
 

C H A P T E R 2

インストール要件

この章では、ハードウェア要件、ソフトウェア要件、データベース要件、および Prime Network 
4.3.2 をインストールする前に満たしておかなければならないその他の要件を記載します。

• 本書で使用するサンプル ネットワークのサイズ（2-1 ページ）

• ハードウェアおよびソフトウェアの要件（2-2 ページ）

• 必要な Red Hat サービスと RPM（2-15 ページ）

• Prime Network に必要なポート（2-23 ページ）

本書で使用するサンプル ネットワークのサイズ 
表 2-1 に、ネットワーク サイズに基づく Prime Network 導入仕様を記載します。これらのネット
ワーク サイズのいずれかを参考にして要件を定義してください。

Prime Network 導入のサイジングでは、キャリア イーサネット（CE）、MPLS、または IP 無線アク
セス ネットワーク（RAN）において次の割合でデバイスが分散されることを前提としています。

• CE：P が 2%、N-PE が 8%、U-PE が 80%、CE が 10%

• MPLS：コア ルータが 5%、CPE が 95%

• IP RAN：アグリゲーション デバイスが 15%、セル サイトが 30%、スイッチが 55% L2

表 2-1 ネットワーク サイズの仕様

ネットワーク 
サイズ 最大デバイス数

1 秒あたりの最大イ
ベント数（EPS）

小規模 200 5

中規模 2000 20

大規模 5000 50
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第 2 章      インストール要件

  ハードウェアおよびソフトウェアの要件
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
次のトピックで、ゲートウェイ、ユニット、およびクライアントの要件を記載します。

• Prime Network ゲートウェイおよびデータベースの要件（2-2 ページ）

• Prime Network ユニットの要件（2-9 ページ）

• 単一サーバでゲートウェイとユニットに対応する場合の要件（2-11 ページ）

• Prime Network クライアントの要件（2-11 ページ）

（注） • Prime Network を購入または使用する前に、お使いのゲートウェイとユニットに固有のハー
ドウェアと構成の詳細について、シスコのアカウント担当者にお問い合わせください。

• ハードウェア要件では、Prime Network が他のアプリケーションとハードウェアを共有しな
いことを前提としています。（これが推奨されるインストール方法です）。

Prime Network ゲートウェイおよびデータベースの要件

Prime Network では、ベア メタルと仮想マシン（VM）の両方にゲートウェイをインストールでき
ます。ここで記載する要件は、いずれの場合にも適用されます。

組み込み Oracle 12c データベースが完全に統合されたゲートウェイをインストールすることも、
外部 Oracle データベースに接続して相互作用するようにゲートウェイを設定することもできま
す。さらに、Operations Reports コンポーネントをインストールすると、Infobright データベースが
組み込まれます。

ここでは、Oracle データベースが組み込まれたゲートウェイの、Infobright データベース
（Operations Reports コンポーネント）を使用する場合としない場合のインストールの要件を記載し
ます。外部データベースを使用する場合は、外部データベースを使用する場合の要件（2-9 ページ）
を参照してください。

次のトピックで、ゲートウェイの要件を記載します。

• ゲートウェイ：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件（2-3 ページ）

• ゲートウェイ：ネットワーク サイズに基づく CPU およびメモリの要件（2-3 ページ）

• ゲートウェイ：ネットワーク サイズに基づく IOPS（1 秒あたりの入出力操作数）（2-4 ページ）

• ネットワーク サイズに基づくストレージ要件（2-6 ページ）

• リモートの埋め込みデータベースを使用する場合の要件（2-9 ページ）

• 外部データベースを使用する場合の要件（2-9 ページ）
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第 2 章      インストール要件

  ハードウェアおよびソフトウェアの要件
ゲートウェイ：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件

表 2-2 に、Prime Network ゲートウェイに使用するソフトウェアおよびハードウェアの最小要件
を記載します。

ゲートウェイ：ネットワーク サイズに基づく CPU およびメモリの要件

表 2-3 に、ネットワーク サイズに基づくゲートウェイの CPU およびメモリの要件を記載しま
す。本書で使用するサンプル ネットワークのサイズ（2-1 ページ）を参照してください。

表 2-2 ゲートウェイの最小要件

項目 仕様 

システム ハード
ウェア

Intel Xeon E5-2600 または同等のもの。

ゲートウェイ：ネットワーク サイズに基づく CPU およびメモリの要件（2-3 ページ）も参照して
ください。

オペレーティング 
システム

Prime Network 4.3.2 でサポートされている Red Hat 5.8、Red Hat 6.5、Red Hat 6.7、Red Hat 6.8 の 
64 ビット版サーバ エディション（英語）は仮想環境で稼働します。Red Hat は VMware ESXi 
バージョン 5.5 および 6.0 と、Openstack カーネルベース仮想マシン（KVM）ハイパーバイザ 
バージョン 2.6 でサポートされます。

特定の Red Hat サービスと RPM が必要です。必要な Red Hat サービスと RPM（2-15 ページ）を
参照してください。

（注） Prime Network は専用のオペレーティング システムにインストールする必要がありま
す。オペレーティング システムで稼働する外部コンポーネントの Prime Network との互
換性は、シスコでは保証できません。

表 2-3 ネットワーク サイズに基づく CPU およびメモリの要件

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））

CPU コア数
（VMware または
ベア メタル）

RAM の最小値 
（Operations 

Reports と PN-IL 
未使用）

RAM 
（ゲートウェイ + 

Operations 
Reports）

RAM の最小値
（ゲートウェイ + 

Operations 
Reports + PN-IL）

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS

5 32 GB 48 GB 52 GB

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS

8 64 GB 96 GB 100 GB

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS

10 96 GB 128 GB 132 GB
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ゲートウェイ：ネットワーク サイズに基づく IOPS（1 秒あたりの入出力操作数）

ここでは、さまざまなネットワーク サイズの IOPS の表を示します。

• 表 2-4 に、Oracle および Infobright データベースの IOPS を記載します。

• 表 2-5 に、Oracle データベースの IOPS の内訳を記載します。

• 表 2-6 に、Infobright データベースの IOPS の内訳を記載します。

（注） Infobright データベースの仕様は、Operations Reports コンポーネントをインストールする場合に
のみ適用されます。

（注） Prime Network は 5000 個を超える NE をサポートします。具体的なハードウェア要件について
は、シスコの担当者にお問い合わせください。

