
SNMP MIBおよびトラップサポート

この項では、システムで使用可能なMIBについて説明します。MIBデータにアクセスすると、
この項にリストされていない追加のMIBを公開することになります。プロセスを通じて公開
する追加のMIBは、主に仮想マシン間管理などのために内部的に使用されます。シスコでは、
これらのMIBを使用する顧客側の SNMPモニタリングをサポートしておらず、これらのMIB
が将来の Cisco Webex Meetings Serverのリリースで使用される保証もありません。

•サポートされる SNMP MIB（1ページ）
•サポートされる SNMPトラップ（6ページ）

サポートされる SNMP MIB
SNMP MIB ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-WBX-MEETING-MIB.myは、Cisco Webex
Meetings Serverでサポートされます。すべてのMIB変数が Cisco Webex Meetings Serverまたは
すべての Cisco Webex Meetings Serverの展開タイプに適用できるわけではありません。たとえ
ば、データセンター関連MIBは、Cisco Webex Meetings Serverシステムには適用されません。

CWMSシステム情報MIBS
説明OIDオブジェクト

1

Cisco Webexシステムバージョ
ン。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.1cwCommSystemVersion

タイプ：文字列

SNMPv2-MIBで定義された
sysObjectID。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.2cwCommSystemObjectID

タイプ：自律

1
この表内のすべてのオブジェクトは読み取り専用（RO）です。
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CPU関連MIB
説明OID読み取

り/書き
込み権限

オブジェクト

ホストコンポーネント

による CPU使用率の
パーセンテージ。CPU
の総使用率には、CPU
ユーザの使用率、CPU
システムの使用率、お

よび CPUの最適使用
率が含まれています。

CPUユーザ時間：ユー
ザ領域で使用される

CPU時間。CPUシステ
ム時間：カーネル領域

で使用される CPU時
間。CPU最適時間：優
先順位の低いプロセス

で使用される CPU時
間。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.1ROcwCommCPUTotalUsage

タイプ：Gauge32

CPU使用率が正常/マ
イナー/メジャーしきい
値を超え、新しいしき

い値にとどまっている

ことを示す通知（ト

ラップ）が送信される

までの時間（秒）。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.2RWcwCommCPUUsageWindow

タイプ：Gauge32

システムの CPUの
数。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.3ROcwCommCPUTotalNumber

タイプ：Gauge32

デバイスの CPU使用
登録のリスト。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4アクセス

不可

cwCommCPUUsageTable

タイプ：該当なし

一意の CPU識別子。
各 CPUには、独自の
使用率および絶縁破壊

値があります。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.1ROcwCommCPUIndex

タイプ：無署名

CPUの名前。たとえ
ば、Intel® Xeon™ CPU
3.00GHz。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.2ROcwCommCPUName

タイプ：文字列
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説明OID読み取

り/書き
込み権限

オブジェクト

使用された合計 CPU
リソースの割合。通

常、GHzは CPU電力
を測定するために使用

されます。一部のCPU
使用率カテゴリの測定

にはGHzは大きすぎる
ため、KHzが測定単位
として使用されます。

システム速度は、各カ

テゴリの CPU KHzを
得るために、各 CPU
セクションの分数（例

えば、idle、nice、
user）を乗算します。
KHzは、この表内のす
べての CPUカテゴリ
の測定単位として使用

されます。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.3ROcwCommCPUUsage

タイプ：Gauge32

ユーザモードで実行さ

れる CPU電力。
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.4ROcwCommCPUUsageUser

タイプ：Gauge32

優先順位の低いプロセ

スで実行される CPU
電力。Niceは、UNIX
や Linuxで見られるプ
ログラムです。これは

同じ名前のカーネル

コールに直接マッピン

グします。Niceは、特
定の優先順位を持つ

ユーティリティまたは

シェルスクリプトを呼

び出すために使用され

るため、プロセスに他

のプロセスと同等の

CPU時間が与えられま
す。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.5ROcwCommCPUUsageNice

タイプ：Gauge32
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説明OID読み取

り/書き
込み権限

オブジェクト

カーネルモードで実行

される CPU電力。
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.6ROcwCommCPUUsageSystem

