明

設定するスキーマの名前を指定します。schema-name

___________________
コマンドデフォルト スキーマは設定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server mib bulkstat schemaコマンドはスキーマに名前を付けて、バルク統計情報スキーマ
コンフィギュレーションモードを開始します。バルク統計情報スキーマコンフィギュレーショ

ンモードは、スキーマで使用されるオブジェクトリスト、インスタンス、およびポーリング間隔

を設定するために使用されます。

データが収集されるMIBオブジェクトの特定のインスタンスは、オブジェクトリストで指定した
オブジェクトに instanceコマンドの値を追加することによって決まります。

バルク統計情報転送オプションを設定する際に、複数のスキーマを単一のバルク統計情報ファイ

ルに関連付けることができます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、GigE0/6/5/0というバルク統計情報スキーマを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat schema GigE0/6/5/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# object-list ifmib
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# poll-interval 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# instance exact interface gigabitethernet 0/6/5/0
subif
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-sc)# exit

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報スキーマで使用するMIBオブジェクトインス
タンスを設定します。

instance（bulkstatスキーマ）

バルク統計情報スキーマのポーリング間隔を設定します。poll-interval
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snmp-server mib bulkstat transfer-id
バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コンフィギュレーションモードを開始す

るには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server mib bulkstat transfer-idコマ
ンドを使用します。以前に設定した転送を削除するには、このコマンドの no形式を使用します

snmp-server mib bulkstat transfer-id transfer-id

no snmp-server mib bulkstat transfer-id transfer-id

___________________
構文の説明

転送設定の名前。transfer-id

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報の転送は設定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バルク統計情報転送設定に指定する名前である transfer-idは、バルク統計情報ファイルのファイ
ル名で使用されます（このファイルが生成され、show snmp mib bulkstat transferコマンド出力の
転送設定を識別するために使用される場合）。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次の例では、バルク統計情報の転送には名前 bulkstat1が付けられ、2つのスキーマが含まれてい

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer-id bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema IFMIB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema CAR
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url primary
ftp://user1:pswrd@cbin2-host/users/user1/bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url secondary
tftp://user1@10.1.0.1/tftpboot/user1/bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# format schemaASCII
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# transfer-interval 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retry 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# buffer-size 1024
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# retain 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# end

関連コマンド

説明コマンド

バルク統計情報ファイルの転送の最大バッファサイズを設定します。buffer-size

バルク統計情報データファイルに使用する形式を指定します。format（bulkstat）

バルク統計情報ファイルの保持間隔を設定します。retain

バルク統計情報ファイルの転送の再試行回数を設定します。retry

特定のバルク統計情報の転送設定で使用されるバルク統計情報スキー

マを指定します。

schema

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat
transfer

バルク統計情報転送が開始される前にバルク統計情報が収集される期

間を設定します。

transfer-interval

バルク統計情報ファイルを転送にするホストを指定します。url
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snmp-server mibs cbqosmib cache
QoSMIB統計情報のキャッシュをイネーブルにして設定するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで snmp-servermibs cbqosmib cacheコマンドを使用します。キャッシュをディセー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mibs cbqosmib cache {refresh time time| service-policy count count}

no snmp-server mibs cbqosmib cache [refresh time time| service-policy count count]

___________________
構文の説明

指定したキャッシュのリフレッシュ時間でQoSMIBキャッシュをイネー
ブルにします。

refresh

キャッシュのリフレッシュ時間を秒単位で指定します。 time引数には、
5～ 60を指定できます。デフォルトは 30です。

time time

キャッシュするサービスポリシーの数を制限して QoS MIBキャッシュ
をイネーブルにします。

service-policy

キャッシュするサービスポリシーの最大数を指定します。 count引数に
は、1～ 5000を指定できます。

count count

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、リフレッシュ時間を使用して QoS MIBキャッシュをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mibs cbqosmib cache refresh time 45

次に、サービスポリシーの数を制限してQoSMIBキャッシュをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mibs cbqosmib cache service-policy count 10

関連コマンド

説明コマンド

ENTITY-MIBデータの永続ストレージをイネーブルにしま
す。

snmp-server entityindex persist

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBデータの永続ストレージ
をイネーブルにします。

snmp-server mibs cbqosmib persist
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snmp-server mibs cbqosmib persist
プロセスの再起動、スイッチオーバー、およびデバイスのリロードにわたる

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBデータの永続ストレージをイネーブルにするには、グローバル
コンフィギュレーションモードで snmp-servermibs cbqosmibpersistコマンドを使用します。MIB
データの永続ストレージをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mibs cbqosmib persist

no snmp-server mibs cbqosmib persist

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIBデータの永続ストレージをイネーブルにする例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mibs cbqosmib persist
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関連コマンド

説明コマンド

ENTITY-MIBデータの永続ストレージをイネーブルにし
ます。

snmp-server entityindex persist
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snmp-server mibs eventmib congestion-control
輻輳が設定されたしきい値を超えたときのSNMPトラップ生成を設定するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server mibs eventmib congestion-controlコマンドを使用しま
す。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mibs eventmib congestion-control type interface-path-id falling lower-threshold interval
sampling-interval rising upper-threshold

no snmp-server mibs eventmib congestion-control type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

mteTriggerFalling SNMPトラップが生成されるかを決定する下限しきい
値を指定します。

falling lower-threshold

輻輳の統計情報がポーリングされる頻度を指定します。 interval引数
は、5～ 1440の範囲の分単位で指定できます。これは 5の倍数でなけ
ればなりません。

interval sampling-interval

mteTriggerRising SNMPトラップが生成されるかを決定する上限しきい
値を指定します。

rising upper-threshold

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

輻輳のために最大 100個のインターフェイスをモニタできます。

snmp-server mibs eventmib congestion-controlコマンドを使用した輻輳設定は、SNMP SETを
使用して変更できません（逆も同様です）。

（注）

2つ間隔の間の輻輳が upper-threshold引数を上回ると、mteTriggerRising SNMPトラップが生成さ
れます。このトラップは、輻輳が下限しきい値を下回ってから、上限しきい値を上回るまで生成

されません。

2つ間隔の間の輻輳が lower-threshold引数を下回ると、SNMP mteTriggerRisingトラップが以前に
生成された場合、SNMPmteTriggerFallingトラップが生成されます。mteTriggreRisingトラップは、
輻輳が上限しきい値を超えてから、下限しきい値を下回るまで生成されません。

lower-threshold値（falling）は、upper-threshold値（rising）以下の値に設定する必要があります。

snmp-server mibs eventmib congestion-controlコマンドは特定のインターフェイスで設定され、次
のカードでサポートされます。

• 8ポート 10ギガビットイーサネット PLIM

• 16ポート OC-48c/STM-16 POS/DPT PLIM

• 1ポート OC-768c/STM-256 POS PLIM

• 4ポート OC-192c/STM-64 POS/DPT PLIM

•すべてのイーサネット SPA

• 2ポートおよび 4ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

• 2ポート、4ポート、および 8ポート OC-12c/STM-4 POS SPA

• 2ポートおよび 4ポート OC-48c/STM-16 POS/RPR SPA

• 1ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、輻輳に対応した SNMPトラップ生成を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mibs eventmib congestion-control pos 0/1/0/0
falling 1 interval 5 rising 2
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snmp-server mibs eventmib packet-loss
パケット損失が設定されたしきい値を超えたときの SNMPトラップ生成を設定するには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで snmp-server mibs eventmib packet-lossコマンドを使用し
ます。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server mibs eventmib packet-loss type interface-path-id falling lower-threshold interval
sampling-interval rising upper-threshold

no snmp-server mibs eventmib packet-loss type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

mteTriggerFalling SNMPトラップが生成されるかを決定する下限しきい
値を指定します。

falling lower-threshold

パケット損失の統計情報がポーリングされる頻度を指定します。 interval
引数は、5～ 1440の範囲の分単位で指定できます。これは 5の倍数で
なければなりません。

interval sampling-interval

mteTriggerRising SNMPトラップが生成されるかを決定する上限しきい
値を指定します。

rising upper-threshold

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

パケット損失のために最大 100個のインターフェイスをモニタできます。

snmp-servermibs eventmib packet-lossコマンドを使用したパケット損失設定は、SNMP SETを
使用して変更できません（逆も同様です）。

（注）

2つ間隔の間のパケット損失が upper-threshold引数を上回ると、mteTriggerRising SNMPトラップ
が生成されます。このトラップは、パケット損失が下限しきい値を下回ってから、上限しきい値

