
SNMPを使用したサーバのモニタリング

プライムケーブルプロビジョニングは、SNMPを経由してサーバの管理をサポートします。
具体的には、プライムケーブルプロビジョニングサーバの状態、ライセンス使用の情報、サー

バの接続、およびサーバ固有の統計情報をモニタするために、SNMPベース管理システムを使
用できます。

• SNMPエージェント（1ページ）
• Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool（4ページ）

SNMPエージェント
プライムケーブルプロビジョニング RDUの基本 SNMP v2ベースモニタリングとDPEサーバ
を提供します。プライムケーブルプロビジョニング SNMPエージェントのサポートとトラッ
プ、SNMPに知らせに通知がまとめてと呼ばれます。snmp-serverCLIコマンドを使用してDPE
上で、また、SNMP設定コマンドラインツールを使用して RDU上で、SNMPエージェントを
設定できます。

SNMPの設定コマンドラインツールの詳細については、Using snmpAgentCfgUtil.sh Toolを参照
してください。DPE CLIの詳細については、Ciscoプライムケーブルプロビジョニング 6.1.2
リファレンスガイドを参照してください。

MIBサポート

プライムケーブルプロビジョニング複数の異なるMIBをサポートしています。次の表は、そ
れぞれのプライムケーブルプロビジョニングコンポーネントにMIBサポートを要約します。

表 1 :プライムケーブルプロビジョニングサポート対象MIB

サポート対象MIBコンポーネント

CISCO-BACC-SERVER-MIBDPE

CISCO-BACC-DPE-MIB
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サポート対象MIBコンポーネント

CISCO-BACC-SERVER-MIBRDU

CISCO-BACC-RDU-MIB

SNMPエージェントは、CISCO-BACC-SERVER-MIBをサポートします。このMIB定義上のす
べてのサーバに共通するマネージオブジェクトプライムケーブルプロビジョニング。この

MIBは、複数のモニタリングをサポートするプライムケーブルプロビジョニングサーバ、同
一のデバイスにインストールされているとします。サーバの状態の変更が発生するたびに、

ciscoBaccServerStateChanged通知が生成されます。

RDUSNMPエージェントは、CISCO-BACC-RDU-MIBをサポートし、RDUの管理対象オブジェ
クトを定義します。このMIBは、RDUの状態に関連した統計情報を定義し、RDUと DPE間
および RDUと Network Registrarの間の通信インターフェイスの統計情報を定義します。

SNMPエージェントは、RDUサーバが開始、シャットダウンまたは失敗したことを通知する
か、終了ステータスの変更があることを通知する cnaHealthNotifトラップを生成します。

DPE SNMPエージェントは、DPEにインストールされているコンポーネントの管理対象オブ
ジェクトを定義するCISCO-BACC-DPE-MIBをサポートします。DPE device configurations(デバ
イス構成、デバイス設定)およびコンフィギュレーションファイルのローカルキャッシュを管
理するすべてのサポート対象デバイスで使用されている。このMIBは、TFTPおよびToDサー
バのエントリを含む基本的な DPE構成および統計情報を提供します。

SNMPエージェントはまた、Cisco NMSアプリケーションヘルスステータスの通知と関連オ
ブジェクトを定義するCISCO-NMS-APPL-HEALTH-MIBもサポートします。これらの通知は、
NMSアプリケーションのステータスに関して通知するためにOSS/NMSに宗さんされます。こ
れには、アプリケーションの開始済み、停止、失敗、ビジー、または異常終了を含みます。デ

フォルトMIは、MIB IIです。

すべてのオブジェクトの説明の場合、 BPR_HOME/rdu/mibディレクトリに対応するMIBファ
イルを参照してください。

（注）

次の表は、プライムケーブルプロビジョニング RDU SNMPトラップをリストします。
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表 2 :プライムケーブルプロビジョニング RDU SNMPトラップ

トラップの説明サブタイプ

Varbind値の説
明

サブタイプ

Varbind値
サブタイプ
Varbind OID

[Trap OID]トラップ名MIB

デバイスの数

は、特定の技術

のライセンスで

許可されている

制限を超える

と、通知が表示

されます。

ライセンスの対

応する技術の名

前を示します。

たとえば、

DOCSIS、
PacketCableな
どです。

[Technologyname].1.3.6.1.4.1.9.9.353.1.

1.2.1.2.(1-n)

(LicenseName)

.1.3.6.1.4.

1.9.9.353.

0.0

ciscoBaccRdu

LicenseLimit

CISCO BAC

C-RDU-MIB

技術に使用でき

るデバイスや

サーバコン

ポーネントの合

計数を示しま

す。

0. 4294967295.1.3.6.1.4.1.9.9.353.1.

1.2.1.3.(1 - n)

(LicenseMaxAllowed)

すでに使用中の

特定の技術の種

類の合計ライセ

ンス数を示しま

す。

0. 4294967295.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1.

