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このマニュアルについて

このマニュアルでは、Cisco IOS リリース 12.2 での Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡

易ネットワーク管理プロトコル）の Cisco 7304 ルータの実装について説明します。SNMP には、

Cisco 7304 ルータ 上でオペレーティング パラメータの値を設定および取得するためのコマンド

セットが用意されています。ルータ情報は、Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）

と呼ばれる仮想記憶領域に保存されています。MIB は、ルータ コンポーネントを示す多くの MIB

オブジェクトをもち、それらコンポーネントのステータスに関する情報を提供します。

対象読者

このマニュアルでは、Cisco 7304 ルータを適切に運用できるように設定し、ネットワークでそのパ

フォーマンスを監視するシステム管理者およびネットワーク管理者を対象にしています。

また、Cisco 7304 ルータ用に管理アプリケーションを開発するアプリケーション開発者にも役立ち

ます。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章および付録から構成されています。

• 第 1 章「Cisco 7304 ルータ MIB の概要」では、SNMP に関する基本情報と Cisco 7304 ルータ上
での SNMP の実装を説明します。

• 第 2 章「MIB サポートの設定」では、Cisco 7304 ルータ上で SNMP 管理サポートを設定する手
順を説明します。

• 第 3 章「MIB の仕様」では、Cisco 7304 ルータに保存される各 MIB を説明します。それぞれの
説明には、ルータ上に MIB を実装する方法に関する考慮事項が示されています。

• 第 4 章「通知の監視」では、Cisco 7304 ルータでサポートされる SNMP 通知（トラップとイン
フォーム）を説明します。

• 付録 A「MIB の使用方法」では、MIB の使用方法に関する情報を説明します。

• 索引
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このマニュアルについて

マニュアルの用語および定義

マニュアルの用語および定義

ここでは、このマニュアルで使用する用語および定義を説明します。

• アラーム：一般的に、SNMP でのアラームという語は、トラップと同じ意味であると誤用され
ています（以下のトラップの定義を参照）。アラームとは、トラップを生成させる原因となる

条件を意味します。

（注） 多くのコマンドでは、コマンド構文でトラップという用語を使用します。トラップまたは

インフォームを選択するオプションがコマンドにない場合、トラップというキーワードは、

トラップ、またはインフォームのいずれか、あるいはその両方を意味します。では、

notification がトラップまたはインフォームのいずれであるかを定義し、SNMP notification を
トラップとして送信するか、インフォームとして送信するかを指定するには、snmp-server
enable <notification> コマンドを使用してください。

• Element Management System（EMS ; 要素管理システム）：ネットワークの特定の部分を管理しま
す。たとえば、SNMP 管理アプリケーションである SunNet Manager を使用して、SNMP 管理対
象要素を管理します。Element Manager では、非同期回線、マルチプレクサ、PABX、専用シス
テム、またはアプリケーションを管理できます。

• インフォーム：SNMP マネージャが応答を発行するまで、メモリに保存される信頼性の高い 
SNMP 通知。インフォームは、トラップよりもシステム リソースを消費します

• 管理情報ベース（MIB）：SNMP 管理対象装置で使用できるオブジェクト。情報は、Abstract
Syntax Notation 1（ASN.1; 抽象構文記法タイプ 1 ）で記述されます。これは、誰にでも理解で
きるように、データを論理的にグループ化した表記法です。

• MIB-IIN：オリジナルの標準 SNMP MIB であった MIB-I の機能拡張版。

• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）：MPLS は、シスコが最初に提案したタグス
イッチングの標準化バージョンです。MPLS では、ラベル転送パラダイムが使用されます（ラ
ベルに基づくパケットの転送）。

• リモート ネットワーク モニタリング（RMON）MIB：ネットワークのリモート管理用の SNMP
MIB。MIB は通常、ネットワーク デバイスをサポートするために作成されていますが、RMON
以外の MIB は、管理目的には使用されていません。これに対し、RMON は、ネットワーク管
理を目的として作成されたものです。RMON は、数多い IETF 標準の SNMP ベース MIB の 1 つ
です。

• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）：ネットワーク デバイスのリモート管理を実現す
るアプリケーション層プロトコル。SNMP の「簡易」（"simple"）という語は、SNMP よりもか
なり複雑であると思われるプロトコルに対比しているに過ぎません。SNMP を構成するコン
ポーネントは、管理プロトコル、管理情報およびイベントの定義、管理情報およびイベントの

コア セット、および管理などプロトコルの使用状況（セキュリティとアクセス制御など）を管
理するために使用されるメカニズムやアプローチです。

• 同期光ファイバ ネットワーク（SONET）：光ファイバ伝送の物理レイヤ インターフェイス標準。

• トラップ：SNMP トラップとは、非送信請求（デバイス初期化）メッセージです。メッセージ
の内容は単なる情報に過ぎませんが、ほとんどの場合、リアルタイムのトラップ情報をレポー

トするために使用されます。トラップは、トラップ指示型ポーリングのように他の SNMP メカ
ニズムと連携して使用されます。SNMP インフォーム メカニズムが使用されるのは、信頼性の
高いフォールト レポーティング システムが必要な場合です。

• ユーザ データグラム プロトコル（UDP）：信頼性の低いコネクションレス型の IP ベースの転送
プロトコル。
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このマニュアルについて

マニュアルの入手方法

マニュアルの入手方法

シスコの製品マニュアル、テクニカル サポート、およびその他のリソースは、さまざまな方法で入

手することができます。ここでは、シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明しま

す。

シスコ資料へのアクセス

シスコの最新の製品資料は、次の Web サイトからご覧いただけます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com

シスコの各国語版 Web サイトには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Documentation CD-ROM

シスコのマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属している Cisco Documentation CD-ROM パッ

ケージでご利用いただけます。Documentation CD-ROM は定期的に更新されるので、印刷資料より

も新しい情報が得られます。この CD-ROM パッケージは、1 つのパッケージごとでも、年間契約と

いう形でも 3 ヶ月ごとの契約という形でもご利用いただけます。

Cisco.com の登録ユーザは、Documentation CD-ROM（製品番号 DOC-CONDOCCD=）を 
Cisco Ordering ツールで 1 個から発注できます。

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html

Subscription Store からオンラインで、毎年または 3 ヶ月ごとに発注できます。

http://www.cisco.com/go/marketplace

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）の資料を

日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac/

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トの資料にアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、cisco.com の ログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html
http://www.cisco.com/go/marketplace
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補足資料および情報へのアクセス

補足資料および情報へのアクセス

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報は、次のオンライ

ン資料や出版物の資料から入手可能です。

• 『Cisco Product Catalog』は、シスコが提供しているネットワーク製品について説明している Web
サイトです。このサイトでは、製品の発注、カスタマー サポートなどのサービスもご利用いた
だけます。『Cisco Product Catalog』には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html

• Cisco Press では、ネットワークに関わるさまざまな資料や、トレーニング、認定資格に関する
資料を発行しています。これらの資料は、初めて製品を使用するユーザにも、経験豊富なユー

ザにも推奨できます。Cisco Press の最新の資料およびその他の情報には、次の URL からアクセ
スできます。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』マガジンは、ネットワークの最新トレンド、テクノロジー ブレークスルー、シスコ製
品およびソリューションを紹介するシスコの季刊誌です。ネットワークへの投資を最大限に活

用したいネットワーク業界の専門家に役立つ情報を提供しています。ネットワーク展開、トラ

ブルシューティング ヒント、構成例、カスタマー ケース スタディ、チュートリアルとトレー
ニング、認定情報、数々の詳細なオンライン リソースへのリンクなどを記載しています。
『Packet』マガジンには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/packet

• 『iQ Magazine』は、企業のエグゼクティブ向けにインターネット ビジネス戦略に関する最新情
報を提供するシスコの隔月誌です。『iQ Magazine』には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

• 『Internet Protocol Journal』は、シスコが発行する、工学専門家のための季刊誌です。パブリック
またはプライベートのインターネットとイントラネットのデザイン、開発、および運用に関わ

る情報をとりあげています。『Internet Protocol Journal』には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html