を上回るまで生成されません。

2つ間隔の間のパケット損失が lower-threshold引数を下回ると、SNMP mteTriggerRisingトラップ
が以前に生成された場合、SNMP mteTriggerFallingトラップが生成されます。 mteTriggreRisingト
ラップは、パケット損失が上限しきい値を超えてから、下限しきい値を下回るまで生成されませ

ん。

lower-threshold値（falling）は、upper-threshold値（rising）以下の値に設定する必要があります。

snmp-server mibs eventmib packet-lossコマンドは特定のインターフェイスで設定され、次のカー
ドでサポートされます。

• 8ポート 10ギガビットイーサネット PLIM

• 16ポート OC-48c/STM-16 POS/DPT PLIM

• 1ポート OC-768c/STM-256 POS PLIM

• 4ポート OC-192c/STM-64 POS/DPT PLIM

•すべてのイーサネット SPA

• 2ポートおよび 4ポート OC-3c/STM-1 POS SPA

• 2ポート、4ポート、および 8ポート OC-12c/STM-4 POS SPA

• 2ポートおよび 4ポート OC-48c/STM-16 POS/RPR SPA

• 1ポート OC-192c/STM-64 POS/RPR SPA

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、パケット損失に対応した SNMPトラップ生成を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mibs eventmib packet-loss pos 0/1/0/0
falling 1 interval 5 rising 2
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snmp-server notification-log-mib
NOTIFICATION-LOG-MIBを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで
snmp-server notification-log-mibコマンドを使用します。指定した設定を削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

snmp-server notification-log-mib {globalAgeOut time| globalSize size| default| disable| size size}

no snmp-server notification-log-mib {globalAgeOut| globalSize| default| disable| size}

___________________
構文の説明

ログに通知を残す時間を分単位で指定します。 time引数の値は 0～
4294967295の範囲で指定できます。デフォルトは 15です。

globalAgeOut time

すべてのログで記録できる通知の最大数を指定します。デフォルト

は 500です。
globalSize size

デフォルトログを作成することを指定します。default

デフォルトログへの記録をディセーブルにすることを指定します。disable

デフォルトログで保持できる通知の最大数を指定します。デフォル

トは 500です。
size size

___________________
コマンドデフォルト NOTIFICATION-LOG-MIB通知はログに記録されません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

NOTIFICATION-LOG-MIB通知のロギングは、デフォルトログが作成されると開始されます。名
前付きログはサポートされていないので、作成できるのはデフォルトログだけです。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、通知のデフォルトログを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server notification-log-mib default

次に、デフォルトログを削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no snmp-server notification-log-mib default

次に、すべてのログのサイズを 1500に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server notification-log-mib globalSize 1500

関連コマンド

説明コマンド

SNMPコミュニティをSNMPコンテキスト、セキュリティ名、
またはターゲットリストに関連付けます。

snmp-server community-map
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snmp-server packetsize
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）サーバが要求を受信または応答を生成するときに許
可される SNMPパケットの最大サイズに対する制御を確立するには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで snmp-server packetsizeコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server packetsize size

no snmp-server packetsize

___________________
構文の説明

バイト単位でのパケットサイズ。範囲は 484～ 65500です。デフォルトは
1500です。

size

___________________
コマンドデフォルト size：1500

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPサーバが要求を受信または応答を生成するときに許可される SNMPパケットの最大サイズ
に対する制御を確立するには、snmp-server packetsizeコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、SNMPパケットの最大サイズを 1024バイトに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server packetsize 1024
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snmp-server queue-length
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の各トラップホストのメッセージキューの長さを設
定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server queue-lengthコマンドを
使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server queue-length length

no snmp-server queue-length

___________________
構文の説明

保持できるトラップイベントの数を指定する整数。この数を超えると、キュー

を空にする必要があります。範囲は 1～ 5000です。
length

___________________
コマンドデフォルト length：100

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

各トラップホストのメッセージキューの長さを定義するには、snmp-server queue-lengthコマン
ドを使用します。トラップメッセージが正常に送信された後、Cisco IOSXRソフトウェアは、ト
ラップフラッディングを防ぐために低いレートでキューを空にします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、SNMP通知キューを 20個のイベントに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server queue-length 20
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snmp-server target list
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ターゲットリストを作成するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server target listコマンドを使用します。 SNMPターゲット
リストを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server target list target-list {vrf vrf-name| host hostname}

no snmp-server target list target-list

___________________
構文の説明

ターゲットリストの名前。target-list

ターゲットリストに含まれる VRFホストの名前を指定します。vrf vrf-name

ホスト名をターゲットリストに割り当てます。hostname変数は名
前または IPアドレスです。

host hostname

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

IPv6のサポートが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPターゲットリストを作成し、ホストをリストに割り当てるには、このコマンドを使用しま
す。 snmp-server community-mapコマンドを使用してターゲットリストがコミュニティ名にマッ
ピングされると、SNMPアクセスはそのコミュニティ名のターゲットリストのホストに制限され
ます。

ホストの IPアドレスは IPv4形式または IPv6形式のいずれかにできます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 この例では、新しいターゲットリスト「sample3」が作成され、VRFサーバ「server2」に割り当

てられます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server target list sample3 vrf server2

関連コマンド

説明コマンド

SNMPコミュニティをSNMPコンテキスト、セキュリティ名、
またはターゲットリストに関連付けます。

snmp-server community-map
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snmp-server throttle-time
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の着信メッセージを処理するためのスロットル時間
を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server throttle-timeコマン
ドを使用します。スロットル時間をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

snmp-server throttle-time time

no snmp-server throttle-time

___________________
構文の説明

着信キューのスロットル時間（ミリ秒）。指定できる値は 50～ 1000で
す。

time

___________________
コマンドデフォルト time：0

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、スロットル時間を 500ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server throttle-time 500

関連コマンド

説明コマンド

SNMPコミュニティをSNMPコンテキスト、セキュリティ名、
またはターゲットリストに関連付けます。

snmp-server community-map

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

144 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server throttle-time



snmp-server timeouts subagent
サブエージェントからの応答を待機する間 SNMPエージェントによって使用されるタイムアウト
を変更するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server timeouts subagentコ
マンドを使用します。 SNMPサブエージェントは、SNMPエージェントに登録され、MIBオブ
ジェクトセットを実装する機能固有のエンティティです。

snmp-server timeouts subagent timeout

no snmp-server timeouts subagent timeout

___________________
構文の説明 MIBモジュールからの応答を待機するときに SNMPエージェントによって

使用されるタイムアウト（秒単位）。デフォルトは 10です。
timeout

___________________
コマンドデフォルト timeout：10

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.8.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次の例では、タイムアウトは 8秒に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server timeouts subagent 8
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snmp-server trap authentication vrf disable
VPNで認証トラップをディセーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで
snmp-server trap authentication vrf disableコマンドを使用します。

snmp-server trap authentication vrf disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 認証トラップは、VPNではデフォルトでイネーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、VPNで認証トラップをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server trap authentication vrf disable
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関連コマンド

説明コマンド

SNMPのVPNルーティングおよび転送（VRF）プロパティを設
定します。

snmp-server vrf
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snmp-server trap link ietf
RFC 2863標準の変数バインド（varbind）を利用するために linkUpおよび linkDown SNMPトラッ
プに使用する varbindをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで
snmp-server trap link ietfコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

snmp-server trap link ietf

nosnmp-server trap link ietf

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 使用されるデフォルトの varbindは ciscoです。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

linkUP通知と linkDown通知の詳細については、RFC 2863の『The Interface Group MIB』、および
RFC 3418の『Management Information Base (MIB) for the Simple NetworkManagement Protocol (SNMP)』
を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、RFC 2863標準の varbindをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp-server trap link ietf

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server trap throttle-time
より多くの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップを処理するためのスロットル時
間を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server trap throttle-time
コマンドを使用します。スロットル時間をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

snmp-server trap throttle-time time

no snmp-server trap throttle-time

___________________
構文の説明

スロットル時間（ミリ秒単位）。指定できる値は 10～ 500です。time

___________________
コマンドデフォルト 250

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、トラップのスロットル時間を 500ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server trap throttle-time 500
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関連コマンド