表 2-4 Oracle および Infobright データベースの合計 IOPS

ネットワーク サイズ
（デバイス数と 1 秒あ
たりのイベント数

（EPS））
Oracle データ ファイ
ルの IOPS

Infobright データベー
スの IOPS

Oracle および 
Infobright データベー
スの合計 IOPS

小規模：
デバイス数 200 以下
5 EPS

600 85 685

中規模：
デバイス数 200 ～ 2000
20 EPS

1200 170 1370

大規模：
デバイス数 2000 ～ 5000
50 EPS

2250 340 2590
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表 2-5 Oracle データベースの IOPS の内訳

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））

Oracle データ 
ファイル Oracle Redo ログ Oracle アーカイブ

Oracle バック
アップ

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS

500 40 40 20

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS

1000 80 80 40

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS

2000 100 100 50

表 2-6 Infobright データベースの IOPS の内訳

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイ
ベント数（EPS））

Infobright データ 
ディレクトリ

（raid 5/10）

Infobright キャッ
シュ ディレクト
リ（raid 5/10）

ゲートウェイ DLP 
ディレクトリ 合計

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS

40 20 25 85

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS

80 40 50 170

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS

160 80 100 340
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ネットワーク サイズに基づくストレージ要件

ここでは、ネットワーク サイズに基づくストレージ要件（GB 単位）を記載します。

• 表 2-7 に、Oracle および Infobright データベースに必要なストレージ容量を記載します。

• 表 2-8 に、Oracle データベースのストレージ要件の内訳を記載します。

• 表 2-9 に、Infobright データベースのストレージ要件の内訳を記載します。

表 2-7 Oracle および Infobright データベースの合計ストレージ（GB）

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））1

1. この表に記載されている EPS 数は、実用的イベントの数を表します。実用的イベントと標準的イベントの比率は約 
1:3 であると想定しています。つまり、実用的 EPS が 50 件の場合、その他に 150 件の標準的イベントがあることにな
ります。

Oracle データ
ベースのスト
レージ

Infobright データ
ベースのスト
レージ スワップ領域

Oracle および 
Infobright データ
ベースの合計ス
トレージ

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS 

419 77 16 512

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS 

1616 306 16 1938

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS 

3947 765 16 4728

表 2-8 Oracle データベースのストレージの内訳

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））

Oracle データサ
イズ

Oracle バック
アップ

Oracle アーカイ
ブ ログ1

オンライン Redo 
ログ 合計

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS

82 41 290 6 419

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS

299 149 1162 6 1616
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Oracle ファイルの保管場所に関するガイドライン

ストレージは、Oracle データベースのデータ ファイル、Redo ログ、アーカイブ ログ、およびバッ
クアップ ファイルに必要になります。

• データ ファイル は、テーブルやインデックスなどのデータ構造を格納する、ディスク上の物
理的ファイルです。最適な保管場所は外部ディスク アレイ（RAID 10 を推奨）です。データ 
ファイルは、インストール時に指定したディレクトリ内に作成されます。

• オンライン Redo ログ は、データに加えられた変更を記録するファイル一式です。Redo ログ 
ファイルは、データ ファイルと同じディスク上に保管しないでください。デフォルトのマウ
ント オプションでマウントされる ext3 を使用してください。

Redo ログは、インストール時に指定したディレクトリ内に作成されます。

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS

690 345 2904 8 3947

1. アーカイブ ログのストレージ要件は、デフォルトの設定に基づいています。デフォルト設定では、イベントは 14 日間保持された後に消去さ
れます。この設定を管理 GUI クライアントで変更して、アーカイブ ログのストレージ要件を減らすこともできます。

表 2-8 Oracle データベースのストレージの内訳（続き）

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））

Oracle データサ
イズ

Oracle バック
アップ

Oracle アーカイ
ブ ログ1

オンライン Redo 
ログ 合計

表 2-9 Infobright データベースのストレージの内訳

ネットワーク サ
イズ

（デバイス数と 
1 秒あたりのイベ
ント数（EPS））

Infobright データ
ベース サーバ

Infobright スト
レージ ゲート
ウェイ DLP 合計

小規模：
デバイス数 200 
以下
5 EPS

75 2 77

中規模：
デバイス数 
200 ～ 2000
20 EPS

298 8 306

大規模：
デバイス数 
2000 ～ 5000
50 EPS

745 20 765
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• アーカイブ ログ は、Oracle データベースによってアーカイブされたオンライン Redo ログの
メンバーです。アーカイブされたログ ファイルは、データ ファイルと同じディスク上に保管
しないでください。アーカイブされた Redo ファイルをデータベース バックアップに適用す
ることでメディアを復元できます。アーカイブ ログは、インストール時に指定したディレク
トリ内に作成されます。

（注） ネットワーク データ、アーカイブ ログ、または制御ファイル用の組み込みデータベース
のマウント ポイントがローカル ディスクの外部（ストレージ エリア ネットワークなど）
に設定されている場合は、再起動時にそのマウント ポイントにアクセスできるよう、
/etc/fstab（Linux）に対応するエントリを作成してください。こうしておかないと、組み込
みデータベースとゲートウェイが起動しません。

• バックアップ ファイル には、データベース データのコピーが保管されます。これを使用し
て、データを再構成することができます。バックアップ ファイルは、データ ファイルと同じ
ディスク上に保管しないでください。バックアップ ファイルは、インストール時に指定した
ディレクトリ内に作成されます。

ディスク パーティション

表 2-10 に、Prime Network 4.3.2  に必要なパーティションおよびスペースを記載します。

（注） -override_diskspace フラグを使用してスペースを追加または解放することはしないでください。

ここに記載されている情報は、Prime Network ゲートウェイおよびデータベースの要件（2-2 ペー
ジ）に記載されているゲートウェイおよびユニットの要件と併せて使用してください。

表 2-10 ディスク パーティション

パーティション スペース（MB 単位）

/root • データベースとゲートウェイが同じサーバ上にある場
合：1.5 GB

• データベースとゲートウェイが別個のサーバ上にある
場合：4 GB

このスペースが必要となる理由は、インストーラは、リ
モート サーバから SSH で接続するユーザのホーム ディ
レクトリ内に Oracle インストール ファイルをコピーす
るためです。そのホーム ディレクトリがルート（/）の場
合、スぺースが過剰に消費されてサーバがクラッシュす
る恐れがあるため、特に注意が必要です。

