
SNMP エンジンの機能拡張

SNMPキャッシュエンジンの機能拡張により、スーパーバイザ上の SNMP情報がキャッシュさ
れます。

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームと

ソフトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載

されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合

は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検

索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://
tools.cisco.com/ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要あり
ません。
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Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）

表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ
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SNMP キャッシュエンジンの機能拡張に関する制限事項
キャッシュされた情報をスーパーバイザで使用できる時間間隔は 5秒間です。

SNMP キャッシュエンジンの機能拡張に関する情報
SNMPキャッシュエンジンの機能拡張は、MIBテーブルについてスーパーバイザに情報をキャッ
シュします。MIBテーブルはインターフェイスカードからデータを取得する必要があります。
MIBテーブル項目がインターフェイスカードから照会されると、次の N個の項目が取得され、
スーパーバイザにキャッシュされます。

たとえば、SNMPクライアントが docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.1を照会すると、インターフェ
イスカードは docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.1、docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.2、
docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.3、.... docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.Nを 1つの IPC応答にバ
ンドルして、スーパーバイザに送信します。スーパーバイザは、すべての項目をローカルにキャッ

シュします。SNMPクライアントが後で docsIf3CmtsCmRegStatusMacAddr.2を照会すると、別の
IPCメッセージをインターフェイスカードに送信しなくても、その情報をスーパーバイザキャッ
シュで直接使用できます。数 Nは、単一MIB項目サイズと最大 IPCメッセージバッファサイズ
によって異なります。

次のMIBについて、MIBテーブル情報が取得され、スーパーバイザにキャッシュされます。

• DOCS-IF-MIB

• DOCS-IFEXT2-MIB

• DOCS-QOS-MIB

• DOCS-IF3-MIB

• DOCS-IF31-MIB

• DOCS-QOS3-MIB

• DOCS-IETF-QOS-MIB

• DOCS-BPI-PLUS-MIB

• DOCS-LOADBALANCING-MIB

• DOCS-LOADBAL3-MIB

• DOCS-DSG-IF-MIB

• CISCO-DOCS-EXT-MIB

• CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB

• CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

この機能は、Cisco cBRルータでデフォルトで有効です。SNMPキャッシュ情報がスーパーバイ
ザに保存される時間間隔は、期間経過と呼ばれ、5秒に設定されます。
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SNMP キャッシュエンジンの機能拡張の設定方法
はじめる前に

SNMPキャッシュエンジンの機能拡張を有効または無効にするには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで service internalコマンドを設定する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•プロンプトが表示されたらパスワードを入
力します。

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

SNMPキャッシュステータスをアクティブに設
定します。

cable snmp cache active

例：
Router(config)# cable snmp
cache active

ステップ 3   

SNMPキャッシュステータスを無効に
するには、このコマンドの no 形式を
使用します。

（注）

グローバルコンフィギュレーションモードを終

了し、特権 EXECモードを開始します。
exit

例：
Router(config)# exit

ステップ 4   

SNMP キャッシュエンジンステータスの確認
現在の SNMPキャッシュエンジンのステータスを表示するには、show cable snmp cache-statusコ
マンドを使用します。

SNMPキャッシュエンジンのステータスを確認するには、グローバルコンフィギュレーショ
ンモードで service internalコマンドを設定する必要があります。

重要

次に、コマンドの出力例を示します。

Router# show cable snmp cache-status
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Cache engine is ON, age: 5 seconds

キャッシュカウンタの情報を表示するには、test cable snmpcounter-showコマンドを使用します。
Router# test cable snmp counter-show
========== cache counters ==========
ubrcce_snmp_cache_hit_counter:0.
ubrcce_snmp_cache_get_from_lc_counter:1.
ubrcce_snmp_cache_miss_counter:0.
ubrcce_snmp_cache_ipc_fail_counter:0.
ubrcce_snmp_cache_buffer_full_counter:0.

hitおよび misは、システム起動後の SNMPキャッシュの履歴情報です。hitは SNMPクエリが
キャッシュ内でヒットした回数を示し、misは SNMPクエリが SNMPキャッシュ内でヒットしな
かった回数を示します。

その他の参考資料

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

SNMP キャッシュエンジンの機能拡張に関する機能情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。
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次の表は、特定のソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソ

フトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一

連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

（注）

表 2：SNMP キャッシュエンジンの機能拡張に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、 Cisco cBRシリー
ズコンバージドブロードバン

ドルータ上の Cisco IOS XE
Everest 16.6.1に統合されまし
た。

Cisco IOS XE Everest 16.6.1SNMPキャッシュエンジンの
機能拡張
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