• トレーニング：シスコは、ネットワーク関連のトレーニングを世界各地で実施しています。ト

レーニングの最新情報については、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/go/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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1

Cisco 7304 ルータ MIB の概要

この章では、Cisco 7304 ルータの拡張管理機能の概要を説明します。この章の構成は、次のとおり

です。

• MIB 拡張機能の利点（P. 1-2）

• SNMP の概要（P. 1-3）

• オブジェクト識別子（P. 1-6）

• 関連情報の入手先（P. 1-7）
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MIB 拡張機能の利点
Cisco 7304 ルータは、高性能なエンタープライズ エッジ LAN/WAN 統合ルータであると同時に、

サービス プロバイダー アグリゲーション ルータでもあります。Cisco 7304 ルータの拡張管理機能

により、管理機能が向上します。この機能により、インベントリ管理、資産管理、および障害管理

などのコア ネットワーク管理領域が向上し、さらにルータに組み込まれている管理情報ベース

（MIB）の数も増加します。SNMP および MIB の詳細は、「SNMP の概要」（P. 1-3）を参照してください。

Cisco 7304 ルータの拡張管理機能には、次のような利点があります。

• SNMP ベースのネットワーク管理システム（NMS）を使用して、Cisco 7304 リソースを管理お
よび監視できます。

• SNMP の set コマンドと get コマンドを使用して、Cisco 7304 ルータ の MIB の情報にアクセス
できます。

• インベントリ管理、バルク データ転送などの機能を実行するために要する時間やシステム リ
ソースを節約できます。

その他にも次のような利点があります。

• 規格に準拠したテクノロジー（SNMP）によって、ルータの障害およびパフォーマンスを監視
します。

• すべての SNMP バージョン（SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3）をサポートします。

• サービスに影響を及ぼす可能性のある障害、アラーム、および状態を通知します。

• 複数のエンティティに関する障害とアラームの情報を集約できます。

• コマンドライン インターフェイス（CLI）以外の方法で、ルータ情報にアクセスできます。

次の Cisco 7304 用のプロセッサ、ライン カード、ポート アダプタ（PA）がサポートされています。

• Cisco 7300 Network Services Engine 100 (7300-NSE-100)

• Cisco 7304 NPE-G100 Network Processing Engine (7300-NPE-G100)

• Cisco 2-Port OC-3 ATM Line Card

• Cisco Clear Channel 6-Port T3 Line Card (7300-6T3)

• Cisco 2 and 4-Port OC-3c/STM-1 Packet over SONET/SDH Line Card

• Cisco 1 and 2-Port OC-12c/STM-4 Packet over SONET/SDH Line Card

• Cisco 1 and 2-Port OC-12c/STM-16 Packet over SONET/SDH Line Card

• Cisco 7304 PCI Port Adapter Carrier Card (7300-CC-PA)

• Cisco 1-Port Enhanced ATM T3 Port Adapter (PA-A3-T3)

• Cisco 2-Port Fast Ethernet Port Adapter

（注） Cisco 7304 ルータのモジュールでは、MIB 拡張機能が正しくサポートされていますが、す
べてのモジュールが、この MIB 拡張機能をサポートしているわけではありません。
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SNMP の概要
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、ネットワーク上のデバイスの監視や管理に使用さ

れる標準フレームワーク、および共通言語を備えるアプリケーションレイヤ プロトコルです。

SNMP フレームワークは、次の 3 つの部分で構成されています。

• SNMP マネージャ：SNMP を使用してネットワーク ホストの活動を制御および監視するために
使用されるシステム。最も一般的な管理システムが、ネットワーク管理システム（NMS）です。
NMS という用語は、ネットワーク管理に使用する専用デバイスを意味したり、ネットワーク管
理デバイス上で使用するアプリケーションを意味する場合もあります。SNMP と併用すること
で、さまざまなネットワーク管理アプリケーションが使用できるようになります。単純なコマ

ンドライン アプリケーションから CiscoWorks2000 製品ラインのように豊富な機能を備えたグ
ラフィカル ユーザ インターフェイスまで、その機能は多岐にわたります。

• SNMP エージェント：管理対象デバイス上で動作するソフトウェア コンポーネント。デバイス
に関するデータを保持し、必要に応じてそのデータを管理システムに報告します。エージェン

トおよび MIB は、ルーティング デバイス（ルータ、アクセス サーバ、またはスイッチ）に備
えられています。管理対象デバイス上で SNMP エージェントをイネーブルにするには、マネー
ジャとエージェントの関係を定義する必要があります（「SNMP サポートのイネーブル化」（P.
2-5）を参照）。

• 管理情報ベース（MIB）：階層構造をもつネットワーク管理情報の集まり。

SNMP は、大量のコマンドを定義するのではなく、get-request、get-next-request、および set-request

の形式であらゆる動作を実行します。たとえば、SNMP マネージャは、SNMPエージェントから値

を取得したり、その SNMP エージェントに値を設定したりすることができます。

MIB の説明

管理情報ベース（MIB）は、階層構造をもつネットワーク管理情報の集まりです。MIB は、オブ

ジェクト識別子によって識別される管理対象オブジェクトの集まりで構成されています。MIB にア

クセスするには、SNMP などのネットワーク管理プロトコルを使用します。管理対象オブジェクト

（MIB オブジェクトまたはオブジェクト）とは、ルータなど管理対象デバイスに固有の特性の 1 つ

です。管理対象オブジェクトは、1 つ以上のオブジェクト インスタンス（本質的には変数）で構成

されます。シスコが実装した SNMP は、RFC 1213 に記述された MIB II 変数の定義が使用されます。

MIB には、次の 2 種類の管理対象オブジェクトを含めることができます。

• スカラー オブジェクト：単一のオブジェクト インスタンス（たとえば、IF-MIB の ifNumber、
BGP4-MIB 内の bgpVersion）を定義します。

• テーブル オブジェクト（columnar objects）：行がない、または 2 行以上の MIB テーブルを定義
し、各行に 1 つ以上のスカラー オブジェクトを含むことを定義します（たとえば、IF-MIB 内
の ifTable はインターフェイスを定義します）。

システム MIB 変数には、SNMP を経由して次のようにしてアクセスします。

• MIB 変数へのアクセス：NMS からの要求に応じた SNMP エージェントによって、この機能が
初期化されます。SNMP エージェントは、要求された MIB 変数の値を検索し、その値を使用し
て NMS に応答します。

• MIB 変数の設定：NMS からのメッセージに応じた SNMP エージェントによって、この機能が
初期化されます。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS が要求した値に変更します。
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SNMP 通知

SNMP エージェントが、SNMP マネージャに通知するのは、次のような重要なシステム イベントが

発生した場合です。

• インターフェイスまたはカードが動作を開始または停止した場合

• 温度がしきい値を超えた場合

• 認証エラーが発生した場合

エージェントがアラーム状態を検出すると、次のように動作します。

• アラーム状態の発生時刻、タイプ、および重大度に関する情報を記録します。

• 通知メッセージを生成して、対象となる IP ホストに送信します。

SNMP 通知は、次のいずれかの形式で送信されます。

• トラップ：SNMPマネージャからの受信応答を必要としない信頼性の低いメッセージ。

• インフォーム：SNMP マネージャが応答を返すまでメモリに保存される信頼性の高いメッセー
ジ。インフォームは、トラップよりもシステム リソースを消費します。

（注） 多くのコマンドでは、コマンド構文でトラップという用語を使用します。トラップまたは

インフォームを選択するオプションがコマンドにない場合、トラップというキーワードは、

トラップ、インフォーム、あるいはその両方を意味します。トラップまたはインフォーム

要求として SNMP 通知を送信するかを指定するには、snmp-server host コマンドを使用しま
す。

エージェントがアラーム状態を検出すると、エージェントは、その発生時刻、タイプ、重大度に関

する情報をログに記録し、通知メッセージを生成して対象となる IP ホストに送信します。SNMP 通

知は、トラップまたはインフォーム要求として送信できます。Cisco 7304 ルータ上でトラップをイ

ネーブルにする方法については、「SNMP サポートのイネーブル化」（P. 2-5）を参照してください。

Cisco 7304 ルータのトラップについては、第 4 章「通知の監視」を参照してください。

シスコが実装した SNMP は、RFC 1215 に記述された SNMP トラップの定義が使用されます。

SNMP のバージョン

Cisco IOS ソフトウェアがサポートしている SNMP のバージョンは、次のとおりです。

• SNMPv1：簡易ネットワーク管理プロトコル。RFC 1157 に規定されたインターネット標準であ
り、セキュリティはコミュニティ ストリングをベースとしています。