Prime Network  4.3.2  イン
ストール ディレクトリ

5 GB

（注） デフォルトでは、Prime Network は 
/export/home/pnuser にインストールされます。

（組み込み DB のみ）
$NETWORKHOME/oracle

（$NETWORKHOME：
/export/home/<user_name>）

Oracle バイナリ用に 6 GB（最小）。

/tmp 100 MB（最小）の空きディスク スペース。
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リモートの埋め込みデータベースを使用する場合の要件

組み込みデータベースをリモートにインストールして使用する場合は、次の要件が適用されます。

• Perl バージョン 5.8.6 以降がルート ユーザにインストールされている必要があります。

• インストール スクリプトは、リモート サーバ上から SSH でワークステーションに接続する
ユーザのホーム ディレクトリに Oracle インストール ファイルをコピーします。ホーム ディ
レクトリには、インストール ファイル用に 4 GB 以上の空きスペースがなければなりませ
ん。ホーム ディレクトリがルート（/）の場合、スぺースが過剰に消費されてサーバがクラッ
シュする恐れがあるため、特に注意が必要です。

• Prime Network に必要な UNIX シェルのリスト（Prime Network で使用される UNIX サービス
およびコンポーネント（3-10 ページ）を参照）に加え、リモートの組み込みデータベースには 
BASH（/bin/bash & /usr/bin/bash）も必要になります。

外部データベースを使用する場合の要件

Prime Network ゲートウェイが外部データベースに接続する場合、表 2-11 に記載されている 
Oracle バージョンを、Oracle JVM オプションとパーティション分割オプションを使用してイン
ストールする必要があります。パーティション分割オプションが必要となる理由は、
Prime Network ではイベント管理にパーティション分割を使用するためです。

Prime Network ユニットの要件

次のトピックで、ユニットの要件を記載します。

• ユニット：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件（2-9 ページ）

• ユニット：ネットワーク サイズに基づく推奨ハードウェア（2-10 ページ）

ユニット：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件

表 2-12 に、ユニットに使用するソフトウェアおよびハードウェアの最小要件を記載します。ユ
ニットはデータベースと接続可能でなければなりません。

表 2-11 サポートされている Oracle バージョンと必要なパッチ

Oracle バージョン 必要な Linux パッチ

Oracle Database 12c Enterprise Edition リリース 12.1.0.1 __

表 2-12 ユニットの最小要件

項目 仕様

システム ハード
ウェア

Xeon E5-2600 または同等のもの。

ユニット：ネットワーク サイズに基づく推奨ハードウェア（2-10 ページ）も参照してください。

ソフトウェア Prime Network 4.3.2 でサポートされている Red Hat 5.8、Red Hat 6.5、Red Hat 6.8 の 64 ビット
版サーバ エディション（英語）は仮想環境で稼働します。Red Hat は VMware ESXi バージョ
ン 5.5 および 6.0 と、Openstack カーネルベース仮想マシン（KVM）ハイパーバイザ バージョ
ン 2.6 でサポートされます。

特定の Red Hat サービスと RPM が必要です。必要な Red Hat サービスと RPM（2-15 ページ）
を参照してください。
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ユニット：ネットワーク サイズに基づく推奨ハードウェア

ユニットとして使用するマシンを選ぶ前に、ネットワークのサイズ（デバイス数と 1 秒あたりの
イベント数）に応じて合計メモリ要件を把握しておく必要があります。合計メモリはすべてのユ
ニット マシンに配分されるため、合計メモリによって各ユニットの CPU 要件が決まります。

多数の比較的小規模なユニットを使用することも（VM 環境ではこれが一般的です）、少数の大
規模なユニットを使用することもできます（ベア メタルではこのほうが一般的です）。いずれの
場合も、メモリ要件の計算は、必要なメモリ容量の合計を特定するところから始める必要があ
ります。

（注） メモリ要件の計算でサポートが必要な場合は、シスコのアカウント担当者にお問い合わせくだ
さい。

以下に、ネットワーク サイズに基づく合計メモリ要件の例を示します。この例は、キャリア イー
サネット展開環境において、次のパーセンテージで各デバイス タイプを配分することを前提と
しています。

P は 2%、N-PE は 8%、U-PE は 78%、CE は 12%

必要なユニット数は、選択するサーバのタイプに依存します。以下に、選択可能なユニット サー
バの例を示します。

（注） • DLP 処理に対応するには、さらに 10 ～ 20 GB のストレージが追加で必要になります。

• Operations Reports コンポーネントを使用する場合、ユニット サーバごとの RAM を 3% 増や
す必要があります。

表 2-13 ユニットの合計メモリ要件の例

ネットワーク 
サイズ 最大デバイス数

1 秒あたりの最大イ
ベント数（EPS）

全ユニットに必要な
合計メモリ（GB 単位
の RAM）

小規模 200 5 10

中規模 2000 20 100

大規模 5000 50 250

表 2-14 ユニット サーバの例

ユニット サー
バのタイプ メモリ（GB） CPU コア

VM 32 2

VM 96 6

ベア メタル
（UCS-B）

256 10

ベア メタル
（UCS-B）

512 20
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以下は、大規模ネットワークでユニット サーバを組み合わせる場合の例です（250 GB の RAM が
必要です）。

• 256 GB の RAM を搭載した 1 台の UCS-B

• それぞれに 96 GB の RAM を搭載した 2 台の VM と、それぞれに 32 GB の RAM を搭載した 
2 台の VM

ディスク スペースに関する要件

ユニット サーバごとに必要な最小ディスク スペースは 30 GB です（スワップ領域と Operations 
Reports ストレージの要件を含む）。

単一サーバでゲートウェイとユニットに対応する場合の要件

1 秒あたり最大 50 件の実用的イベントと最大 150 件のイベント（合計 200 EPS）をサポートする、
デバイス数 1000 以下からなる小規模から中規模の展開環境には、ゲートウェイ、ユニット、デー
タベースが同じサーバ上で稼働する単一サーバのセットアップが適しています。