タイプ：Gauge32

アイドル状態の CPU
電力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.7ROcwCommCPUUsageIdle

タイプ：Gauge32

ディスク I/Oが完了す
るのを待機する際に使

用される CPU電力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.8ROcwCommCPUUsageIOWait

タイプ：Gauge32

割り込み要求を処理す

る際に使用されるCPU
電力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.9ROcwCommCPUUsageIRQ

タイプ：Gauge32

ソフトウェア割り込み

要求を処理する際に使

用される CPU電力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.10ROcwCommCPUUsageSoftIRQ

タイプ：Gauge32

仮想化環境で動作する

際に他のタスクで使用

される CPU電力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.11ROcwCommCPUUsageSteal

タイプ：Gauge32

現在の CPUの総電
力。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.12ROcwCommCPUUsageCapacitySubTotal

タイプ：Gauge32

CPUリソースのモニタ
リングステータス：

• [クローズ（0）
（closed (0)）]：リ
ソースは使用でき

ません。

• [オープン（1）
（open(1)）]：リ
ソースが使用でき

ます。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.5ROcwCommCPUMonitoringStatus

タイプ：文字列

全体の CPU容量.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.6ROcwCommCPUCapacityTotal

タイプ：Gauge32
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CWMSメモリ情報
説明OIDオブジェクト

2

仮想マシンの物理メモリ使用率。.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.1cwCommMEMUsage

タイプ：Gauge32

メモリリソースのモニタリングス

テータス：

[クローズ（0）（closed (0)）]：リ
ソースは使用できません。

[オープン（1）（open(1)）]：リ
ソースが使用できます。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.2cwCommMEMMonitoringStatus

タイプ：文字列

ホストの物理メモリの合計サイズ

（KB単位）。
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.3cwCommMEMTotal

タイプ：Gauge32

ホストの物理メモリ使用率（パー

セント）とスワップメモリ使用

率。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.1cwCommMEMSwapUsage

タイプ：Gauge32

このオブジェクトは、メモリおよ

びスワップメモリのモニタリング

ステータスを提供します。

[クローズ（0）（closed (0)）]：メ
モリおよびスワップメモリのス

テータスが使用できます。

[オープン（1）（open(1)）]：メモ
リおよびスワップメモリのステー

タスは使用できません。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.2cwCommMEMSwapMonitoringStatus

タイプ：文字列

2
この表内のすべてのオブジェクトは読み取り専用（RO）です。

ディスク使用量

説明OIDオブジェクト
3

システムで使用可能なディス

クの数（たとえば、ローカル

ディスク、リモートディス

ク、会議の録画ディスク）。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.1cwCommDiskUsageCount

SNMP MIBおよびトラップサポート
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説明OIDオブジェクト
3

ディスク使用量に一般的な管

理情報を含むテーブル内のエ

ントリのインデックス。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.1cwCommDiskUsageIndex

ディスクパーティション名。

たとえば、partition /opt or
/dev。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.2cwCommDiskPartitionName

ホスト上の現在のディスク使

用率（パーセント）。

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.3cwCommDiskUsage

このホストのディスク領域の

合計サイズ（MB単位）。
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.4cwCommDiskTotal

ディスクリソースのモニタリ

ングステータス。

[クローズ（0）（closed
(0)）]：ディスク使用率ステー
タスは使用できません。

[オープン（1）（open(1)）]：
ディスク使用率ステータスが

使用できます。

1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.3cwCommDiskMonitoringStatus

3
この表内のすべてのオブジェクトは読み取り専用（RO）です。

サポートされる SNMPトラップ
Cisco Webex Meetings ServerはSNMPトラップをサポートしています。

通知イベント

cwCommSystemResourceUsageNormalEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.1)