1.1.1.3.(1 - n)

(cbsState)
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トラップの説明サブタイプ

Varbind値の説
明

サブタイプ

Varbind値
サブタイプ
Varbind OID

[Trap OID]トラップ名MIB

サーバのステー

タスを変更する

と、この通知が

表示されます。

•不明 (1)

•初期化中
(2)

•切断 (3)

•シャットダ
ウン中(4)

•レディー過
負荷 (5)

•レディー
(6)

•オフライン
(7)

•非ライセン
ス (8)

サーバの状態を

示します。

1..8.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1.

1.1.1.3.(1 - n)

(cbsState)

.1.3.6.1.4.

1.9.9.349.

0.0

ciscoBaccSer

verStateChan

ged

CISCO-BAC

C SERVERMIB

サーバのタイプ

を識別する一意

の名前。例:
RDU、DPEな
ど。

server-type

RDU、DPEな
ど。

.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1.

1.1.1.6.(1 - n)

(cbsServerType)

この管理対象

ノードに管理上

割り当てられた

名前。規則とし

て、このノード

の完全修飾ドメ

イン名。名前が

不明な場合、こ

の値はゼロ長の

文字列です。

DisplayString

(サイズ (0..255))

1.3.6.1.2.1.1.5.0

SYSNAME

Using snmpAgentCfgUtil.sh Tool
Linuxコンピュータにインストールされている SNMPエージェントを管理するために、
snmpAgentCfgUtil.shツールを使用することができます。BPR_HOME/snmp/binディレクトリが
存在するこのツールを使用して、SNMP通知を受信し、SNMPエージェントプロセスを開始お
よび停止する他のホストのリストにホストを追加（または削除）できます。ローカルディレク

トリからこのツールを実行する必要があります。

Linuxのコンピュータで実行されているSNMPエージェントのデフォルトポート番号は、8001
です。

（注）

RDU SNMPエージェントを使用することができます。

•ホストの追加

•ホストの削除
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• SNMPエージェントコミュニティの追加

• SNMPエージェントコミュニティの削除

• SNMPエージェントの開始

• SNMPエージェントの停止

• SNMPエージェントリスニングポートの設定

• SNMPエージェントの場所の変更

• Setting Up SNMP Contacts

• SNMPエージェント設定の表示

• SNMP通知タイプの指定

ホストの追加

このコマンドを使用して、SNMPエージェントからSNMP通知を受信するホストのリストに、
ホストアドレスを追加します。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh add host ip-addr community community [ udp-port port]

• ip-addr：通知が送信されるホストの IPアドレスを指定します。

• community：SNMP通知を送信中に使用するコミュニティ（読み取りまたは書き込み）を
指定します。

• port：SNMP通知を送信するために使用される UDPポートを特定します。

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh add host 10.10.10.5 community trapCommunity udp-port 162
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

ホストの削除

SNMPエージェントによるSNMP通知の受信リストから、ホストを削除するには次のコマンド
を使用します。

構文の説明
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snmpAgentCfgUtil.sh delete host ip-addr

ip-addr：ホストのリストから削除するホストの IPアドレスを指定します。

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh delete host 10.10.10.5
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

SNMPエージェントコミュニティの追加
このコマンドを使用してSNMPコミュニティ文字列を追加し、SNMPエージェントへのアクセ
スを可能にします。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh add community string [ro | rw]

• string：SNMPコミュニティを特定します。

• ro：読み取り専用（RO）コミュニティ文字列を割り当てます。get要求（クエリ）のみを
実行することができます。Roコミュニティ文字列では get要求が可能ですが、set操作は
できません。NMSおよび管理対象デバイスは、同じコミュニティ文字列を参照する必要
があります。

• rw：読み取り/書き込み（rw）コミュニティ文字列を割り当てます。SNMPアプリケーショ
ンでは、set操作に読み取り/書き込みのアクセス権が必要です。Rwコミュニティ文字列
により、OID値への書き込みアクセスが有効になります。

デフォルトの roと rwコミュニティ文字列は、それぞれ baccread
と baccwrite、です。プライムケーブルプロビジョニングを展開
する前に、これらの値を変更することをお勧めします。

（注）

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh add community fsda54 ro
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.
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このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent
restart snmpAgentコマンドを使用して SNMPエージェントを再
起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

SNMPエージェントコミュニティの削除
SNMPエージェントへのアクセスを防止するため、SNMPコミュニティ文字列を追加するには
次のコマンドを使用します。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh delete community string [ro | rw]

• string：SNMPコミュニティを識別します。

• ro読み取り専用の 1つとして、指定されたコミュニティを識別します。

• rw:読み取り/書き込みとして指定されたコミュニティを識別します。

SNMPエージェントコミュニティの追加および rwコミュニティ
文字列に関する詳細は、『SNMPエージェントコミュニティ』を
追加を参照してください。

（注）

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh delete community fsda54 ro
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent
restart snmpAgentコマンドを使用して SNMPエージェントを再
起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