単一サーバのセットアップでの要件は次のとおりです。

• 10 CPU コア

• 64 ～ 96 GB の RAM（デバイス数によって異なる）。96 GB が推奨されます。

• 6.5 TB のディスク スペース 

（注） ディスク スペースの要件は、サポートされる 1 秒あたりのイベント数と比例して増
加します。このシステムは、1 秒あたりの最大イベント数 750（50 件の実用的イベン
トと 700 件の標準的イベント）に対してテストされています。この場合、15 TB の
ディスク スペースが必要になります。ネットワーク サイズに基づくストレージ要件

（2-6 ページ）を参照してください。

• 1200 IOPS（読み取り操作 300/書き込み操作 900）。

Operations Reports をインストールする場合は、要件が次のように増えます。

• 291 GB のディスク スペース

• 32 GB メモリ

• 170 IOPS

Prime Network クライアントの要件

次のトピックで、クライアントの要件を記載します。

• クライアント：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件（2-12 ページ）

• Citrix で Prime Network クライアントを使用する場合（2-13 ページ）

• Citrix 環境を使用して Prime Network クライアントにアクセスする場合（2-14 ページ）
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クライアント：ハードウェアおよびソフトウェアの最小要件

表 2-15 に、Prime Network クライアントに使用するソフトウェアとハードウェアの最小要件を記
載します。

表 2-15 Prime Network クライアントの最小インストール要件

項目 仕様

最小ハードウェア要件

IBM PC または PC 対応
ワークステーション

• Pentium IV、2.66-GHz 以上のプロセッサ

• 1 GB RAM

• 2 GB の空きディスク スペース

• 実行中のインスタンスごとに 512 MB の空きメモリ（非仮想メモリ）

画面 • 1024 × 768 ピクセル以上に最適化された画像解像度

• True Color（32 ビット）設定

ソフトウェア最小要件

オペレーティング システム • Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7

（注） Windows 32 ビット システムの場合、jnlp ファイル内で Network Vision 起動用メ
モリ割り当てを 512MB に減らしてください。

• Citrix ホットフィックス パッチ CTX120923（http://support.citrix.com/article/CTX120923  
から入手可能）を適用した Citrix XenApp 6.0 と Citrix XenApp 6.0。

（注） Citrix ホットフィックス パッチを適用するには、アップグレードした Citrix ライ
センス サーバ（バージョン 11.6.1）が必要です。1 台の Citrix サーバで複数の Citrix 
クライアントをサポートし、それぞれのクライアントで Cisco Prime Network クラ
イアントを実行できます。Citrix で Prime Network クライアントを使用する場合

（2-13 ページ）を参照してください。

その他のソフトウェア • Java 8 アップデート 60。

（注） Prime Network は Java 8 アップデート 60 でテストされていますが、これ以前の 
Java 8 アップデートでも機能するはずです。

ブラウザ要件

帯域幅 1 秒あたり 1.5 MB の帯域幅（ダウンロード用）

Prime Network Web ベース 
GUI アプリケーションで
サポートされているブラ
ウザ 

• Mozilla Firefox 24、ESR 24、26、27、29、30、49、52、54

（注） ゲートウェイ IP アドレスが raw IPv6 アドレスの場合、Firefox を使用して Prime 
Network Web サーバに接続すると、VCB、ネットワーク検出、CCM などの機能を
使用できない可能性があります。これは、Firefox の欠陥によるものです。この問
題を回避するには、IP アドレスではなくホスト名を使用して Prime Network にロ
グインしてください。

• Google Chrome バージョン 31、33、60

• Internet Explorer バージョン 9、10、11

（注） ネットワーク検出が正しく表示されなかったり、[Discovery Profile] ページの
ロードに通常よりも時間がかかったりする場合があります。
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Citrix で Prime Network クライアントを使用する場合

Citrix で Prime Network を使用する場合、SSL 接続を確立する際や Prime Network クライアント
に対するキャッシュ フォルダを作成する際に問題が発生することがあります。

SSL 接続の確立 

Citrix で Prime Network を使用しているときに SSL 接続を確立できない場合は、次の手順に従っ
てください。

手順 1 Citrix 管理コンソール（サーバ側）でアプリケーションを右クリックし、[Modify application 
properties] > [Modify all Properties] を選択します。

手順 2 [Client Options] ウィンドウをクリックします。

手順 3 [Enable SSL and TLS protocols] チェックボックスをオフにします。

Citrix でのアクセス許可の更新

キャッシュ フォルダを作成できない場合、または Prime Network クライアントに .jar ファイルを
ダウンロードできない場合は、Citrix でのアクセス許可の定義に問題がある可能性があります。
アクセス許可を更新するには、次の手順に従います。

手順 1 クライアントのインストール フォルダ（通常は C:\Cisco Systems\Prime Network\）を右クリック
し、[Properties] を選択します。

手順 2 [Security] タブをクリックします。

手順 3 [Users] グループをクリックし、[Allow] チェックボックスをオンにしてアクセス権を変更します。

手順 4 [OK] をクリックします。

必要なブラウザ サポート • JavaScript：必須

• Cookies：有効

• ポップアップ：有効（Firefox および Internet Explorer）

• セキュリティ：制限されているリソースへのアクセスには SSL/証明書が必須

Flash Player • 高度なグラフィックスと複雑な UI コンポーネントを最適に表示するには、Adobe 
Flash Player 9.0 以降が必要です。

表 2-15 Prime Network クライアントの最小インストール要件（続き）

項目 仕様
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Citrix 環境を使用して Prime Network クライアントにアクセスする場合

前提条件

• 次のリンクをクリックして Citrix XenApp 6.0 をインストールし、設定します。

http://docwiki.cisco.com/wiki/Citrix_XenApp_Server_6.0_Installation_for_Accessing_Prime_Networ
k_in_Standalone_and_Suite_Modes

• Citrix XenApp をインストールするサーバに、正しい時刻とタイム ゾーンが設定されている
ことを確認します。たとえば IST の場合、タイムゾーンは（UTC+05:30）チェンナイ、コルカ
タ、ムンバイ、ニューデリーとして設定されていなければなりません。

クライアント マシンに Citrix オンライン プラグインとレシーバがインストールされると、Prime 
Network 機能が有効になり、これらの機能に Citrix 環境でアクセスできるようになります。ユー
ザには、Citrix 対応 URL とログイン クレデンシャルが提供されます。