説明コマンド

SNMPの着信メッセージを処理するためのスロットル時間を
指定します。

snmp-server throttle-time
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snmp-server traps
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップ通知をイネーブルにするには、グローバル
コンフィギュレーションモードで snmp-server trapsコマンドを使用します。 SNMP通知をディ
セーブルにするには、コマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps notification-type

no snmp-server traps [ notification-type ]
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___________________
構文の説明 notification-type
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（任意）イネーブルまたはディセーブルにする通知タイプ（トラップ）。タイプ

を指定しない場合は、デバイスで使用可能なすべての通知がイネーブルまたは

ディセーブルになります。

通知の種類には、次のキーワードのうち 1つ以上を指定できます。

bfd

双方向フォワーディング検出（BFD）トラップをイネーブルにします。

bgp

BGP4-MIBトラップおよび CISCO-BGP4-MIBトラップをイネーブルにしま
す。

bridgemib

ブリッジMIBの SNMPトラップをイネーブルにします。

config

設定通知を制御します（CISCO-CONFIG-MAN-MIB（enterprise
1.3.6.1.4.1.9.9.43.2）の定義に従う）。通知タイプは (1) ciscoConfigManEvent
です。

copy-complete

CONFIG-COPY-MIB ccCopyCompletionトラップをイネーブルにします。

ds1

SNMP Cisco DS1トラップをイネーブルにします。

ds2

SNMP Cisco DS2トラップをイネーブルにします。

entity

エンティティMIBの変更通知を制御します。この通知タイプは、
ENTITY-MIB（enterprise 1.3.6.1.2.1.47.2）で (1) entConfigChangeとして定義
されています。

ethernet

イーサネットリンクOAMおよび 802.1ag接続障害管理トラップをイネーブ
ルにします。

flash insertion

ciscoFlashDeviceInsertedNotifをイネーブルにします。

flash removal

ciscoFlashDeviceRemovedNotifをイネーブルにします。
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fru-ctrl

SNMPのエンティティ現場交換可能ユニット（FRU）制御トラップをイネー
ブルにします。

hsrp

SNMP HSRPトラップをイネーブルにします。

ipsec tunnel start

SNMP IPsecトンネル開始トラップをイネーブルにします。

ipsec tunnel stop

SNMP IPsecトンネル停止トラップをイネーブルにします。

isakmp

ISAKMPトラップをイネーブルにします。

l2vpn all

すべてのレイヤ 2 VPNトラップをイネーブルにします。

l2vpn vc-down

レイヤ 2 VPN VCダウントラップをイネーブルにします。

l2vpn vc-up

レイヤ 2 VPN VCアップトラップをイネーブルにします。

mpls frr all

すべてのMPLS高速再ルーティングMIBトラップをイネーブルにします。

mpls frr protected

MPLS高速再ルーティングトンネルトラップをイネーブルにします。

mpls ldp

SNMPマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ラベル配布プロト
コル（LDP）トラップをイネーブルにします。

mpls traffic-eng

SNMP MPLSトラフィックエンジニアリングトラップをイネーブルにしま
す。

msdp peer-state-change

SNMP MSDPピアステート変更トラップをイネーブルにします。

ntp
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SNMP Cisco NTPトラップをイネーブルにします。

otn

SNMPCisco光転送ネットワーク（OTN）トラップをイネーブルにします。

pim

SNMP PIMトラップをイネーブルにします。

rf

RF-MIBトラップをイネーブルにします。

sensor

SNMPエンティティセンサートラップをイネーブルにします。

snmp

SNMPトラップを有効にします。

sonet

SONETトラップをイネーブルにします。

syslog

エラーメッセージ通知（Cisco-syslog-MIB）を制御します。 logging history
コマンドで送信されるメッセージのレベルを指定します。

system

SNMP SYSTEMMIB-MIBトラップをイネーブルにします。

vpls

バーチャルプライベート LANサービス（VPLS）トラップをイネーブルに
します。

vrrp events

仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）トラップをイネーブルにします。

プラットフォームでサポートされるトラップ通知を表示するには、オ

ンラインヘルプ（?）機能を使用してください。
（注）

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

bridgemib、ds1、ds3、otn、、system、および vrrp events
キーワードが追加されました。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定した通知タイプのトラップ要求をイネーブルにするには、snmp-server trapsコマンドを使用
します。SNMP通知を送信するようにルータを設定するには、少なくとも1つの snmp-server traps
コマンドを指定します。キーワードを指定せずにコマンドを入力すると、すべての通知タイプが

イネーブルになります。通知タイプキーワードを指定した場合は、そのキーワードに関連する通

知タイプだけがイネーブルになります。複数の通知タイプをイネーブルにするには、通知タイプ

ごとに別々の snmp-server trapsコマンドを発行します。

個々のMIBの詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/
BrowseMIB.do?local=en&step=2）で入手可能な SNMP Object Navigatorで確認できます。

snmp-server trapsコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。 snmp-server host
コマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

一部の SNMPトラップ通知には、次の表に示すように、別のタスク IDが必要です。

操作タスク ID通知タイプ

read, writebgpbfd

read, writeospf

read, writeisis

read, writempls-te

read, writesnmp
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操作タスク ID通知タイプ

read, writebgpbgp

read, writeconfig-servicescopy-complete

read, writecryptoipsec

read, writecryptoisakmp

read, writel2vpnl2vpn

read, writempls-ldpmpls frr

read, writempls-te

read, writeipv4mpls l3vpn

read, writempls-ldp

read, writempls-te

read, writempls-ldpmpls ldp

read, writempls-te

read, writempls-ldpmpls traffic-eng

read, writempls-te

read, writeospfospf

read, writesysmgrsyslog

read, writel2vpnvpls

___________________
例 次に、ルータをイネーブルにし、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、

すべてのトラップをホスト myhost.cisco.comに送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public
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関連コマンド

説明コマンド

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

160 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server traps



snmp-server traps bgp
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ステート変更簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps
bgpコマンドを使用します。BGPステート変更 SNMP通知をディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

snmp-server traps bgp

no snmp-server traps bgp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。

BGPサーバステート変更通知をイネーブルまたはディセーブルにするには、snmp-server traps
bgpコマンドを使用します（BGP4-MIB（enterprise 1.3.6.1.2.1.15.7）の定義に従う）。通知タイプ
は次のとおりです。

• bgpEstablished

• bgpBackwardTransition

BGP通知は、BGP-4 MIBで次のように定義されます。

bgpTraps OBJECT IDENTIFIER ::= { bgp 7 }

bgpEstablished NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { bgpPeerLastError,
bgpPeerState }
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STATUS current
DESCRIPTION
"The BGP Established event is generated when the BGP FSM enters the ESTABLISHED
state."
::= { bgpTraps 1 }

bgpBackwardTransition NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { bgpPeerLastError,
bgpPeerState }
STATUS current
DESCRIPTION
"The BGPBackwardTransition Event is generated when the BGP FSM moves from a higher
numbered state to a lower numbered state."
::= {bgpTraps 2}

これらの通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/
SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMP Object Navigatorで BGP4-MIBを参
照してください。

ssnmp-server traps bgpコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。 snmp-server
hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

read, writebgp

___________________
例 次に、ルータをイネーブルにし、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、

BGPステート変更通知をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps bgp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps mpls l3vpn
MPLSレイヤ 3 VPN簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知の送信をイネーブルにする
には、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps mpls l3vpnコマンドを使
用します。MPLSレイヤ 3 VPN SNMP通知をディセーブルにするには、このコマンドの no形式
を使用します。

snmp-server traps mpls l3vpn {all| max-threshold-cleared| max-threshold-exceeded|
max-threshold-reissue-notif-time seconds| mid-threshold-exceeded| vrf-down| vrf-up}

no snmp-server traps mpls l3vpn

___________________
構文の説明

すべてのMPLSレイヤ 3 VPNトラップをイネーブルにしま
す。

all

最大しきい値クリアトラップをイネーブルにします。max-threshold-cleared

最大しきい値超過トラップをイネーブルにします。max-threshold-exceeded

最大しきい値通知を再発行する間隔（秒）を指定します。max-threshold-reissue-notif-time
seconds

中間しきい値超過トラップをイネーブルにします。mid-threshold-exceeded

VRFダウントラップをイネーブルにします。vrf-down

VRFアップトラップをイネーブルにします。vrf-up

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、デバイスをイネーブルにして、MPLSレイヤ 3 VPNトラップを送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps mpls l3vpn all

