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Command Line Interface （CLI）によるスイッチ
の設定 リモート ネットワーク モニタリング
（RMON）履歴管理 設定 

目標
 

リモート ネットワーク モニタリング（RMON）はインターネット技術特別調査委員会
（IETF）によってローカル エリア ネットワーク（LAN）のモニタリングおよびプロトコル
分析をサポートするために開発されました。 ネットワーク モニタリング データを互いに交
換することを異なるネットワークモニタおよびコンソール システムが可能にするのは標準
モニタリング仕様です。 RMON は特定のネットワーキング必要を満たす機能が付いている
ネットワーク モニタリング プローブおよびコンソール間で選択することを可能にします。
RMON はとりわけどのネットワーク モニタリング監視システムでも提供できるはずである
こと情報を定義します。 統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホスト、ホスト上 N、行
列、フィルタ、キャプチャおよびトークン リングは RMON の 10 グループです。
 
RMON はデバイスの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） エージェントを予防的に
監視し、ある特定の期間にわたるトラフィック 統計を SNMP マネージャに送信 しますトラ
ップを有効に します。 ローカル SNMP エージェントは定義済みしきい値に対して実際、リ
アルタイム カウンタを比較し、ポーリングのための必要なしで中央 SNMP 管理プラットフ
ォームによってアラームを、生成します。 これはネットワークのベースラインに関連して
正しいしきい値を設定 したら、プロアクティブマネージメントのための有効なメカニズム
です。
 
注: 知るためにスイッチの Webベース ユーティリティによって SNMPトラップ設定を行う
方法をここをクリックして下さい。 Command Line Interface （CLI）ベースの手順に関して
は、ここをクリックして下さい。
 
そのインターフェイス内のネットワークトラフィックについての情報を収集するためにイン
ターフェイスのための RMONヒストリ エントリを作成できます。 これはスイッチおよび仕
様インターフェイスのパフォーマンスの管理で有用である場合もある分析およびより遅い検
索のための定期的なスタティスティカル例を保存することを可能にします。
 
この技術情報は方法で手順を CLI によってスイッチの RMONヒストリ 管理 設定を行う提供
します。
 
注: 学ぶためにスイッチの Webベース ユーティリティによって RMONヒストリ 管理 設定を
行う方法をここをクリックして下さい。
  

適当なデバイス
 

Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5637
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5637
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5240
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5240
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1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X
  

CLI によるスイッチの設定 RMONヒストリ
 
設定 RMON収集統計
 

RMON 機能はインターフェイスごとのモニタリング統計情報を有効に します。 RMONヒス
トリは保存するためにサンプリング周波数を、およびデータを収集するポート サンプルの
量定義します。 CLI によってスイッチの RMONヒストリ エントリを設定するために下記の
ステップに従って下さい。
 
ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力し
て下さい。
 

 
注: この例では、SG350X スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 スイッチの特権EXECモードでは、次の入力によってグローバルコンフィギ
ュレーション コンテキストを入力して下さい:
 

 
ステップ 3.設定したいと思うインターフェイスに入ることによってインターフェイス モー
ドを開始して下さい。
 

 
注: この例では、使用されるインターフェイスは ge1/0/1 です。
 

 
ステップ 4 インターフェイスのグループのヒストリ統計情報を収集する RMON 管理情報ベ
ース （MIB）を有効に するために次を入力して下さい:
 

 
次のオプションがあります。
 

index — イベント インデックスを規定 します。 範囲は 1 65535 までからあります。
所有者名— （オプションの）統計情報の RMON グループを設定した人の名前を規定 し
ます。 規定 されなくて、所有者名は空ストリングにデフォルトで設定されます。
バケット バケット数— （オプションの）統計情報の RMON収集 履歴グループのために
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規定 される バケットの数によって関連付けられる A 値。 明記していなかったら、バケ
ットは 50 にデフォルトで設定されます。 範囲は 1 から 50 からです。
間隔秒—各ポーリングサイクルの秒の間隔を規定 します。 範囲は 1 から 3600 からで
す。 規定 されなくて、間隔は 1800 秒にデフォルトで設定されます。
 

 
注: この例では、アラーム インデックスは D リンク MIBオブジェクト ID との 1 です。 サ
ンプリング間隔は 1000 の上昇しきい値値の 60000 時間、100000 の下降しきい値値です、
上昇しきい値 イベント インデックスは 10 であり、下降しきい値 イベント インデックスは
20 です。 メソッドの型は上が落ちるアラームと絶対です、デフォルト設定の。
 
特定のインターフェイスのアラームを取除くステップ 5. （オプションの）は次を入力しま
す:
 

 
ステップ 6.スイッチの特権EXECモードに戻る end コマンドを入力して下さい。
 

 

 
スイッチの特権EXECモードのステップ 7. （オプションの）はスタートアップ コンフィギ
ュレーション コンフィギュレーション・ファイルに次の入力によって、行われた設定を、
保存します:
 

 

 
上書きファイル[startup-config]…プロンプトが現われればステップ 8. （オプションの）は
YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押しません。
 

 
CLI によって今うまくスイッチの RMON収集統計設定を行う必要があります。
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設定 RMON テーブルサイズ
 

ステップ 1： スイッチの特権EXECモードでは、次の入力によってグローバルコンフィギュ
レーション コンテキストを入力して下さい:
 

 
呼び出します。 RMONヒストリ 表の最大サイズを設定するために、次を入力して下さい:
 

 
次のオプションがあります。
 

履歴エントリ—ヒストリーテーブル エントリの最大数を規定 します。 範囲は 20
32767 までからあります。
Log エントリ—ログ テーブルエントリの最大数を規定 します。 範囲は 20 32767 まで
からあります。
 