図 2-1 Citrix のログイン画面

Citrix にログインすると、Prime Network アプリケーションが表示されます。ユーザはここからア
プリケーションにアクセスできます。
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図 2-2 Citrix 環境での Prime Network アプリケーションの表示

必要な Red Hat サービスと RPM
次のセクションに、必要な Red Hat サービスおよび RPM を記載します。

• Red Hat 5.8 に必要な RPM

• Red Hat 6.5 に必要な RPM（2-17 ページ）

• Red Hat 6.7 に必要な RPM（2-18 ページ）

• Red Hat 6.8 に必要な RPM（2-21 ページ）

• Oracle データベース 12c に必要な RPM（2-22 ページ）

Red Hat 5.8 に必要な RPM
Red Hat 5.8 で稼働するゲートウェイまたはユニット上で Prime Network 4.3.2 を実行する予定の
場合、Red Hat Web サイトからダウンロードしてインストールする必要がある RPM がいくつか
あります。詳細については、次のリンク先で Red Hat OpenSSL バグ修正および拡張更新に関する
アドバイザリ RHRA-2011:0018-1 を参照してください。

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2011-0018.html
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Red Hat RPM をダウンロードしてインストールするには、次の手順に従います。

手順 1 Red Hat Web サイトから、次の Red Hat OpenSSL バグ修正および拡張更新 RPM ファイルをゲー
トウェイまたはユニットのインストール ディレクトリにダウンロードします。

• openssh-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

• openssh-clients-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

• openssh-server-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

手順 2 ルート ユーザとして、次のコマンドを入力します。

rpm -Uhv openssh-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

rpm -Uhv openssh-clients-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

rpm -Uhv openssh-server-4.3p2-72.el5.x86_64.rpm

/etc/init/sshd stop

/etc/init/sshd start

手順 3 Red Hat 5.8 で稼働するゲートウェイとユニットのそれぞれについて、上記の手順を繰り返します。

必要な 32 ビット パッケージ

• expect-5.43.0-8.el5.i386.rpm

• tcl-8.4.13-4.el5.i386.rpm

• elfutils-libelf-devel.i386 0.137-3.el5

• libaio-devel.i386 0.3.106-5

• glibc-devel.i386 2.5-81

• libstdc++-devel.i386 4.1.2-52.el5

最小限必要な 64 ビット パッケージ

• expect-5.43.0-8.el5.x86_64.rpm

• elfutils-libelf-devel.x86_64 0.137-3.el5

• libaio-devel.x86_64 0.3.106-5

• gcc-c++.x86_64 4.1.2-52.el5

• glibc-devel.x86_64 2.5-81

• glibc-headers.x86_64 2.5-81

• libstdc++-devel.x86_64 4.1.2-52.el5

• sysstat.x86_64 7.0.2-11.el5

• gcc.x86_64 4.1.2-52.el5
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Red Hat 6.5 に必要な RPM
Red Hat Web サイトから次の RPM をダウンロードして、ゲートウェイおよびユニット サーバに
インストールする必要があります。

必要な 32 ビット パッケージ

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686

• glibc-2.12-1.132.el6.i686

• libgcc-4.4.7-4.el6.i686

• libstdc++-4.4.7-4.el6.i686

• libaio-devel-0.3.107-10.el6.i686

• libXtst-1.2.1-2.el6.i686（GUI を使用してインストールする場合に必要）

• libgcj-4.4.7-4.1.el6_5.i686（GUI を使用してインストールする場合に必要）

最小限必要な 64 ビット パッケージ

• binutils-2.20.51.0.2-5.36.el6.x86_64

• libXtst-1.2.1-2.el6.x86_64（GUI を使用してインストールする場合に必要）

• libgcj-4.4.7-4.1.el6_5.x86_64（GUI を使用してインストールする場合に必要）

• compat-libcap1-1.10-1.x86_64

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64

• openssl098e-0.9.8e-17.el6_2.2.x86_64（Operations Reports をインストールする場合に必要）

• gcc-c++-4.4.7-4.el6.x86_64

• glibc-devel-2.12-1.132.el6.x86_64

• numactl-2.0.7-8.el6.x86_64

• ksh-20120801-10.el6.x86_64

• libgcc-4.4.7-4.el6.x86_64

• libstdc++-devel-4.4.7-4.el6.x86_64

• libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64

• make-3.81-20.el6.x86_64

• sysstat-9.0.4-22.el6.x86_64

• expect-5.44.1.15-5.el6_4.x86_64

• openssh-server-5.3p1-94.el6.x86_64

• openssh-5.3p1-94.el6.x86_64

• telnet-0.17-47.el6_3.1.x86_64

• dos2unix-3.1-37.el6.x86_64

• openssl-1.0.1e-30.el6_6.11 

高可用性対応の構成には、次のパッケージが必要です。

• elfutils-libelf

• elfutils-libelf-devel

• numactl-devel
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Red Hat 6.7 に必要な RPM
Red Hat Web サイトから次の RPM をダウンロードして、ゲートウェイおよびユニット サーバに
インストールする必要があります。

必要な 32 ビット パッケージ

• libgcc-4.4.7-17.el6.i686

• nss-softokn-freebl-3.14.3-23.3.el6_8.i686

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686

• glibc-2.12-1.192.el6.i686

• libstdc++-4.4.7-17.el6.i686

必要な 64 ビット パッケージ

• gpg-pubkey-fd431d51-4ae0493b

• libgcc-4.4.7-17.el6.x86_64

• gcc-c++-4.4.7-17.el6.x86_64

• pcsc-lite-libs-1.5.2-15.el6.x86_64

• telnet-0.17-48.el6.x86_64

• glibc-2.12-1.192.el6.x86_64

• compat-libcap1-1.10-1.x86_64

• cpp-4.4.7-17.el6.x86_64

• nspr-4.11.0-1.el6.x86_64

• nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64

• mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64

• ksh-20120801-33.el6.x86_64

• expect-5.44.1.15-5.el6_4.x86_64

• nss-softokn-freebl-3.14.3-23.3.el6_8.x86_64

• cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64

• ntp-4.2.6p5-10.el6.1.x86_64

• nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64

• java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64

• libstdc++-4.4.7-17.el6.x86_64

• libstdc++-devel-4.4.7-17.el6.x86_64

• ppl-0.10.2-11.el6.x86_64

• telnet-server-0.17-48.el6.x86_64

• gpg-pubkey-2fa658e0-45700c69

• tcl-8.5.7-6.el6.x86_64

• tzdata-2016j-1.el6.noarch

• glibc-headers-2.12-1.192.el6.x86_64

• glibc-devel-2.12-1.192.el6.x86_64
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• ntpdate-4.2.6p5-10.el6.1.x86_64

• nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64

• java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64

• dos2unix-3.1-37.el6.x86_64

• glibc-common-2.12-1.192.el6.x86_64

• libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64

• libgomp-4.4.7-17.el6.x86_64

• nss-util-3.21.3-1.el6_8.x86_64

• xinetd-2.3.14-40.el6.x86_64

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64

• gcc-4.4.7-17.el6.x86_64

• lksctp-tools-1.0.10-7.el6.x86_64

高可用性対応の構成には、次のパッケージが必要です。

• binutils.x86_64

• cluster-cim.x86_64

• cman.x86_64

• compat-libcap1.x86_64

• compat-libstdc++-33.i686

• compat-libstdc++-33.x86_64

• dos2unix.x86_64

• elfutils-libelf-devel.x86_64

• elfutils-libelf.x86_64

• expect.x86_64

• gcc-c++.x86_64

• gcc.x86_64

• glibc-common.x86_64

• glibc-devel.x86_64

• glibc-devel.x86_64

• glibc-headers.x86_64

• glibc.i686

• glibc.x86_64

• ksh.x86_64

• libaio-devel.i686

• libaio.i686

• libaio.x86_64

• libgcc.i686

• libgcc.x86_64

• libgcj.i686
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• libstdc++-devel.i686

• libstdc++-devel.x86_64

• libstdc++.i686

• libstdc++.x86_64

• libX11.i686

• libX11.x86_64

• libXau.i686

• libXau.x86_64

• libxcb.i686

• libxcb.x86_64

• libXext.i686

• libXext.x86_64

• libXi.i686

• libXi.x86_64

• libXtst.i686

• libXtst.x86_64

• luci.x86_64

• make.x86_64

• modcluster.x86_64

• numactl-devel.x86_64

• numactl.x86_64

• openais.x86_64

• openssh-clients.x86_64

• openssh-server.x86_64

• openssh.x86_64

• openssl098e.x86_64

• rgmanager.x86_64

• ricci.x86_64

• sysstat.x86_64

• sysstat.x86_64

• telnet.x86_64
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Red Hat 6.8 に必要な RPM
Red Hat Web サイトから次の RPM をダウンロードして、ゲートウェイおよびユニット サーバに
インストールする必要があります。

必要な 32 ビット パッケージ

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686.rpm

• glibc-2.12-1.192.el6.i686.rpm

• libgcc-4.4.7-17.el6.i686.rpm

• nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.i686.rpm

必要な 64 ビット パッケージ

• ksh-20120801-33.el6.x86_64.rpm

• expect-5.44.1.15-5.el6_4.x86_64.rpm

• tcl-8.5.7-6.el6.x86_64.rpm 

• telnet-0.17-48.el6.x86_64.rpm 

• dos2unix-3.1-37.el6.x86_64.rpm

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64.rpm 

• compat-libcap1-1.10-1.x86_64.rpm

• libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64.rpm

• libstdc++-devel-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm

• cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64.rpm

• cpp-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm   

• gcc-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm   

• gcc-c++-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm   

• mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64.rpm   

• ppl-0.10.2-11.el6.x86_64.rpm

• libgcj-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm

GUI を使用してインストールする場合は、以下のパッケージが必要です。

必要な 64 ビット パッケージ

• libgcj-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm

必要な 32 ビット パッケージ

• libgcj.i686

PENTAHO をインストールする場合は、以下のパッケージが必要です。

必要な 64 ビット パッケージ

• openssl098e-0.9.8e-20.el6_7.1.x86_64.rpm
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高可用性対応の構成には、次のパッケージが必要です。

Oracle データベース 12c に必要な RPM
Red Hat 上の Oracle 12c データベースには、次のパッケージ（記載されているバージョン以降）が
必要です。

• binutils-2.20.51.0.2-5.11.el6（x86_64）

• glibc-2.12-1.7.el6（x86_64）

• libgcc-4.4.4-13.el6（x86_64）

• libstdc++-4.4.4-13.el6（x86_64）

• libaio-0.3.107-10.el6（x86_64）

• libXext-1.1（x86_64）

• libXtst-1.0.99.2（x86_64）

• libX11-1.3（x86_64）

• libXau-1.0.5（x86_64）

RPM 依存関係

expect-5.44.1.15-5.el6_4.x86_64 tcl.x86_64

ksh-20120801-33.el6.x86_64

dos2unix-3.1-37.el6.x86_64

elfutils-libelf-devel-0.164-2.el6.x86_64

elfutils-libelf-devel-0.164-2.el6.i686 elfutils-libelf、glibc、nss-softokn-freebl、glibc、
glibc-common、glibc-devel、glibc-headers、
nss-softokn-freebl

libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64

compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686

compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64

cluster-cim-0.16.2-35.el6.x86_64 （modcluster = 0.16.2-31.el6）、tog-pegasus、
net-snmp、openslp、tog-pegasus-libs、
net-snmp-libs、net-snmp-utils

gcc-c++-4.4.7-18.el6.x86_64 cloog-ppl、cpp、gcc、libstdc++-devel、mpfr、ppl、
libgcc、libgomp、libstdc++

numactl-devel-2.0.9-2.el6.i686 numactl-2.0.9-2.el6.i686

numactl-devel-2.0.9-2.el6.x86_64

libstdc++-devel-4.4.7-18.el6.i686 libgcc-4.4.7-18.el6.i686, 
libstdc++-4.4.7-18.el6.i686 

libstdc++-devel-4.4.7-18.el6.x86_64

gcc-4.4.7-18.el6.x86_64

compat-libcap1-1.10-1.i686

compat-libcap1-1.10-1.x86_64
2-22
Cisco Prime Network 4.3.2 インストール ガイド

 