システムリソースの使用率が正常なステータスから変わる場合の通知。システムは、次のイベ

ント時にこの通知を送信できます。

• 1つの CPUの cwCommCPUUsage値が、事前定義済みの CPUマイナーしきい値より小さくな
るように変更される。

• cwCommMEMUsageの値が、事前定義済みのMEMマイナーしきい値の値より小さくなるよう
に変更される。

• cwCommMEMSwapUsageの値が、事前定義済みのMEM SwapMinorしきい値より小さくなるよ
うに変更される。

SNMP MIBおよびトラップサポート
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• cwCommFileUsageの値が、事前定義済みのファイルマイナーしきい値より小さくなるよう
に変更される。

• 1つのディスクの cwCommDiskUsageの値が、事前定義済みのディスクマイナーしきい値よ

り小さくなるように変更される。

cwCommSystemResourceUsageMinorEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.2)

システムリソースの使用率がマイナーステータスから変わる場合の通知。マイナー通知は、

システムに何らかの問題があり、システム管理者が解決しなければならないことを意味しま

す。システムは、次のイベント時にこの通知を送信できます。

• 1つの CPUの cwCommCPUUsage値が、事前定義済みの CPUマイナーしきい値の値以上にな
り、cwCommCPUMajorしきい値より小さくなるように変更される。

• cwCommMEMUsageの値が、事前定義済みのMEMマイナーしきい値の値以上になり、事前定
義済みのMEMメジャーしきい値より小さくなるように変更される。

• cwCommMEMSwapUsageの値が、事前定義済みのMEMスワップマイナーしきい値の値以上に
なり、事前定義済みのMEMスワップメジャーしきい値より小さくなるように変更され
る。

• cwCommFileUsageの値が、事前定義済みのファイルマイナーしきい値の値以上になり、事
前定義済みのファイルメジャーしきい値より小さくなるように変更される。

• 1つのディスクの cwCommDiskUsageの値が、事前定義済みのディスクマイナーしきい値の

値以上になり、事前定義済みのディスクメジャーしきい値より小さくなるように変更され

る。

cwCommSystemResourceUsageMajorEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.3)

この通知は、システムリソースの使用率がメジャーステータスに変わることを示します。メ

ジャー通知は、システムがクリティカルな状態にあり、システム管理者がただちに措置を講じ

る必要があることを意味します。システムは、次のイベント時にこの通知を送信できます。

• 1つの CPUの cwCommCPUUsage値が、事前定義済みの CPUメジャーしきい値の値以上に変
更される。

• cwCommMEMUsage値が、事前定義済みのMEMメジャーしきい値の値以上に変更される。

• cwCommMEMSwapUsage値が、事前定義済みのMEMスワップメジャーしきい値の値以上に変
更される。

• cwCommFileUsage値が、事前定義済みのファイルメジャーしきい値の値以上に変更される。

• 1つのディスクの cwCommDiskUsage値が、事前定義済みのディスクメジャーしきい値の値

以上に変更される。

SNMP MIBおよびトラップサポート
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トラップデータ

サポートされるトラップデータ。これらのトラップのみを受信するようにMIBフィルタを設
定することを推奨しています。

説明トラップデータ

cwCommNotificationHostAddress経由で使用可
能なネットワークアドレスのタイプ。

Name: cwCommNotificationHostAddressType

OID: .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.1

テキストの表記規則: InetAddressType

通知とともに送信されるホストの IPアドレ
ス。

Name: cwCommNotificationHostAddress

OID: .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.2

テキストの表記規則: InetAddress

通知とともに送信されるシステムリソース名。

指定されたシステムリソースが事前定義され

た警告レベルを超えたことを示します。

0. 0. cwCommTtoalCPUUsage

1. 1. cwCommMemUsage

2. 2. cwCommMemSwapUsage

3. 3.オープンファイル記述子（MIBデータな
し）

4. 4. cwCommSocketUsage

5. 5. cwCommDiskTotalの 1つ

Name: cwCommNotificationResName

OID: .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.3

テキストの表記規則: CiscoWebexCommSysRes

通知に含まれるシステムリソースパーセン

テージ使用率の値。

Name: cwCommNotificationResValue

OID: .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.4

テキストの表記規則: Unsigned32

通知の順序を追跡するシーケンス番号。Name: cwCommNotificationSeqNum

OID: .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.5

テキストの表記規則: Counter32
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