• SNMPv2c：SNMPv2 用のコミュニティ ストリングをベースとする管理フレームワーク。
SNMPv2c は、SNMPv2p（SNMPv2 クラシック）のプロトコル動作およびデータ型を改訂した
ものであり、SNMPv1 のコミュニティ ベースのセキュリティ モデルを使用しています。

• SNMPv3：SNMP バージョン 3。SNMPv3 は、次のセキュリティ機能を使用して、デバイスへの
安全なアクセスを実現します。

－ メッセージ整合性：パケットが送信中に不正に変更されないようにします。

－ 認証：メッセージの送信元が有効かどうかを判別します。

－ 暗号化：パケットの内容をスクランブルし、認証を受けていない送信元に読み取られない

ようにします。
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SNMPv1 および SNMPv2c

SNMPv1 および SNMPv2c は、両方ともコミュニティ ベース形式のセキュリティを使用します。エー

ジェントの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティは、IP アドレスの アクセス コント

ロール リスト（ACL）とパスワードによって定義されています。

SNMPv2c には、バルク検索メカニズムが組み込まれ、より詳細なエラー メッセージ管理ステーショ

ンに報告します。バルク検索メカニズムは、テーブルや大量の情報を検索し、必要な往復回数を削

除します。SNMPv2c ではエラー処理を改善し、各種のエラー状況を区別する拡張エラー コードが

組み込まれています。エラー状況は、SNMPv1 の単一のエラー コードを使用して報告されます。そ

のため、エラー リターン コードでエラーの種類が報告されるようになりました。次の 3 種類の例

外も報告されます。

• no such object 例外

• no such instance 例外

• end of MIB view 例外

SNMPv3

SNMPv3 には、次のセキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方が組み込まれています。

• セキュリティ モデル：ユーザおよびそのユーザが所属するグループに対して設定する認証方
法。

• セキュリティ レベル：1 つのセキュリティ モデルの中で許可されるセキュリティのレベル。

セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせによって、SNMP パケットを処理すると

きに使用するセキュリティ メカニズムが決まります。

SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

表 1-1 では、各種 SNMP バージョンで実現されるセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

を示しています。

管理ステーションがサポートしている SNMP のバージョンは、それぞれ異なっている場合があるの

で、SNMP エージェントを設定する必要があります。Cisco IOS  ソフトウェアを設定することによ

り、SNMP エージェントは SNMPv1、SNMPv2c、SMNPv3 プロトコルをそれぞれ使用している管理

ステーションとも通信できるようになります。

表 1-1 SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル レベル 認証 暗号化 説明

v1 noAuthNoPriv コミュニティ スト

リング

なし 認証にコミュニティ ストリングの照合

を使用。

v2c noAuthNoPriv コミュニティ スト

リング

なし 認証にコミュニティ ストリングの照合

を使用。

v3 noAuthNoPriv ユーザ名 なし 認証にユーザ名の照合を使用。

v3 authNoPriv MD5 または SHA なし HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴ

リズムに基づく認証を提供。

v3 authPriv MD5 または SHA DES HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴ

リズムに基づく認証を提供。CBC-DES

（DES-56）標準に基づく認証以外に DES

56 ビット暗号化も実行。
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RFC

MIB モジュールは、SNMP MIB モジュール言語で記述されています。また、通常、Internet Engineering

Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）に提出される Request For Comments（RFC）

ドキュメントで規定されています。RFC は、インターネット ソサエティおよびインターネット コ

ミュニティ全体で検討されることを目的として、個人またはグループによって作成されます。RFC

ステータスに達する前に、Internet Draft（I-D）として草案が公開されます。推奨される水準に達し

た RFC には、Standard（STD）文書というラベルが付けられます。詳細は、インターネット ソサエ

ティおよび IETF の Web サイト（http://www.isoc.org および http://www.ietf.org）を参照してください。

シスコでは、システムごとに固有の MIB 拡張機能を提供しています。シスコのエンタープライズ

MIB は、このマニュアルを通じて特に明記しない限り、該当する RFC に記述されているガイドラ

インに準拠しています。

オブジェクト識別子

オブジェクト識別子（OID）は、管理対象ネットワーク デバイス上の MIB オブジェクトを一意に

識別します。OID は、MIB 階層構造内での MIB オブジェクトの場所を示し、複数の管理対象デバ

イスからなるネットワーク上で MIB オブジェクトにアクセスするための手段になります。

• 標準 RFC MIB の OID は、Internet Assigned Numbers Authority (IANA) によって割り当てられます。

• エンタープライズ MIB の OID は、Cisco Assigned Numbers Authority（CANA）によって割り当
てられます。

OID 内の数字は、MIB 階層構造のレベルに対応しています。たとえば、OID 1.3.6.1.4.1.9.9. xyz は、

MIB 階層の中で次の場所にある xyz -MIB を表します。（ ）内の数字は、MIB 階層構造との対応を

示すために併記しているに過ぎません。実際に使用する OID は、数値だけで表記されます。

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).cisco(9).ciscoMgt(9).nn-MIB

管理対象オブジェクト（IF-MIB の ifNumber など）は、オブジェクト名

（iso.org.dod.internet.mgmt.enterprises.interfaces.ifNumber）またはその OID（1.3.6.1.2.1.2.1）によって

一意に識別できます。

MIB オブジェクトに割り当てられた OID の一覧は、次の URLを参照してください。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/
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関連情報の入手先

次の URL にアクセスすると、Cisco MIB の一般的な情報を入手できます。このページにあるリンク

を利用して、MIB をダウンロードしたり、関連情報（アプリケーション ノート、OID 一覧など）に

アクセスしたりできます。

• http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

TAC に関する情報および FAQ

次の URL にアクセスすると、シスコの Technical Assistance Center（TAC）が開発した SNMP 情報を

入手できます。

• http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/index.html 
この URL は、SNMP に関する Cisco TAC のページです。このページには、SNMPに関する一般
的な情報へのリンクと、SNMP を使用してデータを収集する際のヒントが記述されています。

• http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibs_9226.shtml 
この URL は、Cisco MIB に関するよくある質問（FAQ）のリストです。

SNMP の設定情報

次の URL にアクセスすると、SNMP の設定情報を入手できます。

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/fun_c/fcprt3/fcmonitr.htm 
この URL は、SNMP サポートを設定するための一般的な情報を紹介しています。これは、『Cisco
IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』の一部が記述されています。

• http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/fun_r/frprt3/frmonitr.htm 
この URL では、SNMP のコマンドを説明しています。これは、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』の一部を記述しています。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/index.html
http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibs_9226.shtml
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/fun_c/fcprt3/fcmonitr.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/fun_r/frprt3/frmonitr.htm
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MIB サポートの設定

この章では、Cisco 7304 ルータに SNMP および MIB サポートを設定する方法について説明します。

この章の構成は、次のとおりです。

• Cisco IOS リリースに含まれる MIB の定義（P. 2-2）

• MIB のダウンロードおよびコンパイル（P. 2-3）

• SNMP サポートのイネーブル化（P. 2-5）
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Cisco IOS リリースに含まれる MIB の定義
Cisco 7304 ルータ上で実行されている Cisco IOS リリースに含まれる MIB を定義する手順は、次の

とおりです。

ステップ 1 Feature Navigator のホームページにアクセスします。http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index 