注: この例では、ヒストリーテーブル サイズは 500 のエントリに設定 されます。
 

 
デフォルト サイズにテーブルサイズを戻すステップ 3. （オプションの）は次を入力します:
 

 
ステップ 4.スイッチの特権EXECモードに戻る exit コマンドを入力して下さい。
 

 

 
注: 行われた RMON テーブルサイズ設定はスイッチがリブートされた後実施されます。 学
ぶために手動で CLI によってスイッチをリロードしか、またはリセットする方法をここを
クリックして下さい。
 
CLI によって今うまくスイッチの RMON テーブルサイズを設定する必要があります。
  

RMONヒストリを表示して下さい
 

データが見本抽出され、保存される後、RMON収集 統計テーブルに現われます。
 
ステップ 1： スイッチの特権EXECモードでは、スイッチの要求された RMONヒストリ グ
ループ統計情報を表示するために次を入力して下さい:

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5559
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5559
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RMON収集 統計テーブルは次の情報を表示する:
 

index — エントリを識別するインデックス。
interface —見本抽出されたイーサネットインターフェイス。
間隔—サンプル間の秒の間隔。
要求されたサンプル—保存されるべきサンプルの要求された数。
許可されたサンプル—保存されるべきサンプルの許可された数。
owner — エントリを設定したエンティティ。
 

注: この例では、RMON収集 統計テーブルは 3 つのインターフェイスで設定される 4 つの
履歴インデックスを表示する。
 

 
呼び出します。 スイッチの直接索引の RMONヒストリ 設定を表示するために、次を入力し
て下さい:
 

 
次のオプションがあります。
 

index —サンプルのセットを表示するために規定 します。 範囲は 1 65535 までからあ
ります。
スループット—スループット カウンターを表示する。
エラー—エラーカウンタを表示する。
他—ドロップするおよびコリジョンカウンタを表示する。
期間秒— （オプションの）秒のある一定の時間を表示するために規定 します。 範囲は
1 から 2147483647 秒までです。
 

注: この例では、履歴インデックス 1 用のスループットは 3200 秒の期間にわたって使用さ
れます。
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RMONヒストリ 表は選択された RMONヒストリ エントリのための次の情報を表示するもの
です:
 
スループット:
 
注: この例では、履歴インデックス 2 スループットは表示する。
 

 
タイム日時 エントリは記録されます。
オクテット—ネットワークで受け取ったデータのオクテットの総数（を含むそれら悪い
パケットおよびフレーム ビットを除くことしかし FCS オクテットを含んでいることで
）。
packets —このサンプリング間隔の間に受け取ったパケットの数（を含む悪いパケット
）。
broadcast —このサンプリング間隔の間に受信されるブロードキャスト アドレスに送信
されたよいパケットの番号。
multicast —このサンプリング間隔の間に受信されるマルチキャスト アドレスに送信さ
れたよいパケットの番号。 この数はブロードキャスト アドレスに当たるパケットが含
まれていません。
利用—パーセントの第百のこのサンプリング間隔の間のこのインターフェイスの中間物
理層 ネットワーク活用の最もよい推定。
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エラー:
 
注: この例では、ヒストリ インデックス 3 エラーのデータは表示する。
 

 
タイム日時 エントリは記録されます。
CRC は一直線に並びます— 64 のおよび 1518 オクテット間の長さが（フレーム ビット
しかし FCS オクテットを含んでいることを除いて）あった含んだこのサンプリング間
隔の間に受け取ったパケットの数にオクテット（FCS エラー）の整数との悪いフレー
ム チェック シーケンス （FCS）またはオクテット（アラインメント エラー）の非整数
数との悪い FCS がありましたが。
小型—長の 64 オクテットよりより少しこのサンプリング間隔の間に受け取ったパケッ
トの数は（フレーム ビットしかしの FCS オクテットを含んでいることを除いて）およ
び別の方法で整っていました。
特大—このサンプリング間隔の間に受け取ったパケットの数は 1518 オクテットより長
い（フレーム ビットしかし FCS オクテットを含んでいることを除いて）しかし別の方
法で整っていました。
フラグメント—このサンプリング間隔の間に受信される長さが 64 オクテットより（フ
レーム ビットしかし FCS オクテットを含んでいることを除いて）小さく、オクテット
（FCS エラー）の整数との悪いフレーム チェック シーケンス （FCS）があったパケッ
トの総数、またはオクテット（アラインメント エラー）の非整数数との悪い FCS。 そ
れが（衝突による正常な発生の）両方のでき損ないノイズ ヒット数えるので
etherHistoryFragments が増分することは正常であり。
Jabber —このサンプリング間隔の間に受け取ったパケットの数に（フレーム ビットし
かし 1518 オクテットより長かった FCS オクテットを含んでいることを除いて）、お
よびオクテット（FCS エラー）の整数との悪いフレーム チェック シーケンス
（FCS）またはオクテット（アラインメント エラー）の非整数数との悪い FCS があり
ました。
 

その他：
 
注: この例では、履歴インデックス 4 の他のデータは表示する。
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タイム日時 エントリは記録されます。
廃棄される—パケットがこのサンプリング間隔の間にリソースの欠けること当然のプロ
ーブによって廃棄されたイベントの総数。 この数は必ずしも廃棄されるパケットの数
それですこの条件が検出する 回数ではないです。
衝突—このサンプリング間隔の間のこのイーサネット セグメントの衝突の総数の最も
よい推定。
 

CLI によって今スイッチの行われた RMONヒストリ 管理 設定を表示する必要があります。
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