関連コマンド

説明コマンド

SNMPトラップ通知をイネーブルにします。snmp-server traps
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snmp-server traps ospf errors
Open Shortest Path First（OSPF）エラー簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知をイネー
ブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps ospf errorsコ
マンドを使用します。OSPFエラー SNMP通知をディセーブルにするには、このコマンドの no形
式を使用します。

snmp-server traps ospf errors {authentication-failure| bad-packet| config-error|
virt-authentication-failure| virt-bad-packet| virt-config-error}

no snmp-server traps ospf errors {authentication-failure| bad-packet| config-error|
virt-authentication-failure| virt-bad-packet| virt-config-error}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスでの認証エラーの SNMPトラップをイネー
ブルにします。

authentication-failure

物理インターフェイスでの不良パケットエラーのSNMPトラップ
をイネーブルにします。

bad-packet

物理インターフェイスでの設定エラーの SNMPトラップをイネー
ブルにします。

config-error

仮想インターフェイスでの認証エラーの SNMPトラップをイネー
ブルにします。

virt-authentication-failure

仮想インターフェイスでの不良パケットエラーのSNMPトラップ
をイネーブルにします。

virt-bad-packet

仮想インターフェイスでの設定エラーの SNMPトラップをイネー
ブルにします。

virt-config-error

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。

OSPFエラー通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/
SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMPObject NavigatorでOSPF-TRAP-MIB
を参照してください。

snmp-server traps ospf errorsコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。
snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータで OSPFエラー通知

をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospf errors
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps ospf lsa
Open Shortest Path First（OSPF）リンクステートアドバタイズメント簡易ネットワーク管理プロト
コル（SNMP）通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで
snmp-server traps ospf lsaコマンドを使用します。OSPFリンクステート SNMP通知をディセーブ
ルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps ospf lsa {lsa-maxage| lsa-originate}

no snmp-server traps ospf lsa {lsa-maxage| lsa-originate}

___________________
構文の説明

リンクステートアドバタイズメントの最大エージングのSNMPトラッ
プをイネーブルにします。

lsa-maxage

リンクステートアドバタイズメントの発信のSNMPトラップをイネー
ブルにします。

lsa-originate

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。

OSPFリンクステートアドバタイズメント通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com
（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMPObject
Navigatorで OSPF-TRAP-MIBを参照してください。

snmp-server traps ospf lsaコマンドは、snmp-serverhostコマンドとともに使用します。 snmp-server
hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータでOSPFリンクステー

トアドバタイズメント通知をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospf lsa lsa-maxage
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps ospf retransmit
Open Shortest Path First（OSPF）再送信簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知をイネー
ブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps ospf retransmit
コマンドを使用します。OSPF再送信 SNMP通知をディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

snmp-server traps ospf retransmit {packets| virt-packets}

no snmp-server traps ospf retransmit {packets| virt-packets}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスでのパケット再送信の SNMPトラップをイネー
ブルにします。

packets

仮想インターフェイスでのパケット再送信の SNMPトラップをイネー
ブルにします。

virt-packets

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。

OSPF再送信通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/
SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMPObject NavigatorでOSPF-TRAP-MIB
を参照してください。

snmp-server traps ospf retransmitコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。
snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータで OSPF再送信通知

をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospf retransmit packets
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps ospf state-change
OpenShortestPathFirst（OSPF）ネイバーステート変更の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps
ospf state-changeコマンドを使用します。 OSPFステート変更 SNMP通知をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps ospf state-change {if-state-change| neighbor-state-change| virtif-state-change|
virtneighbor-state-change}

no snmp-server traps ospf state-change {if-state-change| neighbor-state-change| virtif-state-change|
virtneighbor-state-change}

___________________
構文の説明 OSPF非仮想インターフェイスステート変更の SNMP

トラップをイネーブルにします。

if-state-change

OSPFネイバーステート変更のSNMPトラップをイネー
ブルにします

neighbor-state-change

OSPF仮想インターフェイスステート変更の SNMPト
ラップをイネーブルにします。

virtif-state-change

OSPF仮想ネイバーステート変更の SNMPトラップを
イネーブルにします。

virtneighbor-state-change

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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SNMP通知はトラップとして送信できます。

OSPFサーバステート変更通知をイネーブルまたはディセーブルにするには、snmp-server traps
ospf state-changeコマンドを使用します（MIBでの定義に従う）。 1つの通知タイプは
ospfNbrStateChangeです。

たとえば、OSPF ospfNbrStateChange通知は、OSPF MIBで次のように定義されます。

! ospfNbrStateChange NOTIFICATION-TYPE
! OBJECTS {
! ospfRouterId, -- The originator of the trap
! ospfNbrIpAddr,
! ospfNbrAddressLessIndex,
! ospfNbrRtrId,
! ospfNbrState -- The new state
! }
! STATUS current

これらの通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/
SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMPObject NavigatorでOSPF-TRAP-MIB
を参照してください。

snmp-server traps ospf state-changeコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。
snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、ルータがコミュニティストリング publicを使用してホスト myhost.cisco.comに OSPF状態

変化通知を送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospf state-change neighbor-state-change
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps ospfv3 errors
Open Shortest Path First（OSPF）バージョン 3エラー簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps
ospfv3 errorsコマンドを使用します。 OSPFv3エラー SNMP通知をディセーブルにするには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps ospfv3 errors [bad-packet| config-error| virt-bad-packet| virt-config-error]

no snmp-server traps ospfv3 errors [bad-packet| config-error| virt-bad-packet| virt-config-error]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスでの不良パケットエラーのSNMPトラップを
イネーブルにします。

bad-packet

物理インターフェイスでの設定エラーのSNMPトラップをイネーブ
ルにします。

config-error

仮想インターフェイスでの不良パケットエラーのSNMPトラップを
イネーブルにします。

virt-bad-packet

仮想インターフェイスでの設定エラーのSNMPトラップをイネーブ
ルにします。

virt-config-error

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。
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OSPFv3エラー通知やその他のMIB機能の詳細については、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/
SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で利用可能な SNMPObject NavigatorでOSPFV3-MIBを
参照してください。

snmp-server traps ospfv3 errorsコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。
snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータで OSPFエラー通知

をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospfv3 errors
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps ospfv3 state-change
Open Shortest Path First（OSPF）バージョン 3ステート変更の簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP）通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードでsnmp-server
traps ospfv3 state-changeコマンドを使用します。 OSPFv3ステート変更 SNMP通知をディセーブ
ルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps ospfv3 state-change [if-state-change| neighbor-state-change| nssa-state-change|
restart-helper-status-change| restart-status-change| restart-virtual-helper-status-change|
virtif-state-change| virtneighbor-state-change]

no snmp-server traps ospfv3 state-change [if-state-change| neighbor-state-change| nssa-state-change|
restart-helper-status-change| restart-status-change| restart-virtual-helper-status-change|
virtif-state-change| virtneighbor-state-change]

___________________
構文の説明 OSPFv3非仮想インターフェイスステート変更のSNMP

トラップをイネーブルにします。

if-state-change

OSPFv3ネイバーステート変更の SNMPトラップをイ
ネーブルにします

neighbor-state-change

OSPFv3 Not So Stubby Area（NSSA）ステータス変更の
SNMPトラップをイネーブルにします。

nssa-state-change

OSPFv3再起動ヘルパーステータス変更のSNMPトラッ
プをイネーブルにします。

restart-helper-status-change

OSPFv3再起動ステータス変更の SNMPトラップをイ
ネーブルにします。

restart-status-change

OSPFv3仮想ヘルパー再起動ステータス変更の SNMP
トラップをイネーブルにします。

restart-virtual-helper-status-change

OSPFv3仮想インターフェイスステート変更の SNMP
トラップをイネーブルにします。

virtif-state-change

OSPFv3仮想ネイバーステート変更の SNMPトラップ
をイネーブルにします。

virtneighbor-state-change

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。
___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMP通知はトラップとして送信できます。

さまざまな OSPFv3サーバステート変更通知をイネーブルまたはディセーブルにするには、
snmp-server traps ospfv3 state-changeコマンドを使用します（MIBでの定義に従う）。

snmp-server traps ospfv3 state-changeコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用しま
す。 snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定しま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータが OSPFv3 NSSAス