ステップ 2 MIB Locator をクリックして、アプリケーションを起動します。MIB Locator アプリケーションを

使用して MIB を検索するには、次の 3 つの方法があります。

a. MIB Locator ページから、次のように操作します。

• Release ドロップダウン メニューをクリックして、対象の Cisco IOS ソフトウェア リリース
を選択します。

• Platform Family ドロップダウン メニューから、7304-NPE-G100 または 7304-NSE-100 を選
択します。最初にプラットフォームを選択した場合、Cisco 7304 ルータに適用される IOS
のリリースと機能セットのみが表示されます。

• Feature Set ドロップダウン メニューから、Service Provider を選択します。

b. MIB Locator ページから、イメージ名で検索できます。たとえば、Search by Image Name フィー
ルドに次のように入力して Submit ボタンをクリックします。

c7304-js56i-mz.12.0-1

c. MIB Locator ページから Search for MIB リスト ボックスに表示されている MIB を選択します。
MIB を 1 つ選択するか、CTRL キーを押しながら複数の MIB を選択してから、Submit ボタン
をクリックします。

（注） 選択後は、リンクおよび指示に従ってください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
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MIB のダウンロードおよびコンパイル
Cisco 7304 ルータに対応した MIB をダウンロードおよびコンパイルする方法については、次の項を

参照してください。

• MIB の処理に関する考慮事項

• MIB のダウンロード

• MIB のコンパイル

MIB の処理に関する考慮事項

MIB を処理する際には、次の点に注意してください。

データタイプ定義の不一致

• データタイプ定義の不一致により、コンパイラのエラーまたは警告メッセージが発生する場合

があります。シスコの MIB データタイプ定義では不一致は発生しませんが、一部の標準 RFC
MIB で不一致が発生する場合があります。次に例を示します。

     MIB A defines: SomeDatatype ::= INTEGER(0..100)
     MIB B defines: SomeDatatype ::= INTEGER(1..50)

この例の場合は、些細なエラーとみなされ、警告メッセージが表示されますが、MIB は正常に
ロードされます。

次の例は、些細なエラーではありません（とはいえ、2 つの定義は基本的に同じものです）。こ
の場合、MIB は正常に解析されません。

     MIB A defines: SomeDatatype ::= DisplayString 
     MIB B defines: SomeDatatype ::= OCTET STRING (SIZE(0..255))

これらが MIB コンパイラによってエラーとして扱われる場合、または警告メッセージが表示さ
れないようにする場合は、同じデータタイプを定義している MIB の一方を編集し、定義を一致
させてください。

• MIB の多くは、他の MIB から定義をインポートします。管理アプリケーションを使用して MIB
をロードする必要があり、未定義オブジェクトの問題が発生した場合は、次の MIB をこの順序
でロードしてください。

SNMPv2-SMI.my
SNMPv2-TC.my
SNMPv2-MIB.my
RFC1213-MIB.my
IF-MIB.my
CISCO-SMI.my
CISCO-PRODUCTS-MIB.my
CISCO-TC.my

• 詳細および SNMP のテクニカル ティップスについては、Locator ページから SNMP MIB
Technical Tips をクリックし、リンクに従うか、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Internetworking:SNMP&s=Implementat
ion_and_Configuration#Samples_and_Tips

• MIB オブジェクトに割り当てられる SNMP オブジェクト識別子（OID）のリストについては、
次の URL にアクセスし、SNMP Object Navigator をクリックして、リンクに従ってください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

（注） MIB Locator にアクセスするには、シスコの CCO ユーザ名とパスワードを取得しておく必
要があります。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Internetworking:SNMP&s=Implementation_and_Configuration#Samples_and_Tips
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
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• シスコの MIB をダウンロードおよびコンパイルする方法については、次の URL にアクセスし
てください。

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibcompilers.html

MIB のダウンロード

MIB をまだシステムにダウンロードしていない場合は、次の手順に従って MIB をダウンロードし

ます。

ステップ 1 前の項に記述されている考慮事項を確認します（「MIB の処理に関する考慮事項」）。

ステップ 2 次に示すシスコの URL のいずれかにアクセスします。一方の URL にダウンロードしたい MIB が

ない場合は、もう一方の URL にアクセスしてください。どちらの URL にもダウンロードしたい

MIB がない場合は、ステップ 5 に示すいずれかの URL にアクセスします。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v1

ステップ 3 MIB のリンクをクリックして、MIB をダウンロードします。

ステップ 4 File > Save または File > Save As の順に選択して、MIB をシステムに保存します。

ステップ 5 業界標準の MIB は、次の URL からダウンロードできます。

• http://www.ietf.org

• http://www.atmforum.com

MIB のコンパイル

Cisco 7304 ルータに SNMP ベースの管理アプリケーションを搭載して使用する場合は、そのプラッ

トフォーム用に MIB をコンパイルする必要があります。たとえば、UNIX オペレーティング シス

テム上で HP OpenView を実行している場合、HP OpenView のネットワーク管理システム（NMS）

を使用して Cisco 7304 ルータに対応した MIB をコンパイルする必要があります。コンパイル方法

は、NMS のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibcompilers.html
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v1
http://www.ietf.org
http://www.atmforum.com
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SNMP サポートのイネーブル化
ここでは SNMP 機能をサポートする Cisco 7304 ルータを設定する方法について説明します。

SNMP コマンドの詳細は、次のシスコのマニュアルを参照してください。

• 『Cisco IOS Release 12.2 Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「Monitoring the Router
and Network」の項。次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/index.htm

• 『Cisco IOS Release 12.2 Configuration Fundamentals Command Reference』の「Part 3: System
Management Commands」の「Router and Network Configuration Commands」の項。次の URL から
入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_r/index.htm

SNMP 機能をサポートする Cisco 7304 ルータを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ルータのコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、SNMP の基本設定を行います。こ

れらの基本設定コマンドは、SNMPv2c 用に発行されたものです。SNMPv3 の場合には、SNMP の

ユーザとグループも設定する必要があります。コマンドおよび設定手順については、前述のマニュ

アル一覧を参照してください。

a. SNMP read-only コミュニティおよび SNMP read-write コミュニティを定義します。

Router (config)# snmp-server community Read_Only_Community_Name ro
Router (config)# snmp-server community Read_Write_Community_Name rw

b. SNMP ビューを設定します（SNMP ユーザ グループ別にアクセス可能なオブジェクトの範囲を
制限するため）。

Router (config)# snmp-server view view_name oid-tree {included | excluded}

ステップ 2 ルータから SNMP トラップを受信するホストを IP アドレスで指定します。

Router (config)# snmp-server host host

ステップ 3 トラップを生成するルータを設定します。キーワードを使用すると、生成されるメッセージの数と

タイプを制限できます。

Router (config)# snmp-server enable traps [notification-type] [notification-option]

ステップ 4 オプションのステップです。Field Replaceable Units（FRU）にリリースされる SNMP トラップを生

成するルータを設定します。

Router (config)# snmp-server enable traps fru-ctrl

ステップ 5 オプションのステップです。環境モニタリングに関連する SNMP トラップを生成するルータを設定

します。

Router (config)# snmp-server enable traps envmon

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_r/index.htm
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3

MIB の仕様

この章では、Cisco 7304 ルータ上の各情報管理ベース（MIB）を説明します。Cisco 7304 ルータ プ

ラットフォーム上で MIB を実装する際に制約事項がある場合には、それについても示します。

特に明記しない限り、Cisco 7304 の MIB の実装は、標準に準拠しています。表に含まれていないオ

ブジェクトは、MIB 内で定義されたように実装されます。MIB の定義方法の詳細は、MIB を参照

してください。

（注） Cisco IOS ソフトウェア リリースに組み込まれている MIB がすべて、Cisco 7304 ルータ上で完全に
サポートされているとは限りません。まったくサポートされていない MIB もあります。また、使
用可能であっても、ルータ上での動作が確認済みではない MIB もあります。さらに、将来的にサ
ポートが保証されていないにもかかわらず、ソフトウェアから削除できない MIB もあります。し
たがって、MIB がイメージに含まれているからと言って、その MIB が必ずしも Cisco 7304 プラッ
トフォームでサポートされるとは限りません。