SNMPエージェントの開始
このコマンドを使用して、プライムケーブルプロビジョニングがインストールされている

Linuxコンピュータ上で SNMPエージェントプロセスを開始します。
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/etc/init.d/bprAgent stop snmpAgentコマンドを使用したプライムケーブルプロビジョニング
プロセスウォッチドッグを呼び出し、SNMPエージェントを開始することもできます。詳細に
ついては、『Using Prime Cable Provisioning Process Watchdog from CLI』を参照してください。

（注）

例：

# ./snmpAgentCfgUtil.sh start
Process snmpAgent has been started

SNMPエージェントの停止
このコマンドを使用して、プライムケーブルプロビジョニングがインストールされている

Linuxコンピュータ上で SNMPエージェントプロセスを停止します。

/etc/init.d/bprAgent stop snmpAgentコマンドを使用したプライムケーブルプロビジョニング
プロセスウォッチドッグを呼び出し、SNMPエージェントを停止することもできます。詳細に
ついては、CLIからプライムケーブルプロビジョニングプロセスウォッチドッグを使用する
を参照してください。

（注）

例

#./snmpAgentCfgUtil.sh stop
Process snmpAgent has stopped

SNMPエージェントリスニングポートの設定
SNMPエージェントがリッスンするポート番号を指定するには、次のコマンドを使用します。
RDU SNMPエージェントで使用されるデフォルトポート番号は、8001です。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh udp-port port

portでは、SNMPエージェントがリッスンするポート番号を識別します。

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh udp-port 8001
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）
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SNMPエージェントの場所の変更
SNMPエージェントを実行しているデバイスの場所を示すテキスト文字列を入力するには、次
のコマンドを使用します。これは、たとえばデバイスの物理的な場所を特定するために使用で

きます。255文字以下の文字列を入力できます。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh location location

locationは、エージェントの場所を識別する文字列です。

例

この例では、SNMPエージェントの物理的な場所がラック5Dの装置ラックとして示されます。

# ./snmpAgentCfgUtil.sh location “equipmentrack5D”
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

Setting Up SNMP Contacts
このコマンドを使用して、このユーザーへの連絡方法に関する情報とともに、SNMPエージェ
ントの連絡先を識別するテキストの文字列を入力します。これにより、たとえば個人の電話番

号を含む特定の個人を識別するために使用されます。255文字以下の文字列を入力できます。

構文の説明

snmpAgentCfgUtil.sh contact contact-info

contact-infoは、SNMPエージェントに関する連絡先を特定する文字列です。

例

この例では、連絡先の名前が Terryになっており、内線電話番号は 1234です。

# ./snmpAgentCfgUtil.sh contact “Terry-ext1234”
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）
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SNMPエージェント設定の表示
現在のすべての SNMP設定を表示するには、次のコマンドを使用します。

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh show
Location : equipmentrack5D
Contact : Terry-ext1234
Port Number : 8001
Notification Type : trap
Notification Recipient Table :

[ Host IP address, Community, UDP Port ]
[ 10.10.10.5 , trapCommunity , 162 ]

Access Control Table :
Read Only Communities

baccread
Read Write Communities

baccwrite

SNMP通知タイプの指定
このコマンドを使用して、SNMPエージェントから送信される通知（トラップまたは情報）の
タイプを指定します。デフォルトでは、トラップは送信されますが、代わりにSNMP情報を送
信するエージェントを設定できます。

SNMPトラップ機能が動作するには、通知フラグを有効にする必要があります。つまり、MIB
変数 0cbsNotifEnableFlags（OID =.1.3.6.1.4.1.9.9.349.1.1.1.1.5.1）の値を 1に設定する必要があり
ます。

構文の説明

（注）

snmpAgentCfgUtil.sh inform[retries timeout] |trap

パラメータは再試行間隔のバックオフタイムアウトです。

例

# ./snmpAgentCfgUtil.sh inform retries 3 timeout 1000
OK
Please restart [stop and start] SNMP agent.

このコマンドを使用して行われる変更は、/etc/init.d/bprAgent restart snmpAgentコマンドを使
用してSNMPエージェントを再起動するまで有効になりません。詳細情報については、『Prime
Cable Provisioning Process Watchdog』を参照してください。

（注）

snmpAgentCfgUtil.sh show commandを使用して、設定を検証します。

# ./snmpAgentCfgUtil.sh show
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Location : equipmentrack5D
Contact : Terry-ext1234
Port Number : 8001
Notification Type : inform
Notification Retries : 3
Notification Timeout : 1000
Notification Recipient Table :

[ Host IP address, Community, UDP Port ]
[ 10.10.10.5 , trapCommunity , 162 ]

Access Control Table :
Read Only Communities

baccread
Read Write Communities

baccwrite

SNMPを使用したサーバのモニタリング
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