テート変更通知をアドレス myhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ospfv3 state-change nssa-state-change
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps pim interface-state-change
Protocol IndependentMulticast（PIM）インターフェイスステータス通知をイネーブルにするには、
グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps pim interface-state-changeコマン
ドを使用します。このコマンドをディセーブルにして通知が送信されないようにするには、この

コマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps pim interface-state-change

no snmp-server traps pim interface-state-change

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知はデフォルトではディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

PIMインターフェイスのステータスがアップからダウンに変化したときに通知を送信するには、
snmp-server traps pim interface-state-changeコマンドを使用します。ステータスがアップのとき
は、通知はPIMインターフェイスの復元を示します。ステータスがダウンのときは、通知はPIM
インターフェイスの喪失を示します。

PIM通知は、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で
入手可能な SNMP Object Navigatorからアクセスできる CISCO-PIM-MIB.myおよび PIM-MIB.my
ファイルで定義されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28480-01-J 177

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server traps pim interface-state-change

http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2


___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、snmp-server traps pim interface-state-changeコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps pim interface-state-change
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信
者を指定します。

snmp-server host

無効なPIMプロトコル操作のモニタリングの通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps pim
invalid-message-received

Protocol Independent Multicast（PIM）ネイバーのステータス
ダウン通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim neighbor-change

Auto-RPまたは BSRメッセージによる RPマッピング情報の
変更を示す通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim
rp-mapping-change

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps pim invalid-message-received
無効な registerの受信や無効な join/pruneの受信など、無効な Protocol IndependentMulticast（PIM）
プロトコル操作のモニタリングの通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレー

ションモードで snmp-server traps pim invalid-message-receivedコマンドを使用します。このコマ
ンドをディセーブルにして通知が送信されないようにするには、このコマンドのno形式を使用し
ます。

snmp-server traps pim invalid-message-received

no snmp-server traps pim invalid-message-received

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知はデフォルトではディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

ルータは、パケットで指定されている RPがマルチキャストグループの RPではない join/prune
メッセージを受信する場合があります。または、RPではないマルチキャストグループから register
メッセージを受信する場合があります。

PIM通知は、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で
入手可能な SNMP Object Navigatorからアクセスできる CISCO-PIM-MIB.myおよび PIM-MIB.my
ファイルで定義されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、snmp-server traps pim invalid-message-receivedコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps pim invalid-message-received
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信
者を指定します。

snmp-server host

PIMインターフェイスのステータス通知をイネーブルにしま
す。

snmp-server traps pim
interface-state-change

Protocol Independent Multicast（PIM）ネイバーのステータス
ダウン通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim neighbor-change

Auto-RPまたは BSRメッセージによる RPマッピング情報の
変更を示す通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim
rp-mapping-change

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージのSNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps pim neighbor-change
Protocol IndependentMulticast（PIM）ネイバーのステータスダウン通知をイネーブルにするには、
グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps pim neighbor-changeコマンドを
使用します。 PIMネイバーのダウン通知をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

snmp-server traps pim neighbor-change

no snmp-server traps pim neighbor-change

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト PIMの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知はデフォルトではディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスで PIMネイバーのステータスがアップからダウンに変化したときに通知を送信
するには、snmp-server traps pim neighbor-changeコマンドを使用します。 snmp-server hostコマ
ンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

PIM通知は、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で
入手可能な SNMP Object Navigatorからアクセスできる CISCO-PIM-MIB.myおよび PIM-MIB.my
ファイルで定義されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、ルータで PIMネイバース

テータスダウン通知をアドレスmyhost.cisco.comのホストに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps pim neighbor-change
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信
者を指定します。

snmp-server host

PIMインターフェイスのステータス通知をイネーブルにし
ます。

snmp-server traps pim
interface-state-change

無効な PIMプロトコル操作のモニタリングの通知をイネー
ブルにします。

snmp-server traps pim
invalid-message-received

Auto-RPまたは BSRメッセージによる RPマッピング情報
の変更を示す通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim
rp-mapping-change

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネー
ブルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps pim rp-mapping-change
Auto-RPまたはブートストラップルータ（BSR）メッセージのいずれかによりランデブーポイン
ト（RP）マッピング情報が変化したことを示す通知をイネーブルにするには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server traps pim rp-mapping-changeコマンドを使用します。
このコマンドをディセーブルにして通知が送信されないようにするには、このコマンドのno形式
を使用します。

snmp-server traps pim rp-mapping-change

no snmp-server traps pim rp-mapping-change

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト PIMの SNMP通知はデフォルトではディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

PIM通知は、cisco.com（http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2）で
入手可能な SNMP Object Navigatorからアクセスできる CISCO-PIM-MIB.myおよび PIM-MIB.my
ファイルで定義されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、snmp-server traps pim rp-mapping-changeコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps pim rp-mapping-change
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信
者を指定します。

snmp-server host

PIMインターフェイスのステータス通知をイネーブルにし
ます。

snmp-server traps pim
interface-state-change

Protocol Independent Multicast（PIM）ネイバーのステータス
ダウン通知をイネーブルにします。

snmp-server traps pim neighbor-change

無効な PIMプロトコル操作のモニタリングの通知をイネー
ブルにします。

snmp-server traps pim
invalid-message-received

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネー
ブルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps rsvp
リソース予約プロトコル（RSVP）通知の送信をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで snmp-server traps rsvpコマンドを使用します。RSVP通知をディセーブルに
するには、コマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps rsvp {all| lost-flow| new-flow}

___________________
構文の説明

両方の新しいフローの失われたフロートラップの送信をイネーブルにし

ます。

all

フローが削除されるときにトラップを送信できるようにします。lost-flow

フローが作成されるときにトラップを送信できるようにします。new-flow

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writempls-te

read, writeouni

read, writesnmp
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___________________
例 次に、すべての SNMP RSVP MIBトラップをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps rsvp all
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snmp-server traps selective-vrf-download role-change
物理エンティティを介してトラフィックを転送するために必要なプレフィックスおよびラベルの

みを物理エンティティにダウンロードしようとするには、グローバルコンフィギュレーション

モードで snmp-server trap selective-vrf-download role-changeコマンドを使用します。

snmp-server trap selective-vrf-download role-change

このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 選択的な VRFダウンロードはディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン 選択的なVRFダウンロード機能を使用すると、物理エンティティを介してトラフィックを転送す

るために必要なプレフィックスおよびラベルのみを物理エンティティにダウンロードするための

ベストエフォートが行われます。これは、設定に基づいて物理エンティティのロールを特徴付け

ることによって実現されます。

ネットワーク管理の観点から CISCO-SELECTIVE-VRF-DOWNLOAD-MIBは次を行います。

•パケット転送が可能な各物理エンティティの選択的なVRFダウンロード機能に関連する状態
をリストします。

•パケット転送が可能な各物理エンティティのアドレスファミリ（IPv4および IPv6）ごとに
ロール変更履歴をリストします。

•パケット転送が可能な各物理エンティティに選択的にダウンロードされるVRFテーブルをリ
ストします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

read, writebasic-services
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___________________
例 次に、選択的な VRFダウンロードをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps selective-vrf-download role-change
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snmp-server traps snmp
RFC1157簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知の送信をイネーブルにするには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps snmpコマンドを使用します。RFC 1157
SNMP通知をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps snmp [authentication| coldstart| linkdown| linkup| warmstart]

no snmp-server traps snmp [authentication| coldstart| linkdown| linkup| warmstart]

___________________
構文の説明

（任意）SNMP認証失敗通知の送信を制御します。authentication

（任意）SNMP linkup通知の送信を制御しますlinkup

（任意）SNMP linkDown通知の送信を制御しますlinkdown

（任意）SNMP coldStart通知の送信を制御します。coldstart

（任意）SNMPwarmStart通知の送信を制御します。warmstart

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

authentication、linkup、linkdown、coldstart、および
warmstartキーワードが追加されました。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ssnmp-server traps snmpコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。 snmp-server
hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。
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オプションの authenticationキーワードは、SNMP認証失敗通知の送信を制御します。通知を送
信するには、最低限 1つは snmp-server hostコマンドを設定する必要があります。認証の Failure
(4)トラップは、送信元のデバイスがプロトコルメッセージの宛先として適切に認証されていない
ことを示します。認証方法は、使用されているSNMPのバージョンによって異なります。SNMPv1
または SNMPv2cの場合、認証の失敗はパケットのコミュニティストリングが正しくないために
発生します。 SNMPv3の場合は、認証の失敗は、パケットの SHAまたはMD5認証キーが正しく
ないため、またはパケットが信頼できる SNMPエンジンのウィンドウの範囲外であるために発生
します。