（注） シスコがサポートする MIB バージョンを示す RFC バージョンがリストされています。

表 3-1 では、Cisco 7304 ルータ上の設定に対してサポートおよび確認されている Cisco IOSリリース

12.2 に含まれる MIB を示しています。
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表 3-1 サポートおよび確認済みの Cisco 7304 MIB

ATM-MIB (RFC 1695) CISCO-SONET-MIB

BGP4-MIB CISCO-SYSLOG-MIB

CISCO-AAL5-MIB CISCO-TC

CISCO-ACCESS-ENVON-MIB CISCO-TCP-MIB

CISCO-ATM-EXT-MIB ENTITY-MIB (RFC 2737)

CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB ETHERLIKE-MIB (RFC 2665)

CISCO-BULK-FILE-MIB EVENT-MIB (RFC 2981)

CISCO-CDP-MIB EXPRESSION-MIB

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB IF-MIB (RFC 2233)

CISCO-CONFIG-COPY-MIB MPLS-LDP-MIB

CISCO-CONFIG-MAN-MIB MPLS-LSR-MIB

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB MPLS-TE-MIB

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB MPLS-VPN-MIB

CISCO-ENTITY-EXT-MIB NOTIFICATION-LOG-MIB

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

CISCO-ENTITY-PFE -MIB OLD-CISCO-CPU-MIB

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB OLD-CISCO-IP-MIB

CISCO-ENVMON-MIB OLD-CISCO-MEMORY-MIB

CISCO-FLASH-MIB PIM-MIB (RFC 2934)

CISCO-FRAME-RELAY-MIB RFC1213-MIB (MIB II)

CISCO-FTP-CLIENT-MIB RFC1243-MIB (AppleTalk)

CISCO-HSRP-EXT-MIB RFC1253-MIB (OSPF)

CISCO-HSRP-MIB RFC1315-MIB (FRAME RELAY MIB)

CISCO-IETF-IP-MIB RFC1406-MIB (DS1)

CISCO-IMAGE-MIB RFC1407-MIB (DS3)

CISCO-IP-STAT-MIB RFC2558-MIB (SONET MIB)

CISCO-MEMORY-POOL-MIB RMON-MIB (RFC 1757)

CISCO-PING-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB (RFC 2571)

CISCO-PROCESS-MIB SNMPv2-MIB (RFC 1907)

CISCO-PRODUCTS-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB (RFC 2573)

CISCO-QUEUE-MIB SNMP-TARGET-MIB (RFC 2573)

CISCO-RF-MIB SNMP-USM-MIB (RFC 2574)

CISCO-RTTMON-MIB SNMP-VACM-MIB (RFC 2575)

CISCO-SMI UDP-MIB (RFC 2013)



第 3章      MIB の仕様

3-3
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J

表 3-2 では、c7304 イメージには含まれているものの、Cisco 7304 ルータ上でサポートが確認されて

いない Cisco 7304 の MIB を示しています。

表 3-2 c7304 イメージでサポートが確認されていない Cisco 7304 ルータの MIB

ATM-FORUM-ADDR-REG-MIB CISCO-SNADLC-CONV01-MIB

ATM-FORUM-MIB CISCO-SNAPSHOT-MIB

BRIDGE-MIB (RFC 1493) CISCO-STUN-MIB

CISCO-AAA-SESSION-MIB CISCO-VINES-MIB

CISCO-ALPS-MIB DLSW-MIB

CISCO-ASPP-MIB FUNI-MIB

CISCO-BCP-MIB HC-RMON-MIB

CISCO-BGP4-MIB IGMP-MIB

CISCO-BSC-MIB INT-SERV-GUARANTEED-MIB

CISCO-BSTUN-MIB INT-SERV-MIB

CISCO-BUS-MIB LAN-EMULATION-CLIENT-MIB

CISCO-CAR-MIB MPOA-MIB

CISCO-CASA-FA-MIB MSDP-MIB

CISCO-CASA-MIB NOVELL-IPX-MIB

CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB NOVELL-NLSP-MIB

CISCO-DLCSW-MIB NOVELL-RIPSAP-MIB

CISCO-DLSW-EXT-MIB OLD-CISCO-APPLETALK-MIB

CISCO-DLSW-MIB OLD-CISCO-DECNET-MIB

CISCO-DSPU-MIB OLD-CISCO-NOVELL-MIB

CISCO-FRAS-HOST-MIB OLD-CISCO-SYSTEM-MIB

CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB OLD-CISCO-TCP-MIB

CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB OLD-CISCO-TS-MIB

CISCO-IPMROUTE-MIB OLD-CISCO-VINES-MIB

CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB OLD-CISCO-XNS-MIB

CISCO-LEC-EXT-MIB RFC1231-MIB (Token Ring MIB)

CISCO-LECS-MIB RFC1381-MIB (X.25 LAPB)

CISCO-LES-MIB RFC1382-MIB (X.25 Packet Layer)

CISCO-MPOA-EXT-MIB RFC2006-MIB (MIP)

CISCO-NDE-MIB RMON2-MIB

CISCO-NTP-MIB RS-232-MIB

CISCO-PIM-MIB RSVP-MIB

CISCO-QLLC01-MIB SMON-MIB

CISCO-RMON-SAMPLING-MIB SNA-SDLC-MIB

CISCO-RSRB-MIB SNMP-PROXY-MIB

CISCO-SDLLC-MIB SOURCE-ROUTING-MIB

CISCO-SLB-EXT-MIB TCP-MIB (RFC 2012)

CISCO-SLB-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
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ATM-MIB
ATM-MIB（RFC 1695）には、ATMオブジェクトと ATM アダプテーション レイヤ 5（AAL5）オブ

ジェクトが含まれています。これらのオブジェクトを使用するのは、論理エンティティと物理エン

ティティを管理し、また、ATM インターフェイス、ATM 仮想リンク、ATM 相互接続、AAL5 エン

ティティ、および AAL5 接続など、論理エンティティと物理エンティティの関係を管理するためで

す。

表 3-3 では、Cisco 7304 ルータにおける ATM-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示していま

す。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-3 ATM-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

atmInterfaceDs3PlcpTable Cisco 7304 では使用されていません。

atmInterfaceTCTable サポートされていません。

atmTrafficDescrParamTable 読み取り専用です。

atmVplTable サポートされていません。

atmVclTable

• atmVclAdminStatus 読み取り専用です。

• atmVclReceiveTrafficDescrIndex 読み取り専用です。

• atmVclTransmitTrafficDescrIndex 読み取り専用です。

• atmVccAalType 読み取り専用です。

• atmVccAal5CpcsTransmitSduSize 読み取り専用です。デフォルト値は 4470 です。

• atmVccAal5CpcsReceiveSduSize 読み取り専用です。デフォルト値は 4470 です。

• atmVccAal5EncapsType 読み取り専用です。

• atmVclCrossConnectIdentifier 読み取り専用です。

• atmVclRowStatus 読み取り専用です。

• atmVclCastType サポートされていません。

• atmVclConnKind サポートされていません。

atmVpCrossConnectTable

• atmVcCrossConnectIndexNext サポートされていません。

atmVcCrossConnectTable 実装されていません。

aal5VccTable

• atmTrafficDescrParamIndexNext サポートされていません。

1 OSM-2-OC-12-ATM-xx+ カードで使用される SAR は、aal5vccTable に含まれる CRC エラー カウンタ、タイム
アウト カウンタ、およびオーバーサイズ SDU の統計情報をサポートしていません。これらの統計情報は、
PA-A3-OC-3-SMI カードでサポートされています。

2  ATM-MIB テーブルで使用する ifIndex に対する ifType は、タイプ atm(37) の定義にする必要があります。
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ATM-FORUM-ADDR-REG-MIB
ATM-FORUM-ADDR-REG-MIB には、ATM のユーザネットワーク インターフェイス（UNI）のア

ドレスおよびポートに関する情報が含まれています。また、この MIB には ATM アドレス登録の管

理情報も含まれています。

この MIB に関する制約事項はありません。

ATM-FORUM-MIB
ATM-FORUM-MIB には、ATM のオブジェクト定義およびオブジェクト識別子（OID）が含まれて

います。

BGP4-MIB
BGP4-MIB（RFC 1657）によって、ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）の実装に関連する情

