
Ping MIB の実装 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
表記法
スクリプト例
ザ・スクリプト
関連情報

はじめに

Ping Group は、Cisco Management ブランチ（.1.3.6.1.4.1.9.9.16.）にある Cisco 独自の MIB の
一部です。 Ping Group を使用して、管理ステーションからリモート デバイス間のインターネッ
ト制御メッセージ プロトコル（ICMP）アクティビティをセットアップ、実行、検索できます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

スクリプト例

HP OpenView または NetView のこのシーケンスを始めるのにスクリプト例を使用できます。 ま

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

た snmpsets としてこれらのコマンドおよびネットワーク管理 プラットフォームの GUI を使用し
て snmpgets を入力することができます。 GUI にアクセスするのに次のいずれかの方式を使用し
て下さい:

メニューバーから、そして MIB ブラウザ『Tools』 を選択 して下さい: SNMP] を選択します
。

●

コマンド・ライン型 xnmbrowser。●

ザ・スクリプト

Management_Station-----------Router_Source------------Router_Dest

echo "###### Create the instance #######"

###### We've chosen 333 at random.  333 will be the row instance to use for this particular

###### ping experiment.  After the ping, the row will be deleted.

###### This keeps the table clean. Router_Source is the dns name of the device we are

###### working with, and public is its RW community string.  The values for

###### ciscoPingEntryStatus status are as follows (see Ping MIB): ###### 1 - active ###### 2 -

notInService ###### 3 - notReady ###### 4 - createAndGo ###### 5 - createAndWait ###### 6 -

destroy ###### We will clear out any previous entries by setting ciscoPingEntryStatus = 6

(destroy) snmpset -c public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.16.333 integer 6 ###### We

start building the row by setting ciscoPingEntryStatus = 5 (createAndWait) echo snmpset -c

public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.16.333 integer 5 echo echo "###### Now let's set

the characteristics of the ping #######" ###### Only the first three sets below are REQUIRED.

The rest have default ###### values. #Set ciscoPingEntryOwner = any_name snmpset -c public

Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.15.333 octetstring any_name #Set ciscoPingProtocol = 1 =

ip (see CISCO-TC-V1SMI.my CiscoNetworkProtocol) snmpset -c public Router_Source

.1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.2.333 integer 1 #Set ciscoPingAddress = #.#.#.#--take Remote_Dest's ip

& convert each octet to hex snmpset -c public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.3.333

octetstringhex “AB 44 76 67” #Set the packet count to 20 (ciscoPingPacketCount) snmpset -c

public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.4.333 integer 20 #Set the packetsize to 100

(ciscoPingPacketSize) snmpset -c public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.5.333 integer

100 echo echo "##### Now let's verify that the ping is ready to go and launch it #######" #Get

ciscoPingEntryStatus and make sure it is now equal to 2. This means # notInService which

indicates that we're ready to go. snmpget -c public Router_Source

.1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.16.333 # Set ciscoPingEntryStatus = 1 to tell it to activate. snmpset

-c public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.16.333 integer 1 echo echo "##### Let's look

at the results. #####" snmpwalk -c public Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1 echo echo

"##### Now that we've gotten the results, let's destroy the row #####" snmpset -c public

Router_Source .1.3.6.1.4.1.9.9.16.1.1.1.16.333 integer 6

関連情報

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&mibName=CISCO-PING-MIB
http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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