オプションの linkupキーワードは、SNMP linkUp通知の送信を制御します。 linkUp(3)トラップ
は、送信側デバイスがエージェントの設定の開始時に表される通信リンクの 1つを認識すること
を示します。

オプションの linkdownキーワードは、SNMP linkDown通知の送信を制御します。 linkDown(2)ト
ラップは、送信側デバイスがエージェントの設定で表される通信リンクの 1つで障害を認識する
ことを示します。

linkupまたは linkdownキーワードを指定して snmp-server traps snmpコマンドを使用すると、
SNMP linkUpおよび linkDownトラップがグローバルにイネーブルまたはディセーブルになりま
す。これらのいずれかのトラップをグローバルにイネーブルにした後で、インターフェイスコン

フィギュレーションモードで no notification linkupdown disableコマンドを使用して、特定のイン
ターフェイスでこれらのトラップをイネーブルまたはディセーブルにできます。RFC2863に準拠
して、linkUpおよび linkDownトラップは、他のインターフェイス上で動作しないインターフェイ
スでイネーブルにされ（ifStackTableの定義に従う）、それ以外のインターフェイス上ではディ
セーブルにされます。これは、このようなインターフェイスで linkUpおよび linkDown通知をイ
ネーブルにする必要がないことを意味します。ただし、snmp-server traps snmpコマンドを使用
して通知をグローバルにイネーブルにしない場合、linkUpおよび linkDown通知は送信されませ
ん。

オプションの coldstartキーワードは、SNMP coldStart通知の送信を制御します。 coldStart(0)ト
ラップは、エージェントの設定またはプロトコルエンティティの実装が変更される可能性がある

方法で送信デバイスが自身を再初期化することを示します。

オプションのwarmstartキーワードは、SNMP coldStart通知の送信を制御します。warmStart(1)ト
ラップは、エージェントの設定もプロトコルエンティティの実装も変更されない方法で送信側デ

バイスが自身を再初期化することを示します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、publicとして定義されたコミュニティストリングを使用して、デバイスですべてのトラッ

プをホスト myhost.cisco.comに送信できるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps snmp
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public snmp

次に、linkUpおよび linkDownトラップのみをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps snmp linkup
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps snmp linkdown

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server traps syslog
Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知をイネーブ
ルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps syslogコマンドを
使用します。これらのタイプの通知をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

snmp-server traps syslog

no snmp-server traps syslog

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト SNMP通知はデフォルトで無効に設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp-server traps syslogコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。 snmp-server
hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つ以上）を指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、コミュニティストリング publicを使用してホスト myhost.cisco.comへの Cisco-syslog-MIB

エラーメッセージ通知をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps syslog
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host myhost.cisco.com version 2c public

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信
者を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp
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snmp-server trap-source
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップを発信するインターフェイス（したがって、
対応する IPアドレス）を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server
trap-sourceコマンドを使用します。送信元の指定を削除するには、このコマンドの no形式を使
用します。

snmp-server trap-source type interface-path-id

no snmp-server trap-source

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスは指定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco SNMPデバイスから送信される SNMPトラップには、その時点で終了したインターフェイ
スのアドレスが含まれます。特定のインターフェイスからの通知をモニタリングするには、

snmp-server trap-sourceコマンドを使用します。
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ルートスイッチプロセッサカード上にある管理イーサネットインターフェイスを参照する場

合、物理スロット番号は数値（0～ n-1。ここで、nはシャーシ内のラインカードスロットの
数）であり、モジュールは CPU0です。例：MgmtEth0/1/CPU0/0。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイス 0/0/1/0の IPアドレスがすべての SNMP

通知の送信元であることを指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server trap-source POS 0/0/1/0

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server trap-timeout
再送信キューにあるトラップメッセージの再送信を試みる頻度を定義するには、グローバルコン

フィギュレーションモードで snmp-server trap-timeoutコマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server trap-timeout seconds

no snmp-server trap-timeout seconds

___________________
構文の説明

メッセージ再送信の間隔（秒単位）を設定する整数。有効な値は 1～
1000です。

seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：30

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco IOS XRソフトウェアは、トラップの送信を試みる前に、宛先アドレスまでのルートを検索
します。既知のルートがない場合、トラップは再送信キューに保存されます。再送信を試みる間

隔の秒数を指定するには、snmp-server trap-timeoutコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、再送信キューのトラップメッセージの再送信を 20秒間隔で試みるように設定する例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server trap-timeout 20

関連コマンド

説明コマンド

ローカルデバイスで SNMPエンジン IDを指定します。snmp-server engineid local

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者
を指定します。

snmp-server host

BGPステート変更 SNMP通知をイネーブルにします。snmp-server traps bgp

RFC 1157 SNMP通知の送信をイネーブルにします。snmp-server traps snmp

Cisco-syslog-MIBエラーメッセージの SNMP通知をイネーブ
ルにします。

snmp-server traps syslog
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snmp-server user
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）グループに新しいユーザを設定するには、グローバ
ルコンフィギュレーションモードで snmp-server userコマンドを使用します。 SNMPグループか
らユーザを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server user username groupname {v1| v2c| v3 [auth {md5| sha} {clear| encrypted} auth-password
[priv {3des| aes aes-bit-encryption| des56} {clear| encrypted} priv-password]]} [SDROwner| SystemOwner]
[ access-list-name ]

no snmp-server user username groupname

___________________
構文の説明

エージェントに接続する、ホスト上のユーザの名前。username

エントリが属する ACL（アクセスコントロールリスト）名groupname

SNMPv1セキュリティモデルを使用することを指定します。v1

SNMPv2cセキュリティモデルを使用することを指定します。v2c

SNMPv3セキュリティモデルを使用することを指定します。v3

（任意）使用する認証レベルを指定します。このキーワード

を使用する場合、認証レベルおよび許可パスワードを指定す

る必要があります。

auth

HMAC-MD5-96認証レベルを指定します。md5

HMAC-SHA-96認証レベルを指定します。sha

暗号化されていないパスワードが続くことを示します。clear

暗号化パスワードが続くことを指定します。encrypted

認証パスワード。エージェントがホストからのパケットを受

信できるようにする（64文字を超えない）文字列です。
auth-password

（任意）暗号化パラメータが続くことを指定します。priv

ユーザの暗号化の 168ビットトリプルデータ暗号規格
（3DES）レベルを指定します。

3des

ユーザの暗号化の Advanced Encryption Standard（AES）レベ
ルを指定します。サポートされるオプションは、128、192、
および 256ビット暗号化です。

aes aes-bit-encryption

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

198 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp-server user



ユーザの暗号化の 56ビットデータ暗号規格（DES）レベル
を指定します。

des56

指定されたものに従ったプライバシーパスワード。クリア

テキストまたは暗号化されたテキストの可能性があります。

priv-password

（任意）エージェントへのアクセスを、オーナーの Secure
Domain Router（SDR;セキュアドメインルータ）だけに制限
します。

SDROwner

（任意）すべての SDRがシステム全体のエージェントにア
クセスできるようにします。

SystemOwner

（任意）この SNMPユーザと関連付けるアクセスリスト。
access-list-name引数は 1～ 99の値を表します。これは、標
準 IPアクセスリストの IDです。

access-list-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、アクセスはオーナー SDRのエージェントだけに制限されます。

「表 8： snmp-server userのデフォルトの説明, （200ページ）」も参照してください。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

AESおよび 3DES暗号化形式がサポートされました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

3DESおよびAES暗号規格を使用するには、セキュリティパッケージ（k9sec）がインストールさ
れている必要があります。ソフトウェアパッケージのインストールの詳細については、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Management Configuration Guide』で
「Upgrading and Managing Cisco IOS XR Software」を参照してください。
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表 8： snmp-server user のデフォルトの説明

デフォルト特性

テキストストリングが想定されます。passwords

すべての IPアクセスリストからのアクセスが
許可されます。

access lists

SDR とシステム全体のアクセス

SDROwnerキーワードを指定して snmp-server userコマンドを入力すると、オーナー SDR内の
MIBオブジェクトインスタンスに対してのみ SNMPアクセスが許可されます。

SystemOwnerキーワードを指定して snmp-server userコマンドを入力すると、システム全体に
SNMPアクセスが付与されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、group2内の user2に対するプレーンテキストのパスワードとしてストリング abcdを入力す