報にアクセスできます。この MIB を使用してアクセスできる情報は、次のとおりです。

• BGP 設定情報

• BGP ピアに関する情報および BGP ピア間で交換されるメッセージ

• アドバタイズされたネットワークに関する情報

BRIDGE-MIB
BRIDGE-MIB には、IEEE 802.1D-1990 標準で規定されているように、ローカル エリア ネットワー

ク（LAN）セグメント間のメディア アクセス制御（MAC）のブリッジを管理するオブジェクトが

含まれています。この MIB は RFC 1493 から引用したもので、TCP/IP ベース インターネット上で

ネットワーク管理プロトコルと共に使用することを目的とします。

CISCO-AAA-SESSION-MIB
CISCO-AAA-SESSION-MIB には、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）プロトコルに基

づくアカウンティング セッションに関する情報が含まれています。

CISCO-AAL5-MIB
CISCO-AAL5-MIB には、ATM アダプテーション レイヤ 5（AAL5）の仮想チャネル接続（VCC）の

パフォーマンス統計情報が含まれています。このMIB は、RFC 1695 の aal5VccTable に規定されて

いない統計情報（たとえば、VCC 上で送受信されたパケット数およびオクテット数など）を提供し

ます。

この MIB に関する制約事項はありません。
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CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB
CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB は、電源装置に障害が発生した理由を示します。この情報は、

CISCO-ENVMON-MIB の ciscoEnvMonSupplyStatusTable にはありません。

CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB は、温度および電圧の通知についても定義しており、これは

CISCO-ENVMON-MIB による温度および電圧の通知に置き換わるものです。

CISCO-ALPS-MIB
CISCO-ALPS-MIB は、TCP/IP 経由の IBM-P1024B（ACL）および Unisys-P1024C（UTS）プロトコ

ルのカプセル化に対する Cisco エアライン プロトコルをサポートします。この MIB には、プロト

コルに対する設定および運用に関する情報が含まれています。この MIB は、Cisco ルータベースの

TCP/IP ネットワークを経由して、エアライン プロトコルのデータを X.25 接続のメインフレームに

転送するトンネリング メカニズムを実現します。

CISCO-ASPP-MIB
CISCO-ASPP-MIB は、アラーム監視を行う企業が使用する非同期セキュリティ プロトコルなどの

非同期ポーリング プロトコルに関する設定および運用に関する情報を提供します。非同期ポーリン

グ プロトコルは、パス スルー モードで処理されます。ASPP は、非同期ブロックの送受信を処理

します。

CISCO-ATM-EXT-MIB
CISCO-ATM-EXT-MIB には、ATM エンティティの管理に使用する Cisco ATM モジュールの拡張機

能が含まれています。この MIB は、ATM インターフェイス上の 仮想チャネル接続（VCC）に関す

る AAL5 パフォーマンスの追加統計情報を提供します。

（注） この MIB に関する制約事項はありません。また、ATM-EXT-MIB にはテーブルが 1 つしかありま
せん。cAal5VccExtTable は、ATM-MIB の aal5VccTable の拡張版です。aalVccTable には、AAL5 パ
フォーマンス パラメータが追加されています。
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CISCO-BCP-MIB
RFC 2878 に基づく CISCO-BCP-MIB（ブリッジ制御プロトコル）には、ポイントツーポイント リン

クの両端でブリッジ モジュールを設定、イネーブル、およびディセーブルにするためのオブジェク

トが含まれています。Cisco 7304 ルータは、BCP を使用して SONET ネットワークおよび DPT ネッ

トワーク経由でイーサネット フレームを転送します。BCP-MIB は、ポイントツーポイント プロト

コル群を使用して、サブネットワーク インターフェイス上でブリッジ制御プロトコルの設定と情報

を管理し、監視します。

CISCO-BCP-MIB に含まれるテーブルは、次のとおりです。

• bcpOperTable：特定のリンクに対する現在の運用状態の情報を示します。ifType ppp(23) を使用
する ifTable 内のすべてのエントリの場合、このテーブル内にエントリが存在します。

• bcpConfigTable：BCP 設定情報を示します（たとえば、スパニング ツリーの現在の設定、ライ
ンの身元証明オプションなど）。

表 3-4  では、ルータにおける CISCO-BCP-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示しています。

次の表に示されている新しい MIB オブジェクトの表も参照してください。MIB オブジェクトの定

義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-4 CISCO-BCP-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

bcpOperTable

• bcpOperStatus 可能な値：

open(1)

closed (2)

listening(3)

bcpConfigTable 

• bcpConfigBridgeIdControl 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigLineIdControl 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigMacSupport 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigTinygram 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigMacAddressControl 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigSpanTreeControl 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigIeee802dot1qTagged 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigMgmtInline 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigBCPacketIndicator 読み取り専用です。可能な値： enabled(1)、disabled(2)

• bcpConfigBridgeId 読み取り専用です。

• bcpConfigLineId 読み取り専用です。

• bcpConfigMacType 読み取り専用です。

• bcpConfigMacAddress 読み取り専用です。

• bcpConfigSpanTree 読み取り専用です。

1  bcpConfigTable オブジェクトは、読み取りと書き込みの両方で定義されていますが、読み取り専用として実装
されます。

2 CISCO-BCP-MIB は、ブリッジ対応のみで設定されたインターフェイスをサポートします。「ブリッジ対応」が
設定されていないと、ユーザが SNMP によって bcpOperTable または bcpConfigTable を取り出したとしても、
このインターフェイスにはエントリがありません。
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CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB
CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB には、課金に使用される BGP ポリシー ベースのアカウン

ティング情報が含まれています（たとえばインターフェイス上のイングレス トラフィックなど）。

この MIB では、BGP ポリシー アカウンティングをサポートしているため、IP トラフィックを別々

のクラスに分類し、各トラフィック クラスの統計情報を維持することが可能です。

この MIB には、各入力インターフェイス上のトラフィックタイプごとのバイト数およびパケット

数の合計値が含まれています。この情報は、トラフィックが転送されるルートに基づいてカスタ

マーに課金するために使用します。

CISCO-BGP4-MIB
BGP4-MIB によって、ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）の実装に関連する情報にアクセス

できます。この MIB を使用してアクセスできる情報は、次のとおりです。

• BGP 設定情報

• BGP ピアに関する情報および BGP ピア間で交換されるメッセージ

• アドバタイズされたネットワークに関する情報

CISCO-BSC-MIB
CISCO-BSC-MIB には、ルータ上で BSC ポート（シリアル インターフェイス）、BSC 制御ユニット

（ポート上のステーション）などの BSC を管理するためのオブジェクトが含まれています。

CISCO-BSTUN-MIB
CISCO-BSTUN-MIB には、ルータ上でブロック シリアル トンネル（BSTUN）を管理するためのオ

ブジェクトが含まれています。この MIB は、BSTUN の包括的な情報を提供します。また、これに

は、BSTUN グループ、ポート、およびルートを管理するための設定および運用に関する情報も含

まれています。

CISCO-BULK-FILE-MIB
CISCO-BULK-FILE-MIB には、バルク ファイル転送を行う場合に利用する SNMP データ ファイル

の作成と削除を行うためのオブジェクトが含まれています。

CISCO-BUS-MIB
CISCO-BUS-MIB には、複数の LANE Broadcast and Unknown サーバ（BUS）を管理するための情報

が含まれています。



第 3章      MIB の仕様
CISCO-CAR-MIB

3-9
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J

CISCO-CAR-MIB
CISCO-CAR-MIB には、ルータ インターフェイスに割り当てられる Committed Access Rate（CAR;

専用アクセス レート）に関する情報が含まれています。CAR を使用するのは、パケット交換を目

的としてインターフェイス上のトラフィック レートを制御するためです。この MIB は、インター

フェイス上の CAR に適合するトラフィックおよび CAR を上回るトラフィックをルータで処理す

る方法に関する情報を提供します。

CISCO-CASA-FA-MIB
CISCO-CASA-FA-MIB は CISCO-CASA-MIB と連携して、Cisco Appliance Services Architecture