第 2 章      インストール要件

  Prime Network に必要なポート
• libxcb-1.5（x86_64）

• libXi-1.3（x86_64）

• make-3.81-19.el6

• sysstat-9.0.4-11.el6（x86_64）

• compat-libcap1-1.10-1（x86_64）

• compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6（x86_64）

• gcc-4.4.4-13.el6（x86_64）

• gcc-c++-4.4.4-13.el6（x86_64）

• glibc-devel-2.12-1.7.el6（x86_64）

• ksh（任意のバージョンの ksh）

• libstdc++-devel-4.4.4-13.el6（x86_64）

• libaio-devel-0.3.107-10.el6（x86_64）

上記のパッケージに対する RPM 依存関係

• cloog-ppl.x86_64 0:0.15.7-1.2.el6

• cpp.x86_64 0:4.4.6-4.el6

• glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.80.el6

• kernel-2.6.32-573.el6.x86_64

• mpfr.x86_64 0:2.4.1-6.el6

• ppl.x86_64 0:0.10.2-11.el6

Prime Network に必要なポート
次のトピックで、Prime Network に必要なポートを記載します。

• Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート（2-23 ページ）

• Prime Network 統合層のポート（2-27 ページ）

システムでファイアウォールが有効にされている場合は、次のコマンドを使用して必要なポー
トを開いてください。

iptables -A INPUT -p <protocol> --dport <destination port> -j ACCEPT

Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート

表 2-16 に、さまざまな Prime Network サーバおよびクライアント アプリケーションで使用され
るデフォルトのポートを記載します。この表には、HTTP、TCP、および UDP ポートとディレクト
リも記載されています。

これらのポートのステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

# netstat -tulnap | grep port-number
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表 2-16 Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート

ポート番号 送信元 宛先 用途

21 および 22
（TCP）

ゲートウェイ リモート FTP/SFTP 
サーバ

ゲートウェイでユーザ作成の VNE をホストしている場合
の、変更および構成管理の設定のリモート FTP サーバへの
エクスポート

（注） これは推奨される設定ではありません。デバイス 
VNE はゲートウェイ サーバではなくユニット サー
バでホストしてください。

22 ユニット ネットワーク要素 SSHv1 または SSHv2 のデフォルト ポート

23（TCP） ユニット ネットワーク要素
（VNE） 

Telnet コレクタ 

25（TCP） ゲートウェイ SMTP サーバ SMTP ポート（組み込みデータベースに推奨。外部データ
ベースの場合はオプション）

25（TCP） データベース 
サーバ

SMTP サーバ 組み込みデータベースに推奨される SMTP ポート

ゲートウェイ サーバとデータベース サーバが異なる場合
は、両方のサーバでポート 25 を開いた状態にしてください。

（注） 電子メール通知を受信する必要がない場合、SMTP 
サーバを構成する必要はありません。

69（UDP） ネットワーク
要素

ユニット • ユニット上のデフォルト TFTP サーバ

• AVM 83（変更および構成管理で使用される TFTP サーバ）

（注） AVM 83 を使用するには、ポートが解放されて使用
可能になるよう、デフォルト TFTP サーバを無効に
する必要があります。このようにしないと、変更およ
び構成管理の操作が失敗します。

（注） ポート番号 1069 をブロックしないでください。
Prime Network では、このポートを使用して TFTP ト
ラフィック フローをリッスンします。

69（UDP） ゲートウェイ ネットワーク要素 ネットワーク要素との間でのイメージの転送

123（UDP） ユニット ゲートウェイ ゲートウェイとユニット間の NTP 同期 

123（UDP） ゲートウェイ NTP サーバ 1 ゲートウェイの NTP 同期 

161（UDP） 

1161（UDP、
Linux のみ）

ユニット ネットワーク要素 VNE を使用するユニットでは、これらのポートが VNE に
よる SNMP ポーリングで使用されます。

AVM100 を使用するユニットでは、SNMPv3 を使用する場
合に限り、これらのポートがエンジン検出で使用されます。

161（UDP） 

1161（UDP、
Linux のみ）

ネットワーク
要素

ユニット AVM100 を使用するユニットで SNMP v3 を使用する場合。

（注） AVM100 がゲートウェイ上にある場合、ネットワー
ク要素はゲートウェイへの送信に 161（UDP）を使用
します。

162（UDP）

1162（UDP、
Linux のみ）

ネットワーク
要素

ユニット AVM100 を使用するユニットでは、これらのポートがト
ラップに使用されます。

（注） AVM100 がゲートウェイ上にある場合、ネットワー
ク要素はゲートウェイへの送信に 162（UDP）を使用
します。
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162（UDP） 

1162（UDP、
Linux のみ）

ユニット ネットワーク要素 SNMP v3 返信通知

162
（TCP/UDP）

ゲートウェイ ノースバウンド NMS EPM MIB 通知

514（UDP） ネットワーク
要素（VNE） 

ユニット 

（注） AVM100 がゲー
トウェイ上に
ある場合、ネッ
トワーク要素
はゲートウェ
イへの送信に
このポートを
使用します。

Syslog

（注） Prime Network をインストールする際にポート 514 が
占有されている場合、ポートを使用可能にするよう
求められます。ただし、ポート 514 を占有された状態
のままにしても、インストールは正常に完了します。

1101（TCP） ユニット ゲートウェイ Prime Network ユーザ専用の双方向で強化された、システム
管理操作用 SSH 接続 1101（TCP） ゲートウェイ ユニット

1102（TCP） ゲートウェイ データベース サーバ Prime Network ユーザ専用の双方向で強化された、システム
管理操作用 SSH 接続

（注） この SSH ポートは組み込みデータベースを使用す
る場合にのみ必須です。

1102（TCP） データベース 
サーバ

ゲートウェイ

1311（TCP） Prime Network 
クライアント 

ゲートウェイ Prime Network モニタリング システム（SSL over HTTP）

1521（TCP） Prime Network 
クライアント 

データベース サーバ Prime Network イベント データベースへのアクセス

1521（TCP） ユニット データベース サーバ イベント永続化 

1521（TCP） ゲートウェイ データベース サーバ ゲートウェイ永続性サービス 

2148（TCP） ローカルの
地理的冗長
サーバ

リモートの地理的冗
長サーバ

Veritas ゲートウェイの高可用性ソリューションを実装する
場合、Veritas ではポート 2148 を使用します。AVM 148 を使
用することはできません。