る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server user user2 group2 v3 auth md5 clear abcd

このユーザが設定に追加されたことを確認するには、show snmp userコマンドを使用します。

ローカライズされたMD5または SHAダイジェストが既知の場合は、プレーンテキストのパス
ワードの代わりにそのストリングを指定します。ダイジェストは AA:BB:CC:DDのようにフォー
マットを設定する必要があります。AA、BB、CC、DDは 16進表記の値です。また、ダイジェス
トの長さは正確に 16オクテットである必要があります。

次に、ダイジェスト名 00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FFを指定してコマンドを指
定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server user user2 group2 v3 auth md5 encrypted
00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FF
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関連コマンド

説明コマンド

新しいSNMPグループの設定、またはSNMPユーザをSNMPビュー
にマップするテーブルの設定を行います。

snmp-server group
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snmp-server view
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のビューエントリを作成または更新するには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで snmp-server viewコマンドを使用します。指定したサー
バのビューエントリを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server view view-name oid-tree {excluded| included}

no snmp-server view view-name oid-tree {excluded| included}

___________________
構文の説明

更新または作成するビューレコードのラベル。レコードはこの名前で参

照されます。

view-name

ビューに含める、またはビューから除外する ASN.1サブツリーの OID。
サブツリーを指定するには、1.3.6.2.4のような数字で構成されるテキスト
ストリング、または systemのような語を使用します。サブツリーファミ
リを指定するには、サブ IDの 1文字をアスタリスク（*）ワイルドカード
に変えます。たとえば、1.3.*.4です。

oid-tree

MIBファミリをビューから除外します。excluded

MIBファミリをビューに含めます。included

___________________
コマンドデフォルト ビューエントリは存在しません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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他のSNMPコマンドでは、キーワードとしてビューが必要です。ビューを含むレコードを作成す
る他のコマンドでキーワードとして使用するビューを作成するには、snmp-server viewコマンド
を使用します。

明示的にビューを定義する代わりに、次の定義済みビューを使用できます。SNMPエージェント
はこれらのビューをサポートします。

all

ユーザがすべてのオブジェクトを参照できることを示す定義済みのビュー。

CfgProt

ユーザが SNMPv3設定テーブルを除くすべてのオブジェクトを参照できることを示す定義
済みのビュー。

vacmViewTreeFamilyEntry

ユーザが vacmViewTreeFamilyEntryのデフォルトの設定を参照できることを示す定義済みの
ビュー。

ただし、Cisco IOS XRソフトウェアでサポートされる定義済みのビューは、RFC 3415で指定され
ている定義済みのビューとは一致しません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、MIB-IIサブツリー内のすべてのオブジェクトを含むビューを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view mib2 1.3.6.1.2.1 included

次に、MIB-IIシステムグループのすべてのオブジェクトおよびCiscoエンタープライズMIBのす
べてのオブジェクトを含むビューを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.2.1.1 included
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.4.1.9 included

次に、sysServices（System 7）とMIB-IIインターフェイスグループ内のインターフェイス 1のす
べてのオブジェクトを除く、MIB-IIシステムグループのすべてのオブジェクトを含むビューを作
成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.2.1.1 included
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.2.1.1.7 excluded
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.*.1 included
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関連コマンド

説明コマンド

設定されたビューと、それに関連付けられたMIBビューのファミリ
名、ストレージタイプ、およびステータスを表示します。

show snmp view

新しい SNMPグループの設定、または SNMPユーザを SNMPビュー
にマップするテーブルの設定を行います。

snmp-server group
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snmp-server vrf
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の VPNルーティングおよび転送（VRF）プロパティ
を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server vrfコマンドを使用
します。設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

snmp-server vrf vrf-name[host address [clear| encrypted][traps][version {1| 2c| 3 security-level}]
community-string[udp-port port]][context context-name]

no snmp-server vrf vrf-name

___________________
構文の説明 VRFの名前。vrf-name

（任意）ホスト（対象の送信先）の名前または IPアドレスを指定し
ます。

host address

（任意）community-string引数がクリアテキストであることを指定し
ます。

clear

（任意）community-string引数が暗号化されたテキストであることを指
定します。

encrypted

（任意）通知をトラップとして送信する必要があることを指定しま

す。これはデフォルトです。

traps

（任意）トラップの送信に使用する SNMPのバージョンを指定しま
す。デフォルトは SNMPv1です。 versionキーワードを使用するとき
は、次のいずれかのキーワードを指定する必要があります。

• 1：SNMPv1

• 2c：SNMPv2C

• 3：SNMPv3

version {1 | 2c | 3}

（任意）SNMPv3のセキュリティレベル。次のオプションがありま
す。

• auth：authNoPriv

• noauth：noAuthNoPriv

• priv：authPriv

security-level

SNMPv1および SNMPv2、または SNMPv3ユーザのコミュニティス
トリングを指定します。

community-string
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（任意）通知の送信先となる UDPポートを指定します。udp-port port

（任意）vrf-name引数の値で識別されるVRFにマッピングされるコン
テキストの名前。

context context-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

IPv6のサポートが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SNMPVRFコンフィギュレーションモードを開始し、VRFのSNMP通知受信者を設定するには、
このコマンドを使用します。 VRF経由で到達可能な SNMP通知受信者を設定できます。

SNMP通知は、VRF名で識別されるルーティングテーブルインスタンスを使用して、アドレスに
よって表される受信者に転送されます。通知は、VRF名で識別されるルーティングテーブルイ
ンスタンスを使用して、アドレスによって表される受信者に転送されます。

address引数には、ホスト名または IPアドレスのいずれかを指定できます。 IPv4と IPv6の両方の
形式がサポートされています。

クリアテキストで入力したコミュニティストリングを show runningコマンドの出力で暗号化し
て表示するには、clearキーワードを使用します。暗号化されたストリングを入力するには、
encryptedキーワードを使用します。クリアテキストでコミュニティストリングを入力し、それ
がシステムによって暗号化されないようにするには、どちらのキーワードも使用しないようにし

ます。

context-name引数の値で識別される SNMPコンテキストは、このサブモードで VRFにマッピング
できます。このコンテキストは、snmp-server contextコマンドを使用して作成する必要がありま
す。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、VRF名のホスト IPアドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server vrf vrfa
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-snmp-vrf)# host 12.21.0.1 traps version
2c public udp-port 2525

関連コマンド

説明コマンド

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）コンテキストを作成
します。

snmp-server context

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）通知操作の受信者を
指定します。

snmp-server host
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snmp test trap all
サポートされているすべてのトラップのトラップレシーバに簡易ネットワーク管理プロトコル

（SNMP）トラップメッセージを送信するには、EXECモードで snmp test trap allコマンドを使
用します。

snmp test trap all

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp test trapコマンドを使用するには、ルータで SNMPを設定する必要があります。このコマ
ンドは、スケーラビリティ、パフォーマンス、またはハイアベイラビリティのシナリオをテスト

するためのものではありません。

サポートされているすべてのトラップのテストトラップを生成するには、snmp test trap allコマ
ンドを使用します。次のトラップタイプがサポートされます。

• coldStart：SNMPエージェントの初期化と設定は変更されていることがあります。

• warmStart：SNMPエージェントの初期化と設定は変更されません。

• linkUp：インターフェイス ifOperStatusはアップ状態です。

• linkDown：インターフェイス ifOperStatusはダウン状態です。

• clogMessage Generated：Syslogメッセージが生成されます。

• ciscoFlashDeviceInsertedNotif：フラッシュデバイスが取り付けられます。

• ciscoFlashDeviceRemovedNotif：フラッシュデバイスは取り外されます。
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• ciscoRFProgressionNotif：RFの状態は変化します。

• ciscoRFSwactNotif：スイッチオーバー。

• ciscoConfigManEvent：コマンドラインインターフェイス（CLI）設定管理イベント。

• newRoot：SNMPエージェントは、スパニングツリーの新しいルートです。

• topologyChange：ブリッジポートはフォワーディングステートに移行しました。

• cefcFanTrayOperStatus：ファントレイ cefcFanTrayOperStatusはアップ状態です。

• cefcModuleStatusChange：モジュール cefcModuleOperStatusはOK（モジュールはアップ状態）
であるか、モジュール cefcModuleOperStatusは Failed（モジュールはダウン状態）です。