（CASA）のフォワーディング エージェント（FA）を管理します。

CASA プロトコルを使用すると、アプライアンス機器（Web キャッシュ、ファイアウォール、ロー

ド バランサなどのソフトウェア エンティティ）でフォワーディング エージェント（スイッチ、ルー

タなどのハードウェア デバイス）の動作を制御できます。アプライアンス機器は、パケットの送信

元、宛先 IPアドレス、ポート、および IP プロトコル フィールド（この情報はアフィニティ（affinity）

と呼ばれます）に基づいて、パケットを処理する方法をフォワーディング エージェントに通知しま

す。

CISCO-CASA-MIB
CISCO-CASA-MIB には、Cisco Appliance Services Architecture（CASA）エンティティ（マネージャ、

フォワーディング エージェントなど）を管理するためのオブジェクトが含まれています。また、

CASA を設定し、固定アフィニティ キャッシュに関するステータスおよび運用情報を検索するため

のオブジェクトも含まれています。

CASA プロトコルを使用すると、アプライアンス機器（Web キャッシュ、ファイアウォール、ロー

ド バランサなどのソフトウェア エンティティ）でフォワーディング エージェント（スイッチ、ルー

タなどのハードウェア デバイス）の動作を制御できます。アプライアンス機器は、パケットの送信

元、宛先 IPアドレス、ポート、および IP プロトコル フィールド（この情報はアフィニティ（affinity）

と呼ばれます）に基づいて、パケットを処理する方法をフォワーディング エージェントに通知しま

す。

CISCO-CDP-MIB
CISCO-CDP-MIB には、ルータ上で Cisco Discovery Protocol（CDP）を管理するためのオブジェクト

が含まれています。

CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB
CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB には、インターフェイスに対して回線の記述を設定するための

オブジェクトが含まれています。回線の記述によって、ATM、フレームリレーなどのインターフェ

イス上の回線が特定されます。たとえば、対応するインターフェイス上のパフォーマンスの統計情

報を相関させるときなどに、回線の記述が使用されます。
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CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB は、Modular QoS のコマンドライン インターフェイス（Modular

QoS CLI）をサポートする Cisco プラットフォームに、QoS の設定情報および統計情報へのアクセ

スを提供します。

このMIB は、次のインデックスを使用して QoS 機能を識別し、これらの機能のインスタンスを区

別します。

• cbQosPolicyIndex：論理インターフェイスに適用されたサービス ポリシーを識別します。

• cbQosObjectsIndex：Cisco 7304 ルータ上の各 QoS 機能を識別します。

• cbQosConfigIndex：QoS 設定のタイプを識別します。このインデックスは、同じ設定をもつ複
数の QoS オブジェクトで共有されます。

インデックス cbQosPolicyIndex および cbQosObjectsIndex は、システムによって割り当てられ、QoS

機能の各インスタンスを一意に識別します。これらのインデックスは、QoS 設定が変更されても、

ルータの再起動時に再使用されることはありません。

QoS に関する MIB 情報は、次の場所に保管されます。

• コンフィギュレーション オブジェクト：すべての ClassMap、PolicyMap、Match Statements、お
よび Feature Actions のコンフィギュレーション パラメータが含まれます。複数の同じインスタ
ンスが存在する場合があります。同じ QoS 機能をもつ複数のインスタンスは、cbQosConfigIndex
で識別される 1 つのコンフィギュレーション オブジェクトを共有します。

• 統計オブジェクト：何らかの設定が行われた QoS ポリシーの実行前後における、トラフィック
クラス別のサマリー カウントおよびサマリー レートが含まれます。さらに、PolicyMap 機能を
選択するために必要な機能固有の詳細な統計情報も入手できます。それぞれに一意の実行時イ

ンスタンスがあります。QoS 機能をもつ複数のインスタンスには、それぞれ個別の統計オブ
ジェクトがあります。QoSオブジェクトの実行時インスタンスごとに一意の識別子
（cbQosObjectsIndex）が割り当てられ、同じ設定をもつ複数のオブジェクトを区別します。

MIB の制約事項

表 3-5 では、Cisco 7304 Network Service Engine (NSE) 100BASE ルータにおける CISCO-CLASS-

BASED-QOS-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳

細は、MIB を参照してください。この表に含まれていない MIB テーブルまたは MIB オブジェクト

は、MIB 内で定義されたように実装されます。

（注） Cisco 7304 NPE-G100 と Cisco c7200 NPE-G1 の CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB サポートは同一で
す。
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表 3-5 c7304 NSE-100 の CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

cbQosInterfacePolicyTable

• cbQosInterfacePolicyIndex サポートされていません。

cbQosFrameRelayPolicyTable

• cbQosFRPolicyIndex サポートされていません。

cbQosATMPVCPolicyTable

• cbQosATMPolicyIndex サポートされていません。

cbQosQueueingCfgTable

• cbQosQueueingCfgFlowEnabled フェア キューがサポートされていないため、

QosQueueingCfgFlowEnabled は常に false(2) です。

• cbQosQueueingCfgIndividualQSize NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosQueueingCfgDynamicQNumber NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosQueueingCfgPrioBurstSize NSE-100 ではサポートされていません。

cbQosTSCfgTable

• cbQosTSCfgBurstSize NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosTSCfgExtBurstSize NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosTSCfgAdaptiveEnabled NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosTSCfgAdaptiveRate NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosTSCfgLimitType NSE-100 カードでサポートされている値は、average(1)

だけです。

cbQosQueueingStatsTable

• cbQosQueueingCurrentQDepth NSE-100 ではサポートされていません。

• cbQosQueueingMaxQDepth NSE-100 ではサポートされていません。現行値は、

Parallel eXpress Forwarding (PXF) で使用可能です。

cbQosTSStatsTable

• cbQosTSStatsDelayedByteOverflow NSE-100 の場合、シェーピングの統計情報 

cbQosTSStatsEntry は PXF* でサポートされていませ

ん。PXF は、トラフィック シェーピング設定に従っ

て、トラフィック シェーピングを実行します。

• cbQosTSStatsDelayedByte

• cbQosTSStatsDelayedByte64

• cbQosTSStatsDelayedPktOverflow

• cbQosTSStatsDelayedPkt

• cbQosTSStatsDelayedPkt64

• cbQosTSStatsDropByteOverflow

• cbQosTSStatsDropByte

• cbQosTSStatsDropByte64

• cbQosTSStatsActive

• cbQosTSStatsCurrentQSize
* PXF とは、Cisco Parallel eXpress Forwarding (PXF) IP サービス プロセッサのテクノロジーです。Cisco 7304 ルー
タには、汎用ネットワーク処理エンジン（NPE-G100）とハードウェア アクセラレーティッド ネットワーク 
サービス エンジン（NSE-100）の 2 つのプロセッサ オプションがあります。NSE-100 は、Cisco 7304 用のフォ
ワーディング エンジンでありルート プロセッサです。NSE-100 は、Parallel eXpress Forwarding (PXF) テクノロ
ジーを利用して、ハードウェア アクセラレーティッド ネットワーク サービスを配信します。
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CISCO-CONFIG-COPY-MIB
CISCO-CONFIG-COPY-MIB には、ルータ上のコンフィギュレーション ファイルをコピーするため

のオブジェクトが含まれています。たとえば、この MIB によって SNMP エージェントは次の処理

を実行できます。

• ネットワークから、またネットワークに対してコンフィギュレーション ファイルをコピーす
る。

• スタートアップ コンフィギュレーションに対して実行コンフィギュレーションをコピーする。

• ローカル Cisco IOS ファイル システムから、またローカル Cisco IOS ファイル システムに対し
てスタートアップ コンフィギュレーション ファイルまたは実行コンフィギュレーション ファ
イルをコピーする。