2148（TCP） リモートの
地理的冗長
サーバ

ローカルの地理的冗
長サーバ

38751 ユニット ネットワーク要素 デフォルトの Telnet ポート

38752 ユニット ネットワーク要素 デフォルトの SSL ポート

9605（TCP）

42607（TCP）

WEB UI サー
バ/Tomcat 

コンプライアンス監
査エンジン

コンプライアンス監査エンジンのデフォルトの接続ポート。

5029 ユニット データベース サーバ Operations Reports データベース（Infobright）

6080（TCP） クライアント ゲートウェイ Web アクセスおよび Web 起動用 HTTP。ゲートウェイ サー
バからクライアント、クライアント更新（jar ファイル）、オ
ンライン ヘルプ ファイルをダウンロードする際に使用さ
れます。

表 2-16 Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート（続き）

ポート番号 送信元 宛先 用途
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6081（TCP） クライアント ゲートウェイ Web アクセスおよび Web サービス（Operations Reports な
ど）用 HTTP over SSL

6081（TCP） ユニット ゲートウェイ ユニット構成時のキー交換用 HTTP over SSL

8000（TCP） ユニット ユニット HTTP でのローカル管理

ゲートウェイ ゲートウェイ

8009（TCP） クライアント ゲートウェイ Tomcat サーバの AJP コネクタ ポート。変更および構成管理
と Operations Reports に使用されます。1

8011（TCP） ユニット ユニット HTTP でのローカル管理

ゲートウェイ ゲートウェイ

8024 クライアント ゲートウェイ Operations Reports

8043（HTTPS） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理、ネットワーク検出、および VCB Web 
クライアント用のセキュア HTTP ポート。

8080（HTTP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理、VCB、およびネットワーク検出 Web 
クライアント用の HTTP ポート。

デフォルトでは、このポートは無効で、これらのクライアン
トにはセキュアな 8043 HTTP ポートが有効にされます。
ポート 8080 を使用するには、次のコマンドを使用して手動
で有効にする必要があります。

# cd $NCCM_HOME/scripts/ 
# ./nccmHTTP.csh enable 
# dmctl stop # dmctl start

8092 AVM 76 AVM 77 CCM NBI サービス

8099（TCP） ユニット ユニット HTTP でのローカル管理

ゲートウェイ ゲートウェイ

8445（HTTPS） クライアント Prime Network 
Operations Reports BA 
コンソール

Prime Network Operations Reports Web クライアント用のセ
キュア HTTP ポート。

9002（TCP） ゲートウェイ ゲートウェイ Prime Network BQL

（注） ポート 9002 はローカル ポート専用です。

9003（SSL） Prime Network 
クライアント 

ゲートウェイ Prime Network BQL over SSL 

9005（TCP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理で使用される Web GUI サーバ ポート

9009（TCP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理で使用される、Web GUI サーバの AJP 
コネクタ ポート

9080（TCP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理で使用される、Web GUI サーバの HTTP 
コネクタ ポート

9443（TCP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理で使用される、Web GUI サーバの 
HTTPS コネクタ ポート

9390（TCP） ゲートウェイ ユニット 転送の内部プロセス。

9490（TCP） ユニット ゲートウェイ Prime Network のセキュア SSL 転送 

表 2-16 Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート（続き）

ポート番号 送信元 宛先 用途
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Prime Network 統合層のポート

表 2-17 に、Prime Network 統合層（PN-IL）で使用されるポートを記載します。Prime Network では 
PN-IL を使用して、Simple Object Access Protocol（SOAP）で Multi-Technology Operations Systems 
Interface（MTOSI）API を公開します。

9770（TCP）お
よび 9771

（TCP） 

Prime Network 
クライアント 

ゲートウェイ Prime Network Vision、Administration、Events。

9875（TCP） クライアント ゲートウェイ 変更および構成管理で使用される Spring JMX コンソール 
ポート

表 2-16 Prime Network サーバ、HTTP、TCP、および UDP ポート（続き）

ポート番号 送信元 宛先 用途

表 2-17 SIL ポート

ポート番号 送信元 宛先 用途

1100（TCP）：プラ
イベート

統合層フレーム
ワーク

統合層フレーム
ワーク

Karaf JMX RMI レジストリ（統合層管理）

（注） このポートへのローカル ホストからのアクセ
スを許可してください。

8101（TCP）：プラ
イベート

（localhost）

Karaf SSH シェル

（注） このアプリケーションが別のアプリケーショ
ンやプロセスによって使用されないようにし
てください。

9095 - Auditlog NBI Web サービス

9020 - アラーム管理 NBI Web サービス

9229 - 3GPP 通知のコンシューマ WSDL を公開

9201 - MTOSI 通知のコンシューマ WSDL を公開

9110（TCP）：パブ
リック

MTOSI アダプタ 統合層フレーム
ワーク

MTOSI Web サービス実装（MTOSI WS-SOAP NBI）

9220（TCP）：パブ
リック

3GPP アダプタ 統合層フレーム
ワーク

3GPP Web サービス実装（3GPP WS-SOAP NBI）
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32768 ～ 61000
（TCP）：プライ
ベート/パブ
リック

統合層フレーム
ワーク

統合層フレーム
ワーク

エフェメラル ポート

（注） 統合層で JMS SSL トランスポートを使用した
分散型インストールを使用するのでない限り、
このポートへのローカル ホストからのアクセ
スを許可してください。

44445（TCP）：プ
ライベート

Karaf JMX RMI サーバ（Prime Network 統合層管理）

（注） このポートへのローカル ホストからのアクセ
スを許可してください。

61615（TCP）：プ
ライベート/パブ
リック

JMS SSL トランスポート 

（注） 統合層で JMS SSL トランスポートを使用した
分散型インストールを使用するのでない限り、
このポートへのローカル ホストからのアクセ
スを許可してください。

61616（TCP）：プ
ライベート/パブ
リック

JMS NIO トランスポート

（注） 統合層で JMS NIO トランスポートを使用した
分散型インストールを使用するのでない限り、
このポートへのローカル ホストからのアクセ
スを許可してください。

表 2-17 SIL ポート（続き）

ポート番号 送信元 宛先 用途
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