• entSensorThresholdNotification：entSensorValueは entSensorthresholdValueを超過しました。

• cefcPowerStatusChange：冗長 PowerSupplyで障害が発生します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、snmp test trap allコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp test trap all

関連コマンド

説明コマンド

entPhysicalNameおよび entPhysicalIndexのマッピングを表示し
ます。

show snmp entity

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリリー
ス 4.3.x    

   OL-28480-01-J 209

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp test trap all



snmp test trap entity
テストSNMPエンティティトラップメッセージをトラップレシーバに送信するには、EXECモー
ドで snmp test trap entityコマンドを使用します。

snmp test trap entity {fru {power status-change failed|module status-change {up| down}| fan-tray
oper-status up}| sensor threshold-notification}[entity-index index]

___________________
構文の説明

現地交換可能ユニットトラップを送信し

ます。

fru

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIBの
cefcPowerStatusChangeトラップを送信しま
す。

power status-change failed

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIBの
cefcModuleStatusChangeトラップを送信し
ます。

module status-change{up | down}

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIBの
cefcFanTrayOperStatusトラップを送信しま
す。

fan-tray oper-status up

センサートラップを送信します。sensor

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIBの
entSensorThresholdNotificationトラップを
送信します。

threshold-notification

トラップを生成する物理的なインデック

スを指定します。

entity-index index

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp test trap entityコマンドは、エンティティMIBトラップの送信をテストします。これはス
ケーラビリティ、パフォーマンス、またはハイアベイラビリティのシナリオをテストするための

ものではありません。 snmp test trapコマンドを使用するには、ルータで SNMPを設定する必要
があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、snmp test trap entityコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp test trap entity sensor threshold index

関連コマンド

説明コマンド

entPhysicalNameおよび entPhysicalIndexのマッピングを表示し
ます。

show snmp entity
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snmp test trap infra
テスト簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インフラストラクチャトラップメッセージを
トラップレシーバに送信するには、EXECモードで snmp test trap infraコマンドを使用します。

snmp test trap infra {bridge {new-root| topology-change}| config event| flash {device-inserted|
device-removed}| redundancy {progression| switch}| syslog message-generated}

___________________
構文の説明

ブリッジトラップを送信します。bridge

BRIDGE-MIBの newRootトラップを送信
します。

new-root

BRIDGE-PORTの topologyChangeトラップ
を送信します。

topology-change

CISCO-CONFIG-MAN-MIBの
ciscoConfigManEventトラップを送信しま
す。

config event

フラッシュトラップを送信します。flash

CISCO-FLASH-MIBの
ciscoFlashDeviceInsertedNotifトラップを送
信します。

device-inserted

CISCO-FLASH-MIBの
ciscoFlashDeviceRemovedNotifトラップを
送信します。

device-removed

RFトラップを送信します。redundancy

CISCO-RF-MIBの ciscoRFProgressionNotif
トラップを送信します。

progression

CISCO-RF-MIBの ciscoRFSwactNotifトラッ
プを送信します。

switch

CISCO-SYSLOG-MIBの
clogMessageGeneratedを送信します。

syslog message-generated

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コマンドリファレンスリ
リース 4.3.x

212 OL-28480-01-J  

SNMP サーバコマンド： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
snmp test trap infra



___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp test trap infraコマンドは、インフラストラクチャMIBトラップの送信をテストします。こ
れはスケーラビリティ、パフォーマンス、またはハイアベイラビリティのシナリオをテストする

ためのものではありません。このコマンドを使用するには、ルータでSNMPを設定する必要があ
ります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp

___________________
例 次に、snmp test trap infraコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp test trap infra syslog message-generated
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snmp test trap interface
テスト簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターフェイストラップメッセージをト
ラップレシーバに送信するには、EXECモードで snmp test trap interfaceコマンドを使用します。

snmp test trap interface {link-down| link-up}ifindex index

___________________
構文の説明 IF-MIBの linkDownトラップを送信します。link-down

IF-MIBの linkUpトラップを送信します。link-up

IF-MIBトラップを送信するインターフェイスインデックスを指
定します。

ifindex index

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmp test trap interfaceコマンドは、IF-MIBトラップの送信をテストします。これはスケーラビ
リティ、パフォーマンス、またはハイアベイラビリティのシナリオをテストするためのものでは

ありません。このコマンドを使用するには、ルータで SNMPを設定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp
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___________________
例 次に、snmp test trap interfaceコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp test trap interface link-down
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snmp test trap snmp
テスト簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップメッセージをトラップレシーバに送
信するには、EXECモードで snmp test trap snmpコマンドを使用します。

snmp test trap snmp {cold-start| warm-start}

___________________
構文の説明 SNMPv2-MIBの coldStartトラップを送信します。cold-start

SNMPv2-MIBの warmStartトラップを送信します。warm-start

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

snmptest trap snmpコマンドは、MIBトラップの送信をテストします。これはスケーラビリティ、
パフォーマンス、またはハイアベイラビリティのシナリオをテストするためのものではありませ

ん。このコマンドを使用するには、ルータで SNMPを設定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsnmp
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___________________
例 次に、snmp test trap snmpコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# snmp test trap snmp cold-start
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transfer-interval
バルク統計情報転送が開始される前にバルク統計情報が収集される期間を設定するには、バルク

統計情報転送コンフィギュレーションモードで transfer-intervalコマンドを使用します。以前に
設定した間隔をバルク統計情報設定から削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

transfer-interval minutes

no transfer-interval minutes

___________________
構文の説明

転送操作を試行する前にシステムがMIBデータを収集する時間（分単位）。
1～ 2147483647の範囲の値を指定できます。デフォルトは 30です。

minutes

___________________
コマンドデフォルト バルク統計情報ファイルの転送動作は、enable（bulkstat）コマンドの使用後 30分で開始されま

す。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バルク統計情報データは、転送の試行が開始されると新しいファイルに収集されます。つまり、

このコマンドによって収集間隔も設定されます。

転送間隔時間が終了する前にバルク統計情報ファイルの最大バッファサイズに達した場合でも、

転送動作が開始され、バルク統計情報MIBデータがシステムバッファ内の新しいファイルに収集
されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp
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___________________
例 次に、バルク統計情報設定 bulkstat1に 20分の転送間隔を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer-id bulkstat1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# transfer-interval 20

関連コマンド

説明コマンド

特定のバルク統計情報設定のバルク統計情報データ収集および

転送プロセスを開始します。
enable（bulkstat）

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示します。show snmp mib bulkstat transfer

バルク統計情報転送設定を特定し、バルク統計情報転送コン

フィギュレーションモードを開始します。

snmp-server mib bulkstat transfer-id
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url
バルク統計情報ファイルを転送するホストを指定するには、バルク統計情報転送コンフィギュレー

ションモードで urlコマンドを使用します。以前に設定した宛先ホストを削除するには、このコ
マンドの no形式を使用します。

url [primary| secondary] url

no url [primary| secondary] url

___________________
構文の説明

バルク統計情報転送の試行に最初に使用される URLを指定します。primary

プライマリ URLへの転送が失敗した場合にバルク統計情報の転送試行に使用
される URLを指定します。

secondary

バルク統計情報ファイルの転送の宛先 URLアドレス。 FTPまたは TFTPを使
用します。これらの URLの構文は次のとおりです。

• ftp:[[[//username [:password]@]location]/directory]/filename

• tftp:[[/location]/directory]/filename

location引数は通常 IPアドレスです。

url

___________________
コマンドデフォルト ホストは指定されません。

___________________
コマンドモード バルク統計情報転送コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バルク統計情報転送の再試行の場合、単一の再試行では、最初にプライマリURLへの送信が試行
され、次にセカンダリ URLへの送信が試行されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次の例では、FTPサーバは、バルク統計情報ファイルのプライマリ宛先として使用されます。そ

のアドレスへの転送に失敗した場合、192.168.10.5の TFTPサーバにファイルを送信しようとしま
す。 retryコマンドは指定されません。つまり、各宛先に 1回のみ試行されることを意味します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server mib bulkstat transfer ifMibTesting
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema carMibTesting1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# schema carMibTesting2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url primary
ftp://user2:pswd@192.168.10.5/functionality/
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# url secondary tftp://user2@192.168.10.8/tftpboot/
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-bulk-tr)# exit

関連コマンド

説明コマンド

完了したローカルバルク統計情報ファイルを表示しま

す。

show snmp mib bulkstat transfer
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