CISCO-CONFIG-MAN-MIB
CISCO-CONFIG-MAN-MIB には、ルータ設定の変更内容をトラッキングおよび保存するためのオブ

ジェクトが含まれています。この MIB は、ルータの別の場所や周辺装置に存在するコンフィギュ

レーション データのモデルを表します。この MIB の主な目的は、SNMP通知 ciscoConfigManEvent

を使用して、実行コンフィギュレーションの変更内容を報告することです。

CISCO-DLCSWITCH-MIB
CISCO-DLCSWITCH-MIB には、エンドユーザ ステーションへのフレームリレー アクセス サポート

（FRAS）セッションを管理するためのオブジェクトが含まれています。この MIB は、ダウンスト

リーム セッションまたはエンドユーザ セッションにのみ適用されます。したがって、

FRAS-HOST-MIB によって管理されるアップストリーム セッションまたはホストエンド セッショ

ンには適用されません。

CISCO-DLSW-EXT-MIB
CISCO-DLSW-EXT-MIB は、CISCO-DLSW-MIB の拡張版です。この MIB には、シスコ固有のデー

タリンク スイッチング（DLSW）プロトコルの拡張機能を管理するためのオブジェクトが含まれて

います。DLSW は、IP ネットワーク経由でシステム ネットワーク アーキテクチャ（SNA）および

NetBIOS トラフィックを転送する方法を提供します。

CISCO-DLSW-MIB
CISCO-DLSW-MIB には、データリング スイッチを管理するためのオブジェクトが含まれています。

CISCO-DSPU-MIB
CISCO-DSPU-MIB には、シスコの下流物理ユニット（DSPU）のオブジェクトを設定および管理す

るためのオブジェクトが含まれています。
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CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
CISCO-ENTITY-ALARM-MIB によって、Cisco 7304 ルータがシステム コンポーネント（シャーシ、

スロット、モジュール、電源装置、ファン、ポートなど）で生成されたアラームを監視できるよう

にします。

監視対象コンポーネントのアラームについては、このマニュアルの「ENTITY-MIB」（P. 3-35）に記

述されている ENTITY-MIB の entPhysicalTable の行で定義する必要があります。

（注） Cisco 7304 ルータの温度、電源装置、およびファンの監視は、CISCO-ENTITY-ALARM-MIB ではな
く CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB に実装されています。また、温度センサーは、シャーシ レベルで
はなくラインカード レベルでサポートされています。

MIB の制約事項

表 3-6 では、Cisco 7304 ルータにおける CISCO-ENTITY-ALARM-MIB のオブジェクトに関する制約

事項を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

MIB テーブル entPhysicalTable は、ルータ内で物理的なシステム コンポーネントを識別します。次

のリストで、CISCO-ENTITY-ALARM-MIB のテーブル オブジェクトを説明します。

• 物理エンティティ：アラームを生成する Cisco 7304 ルータ内のコンポーネント。

• 物理ベンダー タイプ：このアラームの説明が適用される物理エンティティのベンダー タイプ
を一意に識別する ID（一般的に企業固有の OID）を指定するオブジェクト。

• アラームの重大度：ベンダー タイプごとに定義され、システムで採用されるアラーム タイプ
には、それぞれ対応する重大度が、次のように割り当てられています。

－ クリティカル（critical）：サービスに重大な影響を与える状態であり、時刻または曜日に関
係なく即時に対処の必要があることを示します。たとえば、物理ポート リンクのダウン時
におけるラインカードのホットスワップ、あるいは LOS（信号消失）障害などがその例で
す。

－ メジャー（major）：ハードウェアまたはソフトウェアの状態を表します。サービスの深刻
な中断、または重要なハードウェアの故障もしくは障害を示します。システムの安定性を

復元または確保するために、技術者が速やかに対処する必要があります。サービスやシス

表 3-6 CISCO-ENTITY-ALARM-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

ceAlarmDescrTable

• ceAlarmDescrSeverity 読み取り専用です。

ceAlarmFilterProfileTable

• ceAlarmFilterIndex

• ceAlarmFilterStatus

• ceAlarmFilterAlias

• ceAlarmFilterAlarmsEnabled

• ceAlarmFilterNotifiesEnabled

• ceAlarmFilterSyslogEnabled

ここに示すオブジェクトはサポートされていません。

ceAlarmCutOff サポートされていません。

ceAlarmFilterProfileIndexNext サポートされていません。
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テムのパフォーマンスへの影響はクリティカル状態よりも小さいので、重大度もクリティ

カル状態よりは低くなります。たとえば、セカンダリ NSE-100 または NPE-G100 カードが
故障した場合、これらのカードを取り外した場合に、メジャー アラームが生成されます。

－ マイナー（minor）：カスタマーに対するサービスへの影響がない問題、またはシステムの
運用に支障をきたさないハードウェアのアラームを示します。

－ 情報（info）：近いうちに問題を引き起こす危険性のある状態に関する通知、または運用を
改善するイベントに関する通知を示します。

構文の値は、critical(1)、major(2)、minor(3)、info(4) です。

• アラームの説明テキスト：アラームを説明する分かりやすいメッセージを入力します。

• アラーム タイプ：生成するアラームのタイプを指定します。この値は、Cisco 7304 ルータの物
理エンティティに対応するイベントを一意に識別する任意の整数値です。指定できる値は 0 ～
255 です。

表 3-7 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティであるラインカード スロットおよびプロセッサ

カードのアラームの説明と重大度レベルを示しています。

表 3-7 Cisco 7304 ルータ ラインカードの entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

ラインカード スロット cevContainerSlot critical アクティブなラインカード

の取り外しによる OIR ア

ラーム

0

ラインカード スロット cevContainerSlot critical OIR アラームに応答し、ライ

ンカードが停止

1

NSE-100 プロセッサ カー

ドおよび NPE-G100 プロ

セッサ カード

cevCpuC7300Nse100 または 

cevCpuC7300Npeg100

critical カットオーバー 0

NSE-100 プロセッサ カー

ドおよび NPE-G100 プロ

セッサ カード

cevCpuC7300Nse100 または 

cevCpuC7300Npeg100

major セカンダリの障害 1

NSE-100 プロセッサ カー

ドおよび NPE-G100 プロ

セッサ カード

cevCpuC7300Nse100 または 

cevCpuC7300Npeg100

major セカンダリが取り外された 2

NSE-100 プロセッサ カー

ドおよび NPE-G100 プロ

セッサ カード

cevCpuC7300Nse100 または 

cevCpuC7300Npeg100

major セカンダリが同期化されて

いない

3
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表 3-8 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティである Clear Channel 6-Port T3 (DS3) Line Card の

アラームの説明と重大度レベルを示しています。

表 3-9 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティである Gigabit Ethernet Port Adapter Card および

Fast Ethernet Port Adapter Card のアラームの説明と重大度レベルを示しています。

表 3-8 Cisco 7304 ルータの Clear Channel 6-Port T3 Module Ports の entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major トランスミッタがリモート

アラームを送信中

0

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major トランスミッタが AIS を送

信中

1

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major レシーバで LOS（信号消失）

が発生中

2

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major レシーバが AIS を受信中 3

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major レシーバで LOF（フレーム同

期損失）が発生中

4

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major レシーバでリモート アラー

ムが発生中

5

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 major 物理ポート リンクのダウン 6

Clear Channel T3 インター

フェイス

cevPortDs3 info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

7

表 3-9 Cisco 7304 ルータ ポート アダプタの entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

Gigabit Ethernet cevPortGE critical 物理ポート リンクのダウン 0

Gigabit Ethernet cevPortGE info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

1

Fast Ethernet cevPortFEIP critical 物理ポート リンクのダウン 0

Fast Ethernet cevPortFEIP info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

1
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表 3-10 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティである 2 and 4-Port OC-3c/STM-1 Line Card およ

び 1 and 2-Port OC-12c/STM-4 Packet over SONET/SDH Line Card のアラームの説明と重大度レベルを

示しています。

表 3-10 Cisco 7304 ルータの Packet over SONET Line Card Port の entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

Packet over SONET cevPortPOS critical セクション LOS（信号消失）障害 0

Packet over SONET cevPortPOS critical セクション LOF（フレーム同期

損失）障害

1

Packet over SONET cevPortPOS critical セクション フレーム アライメ

ント外れ

2

Packet over SONET cevPortPOS critical セクション J0 不一致 3

Packet over SONET cevPortPOS critical セクション ビットインター

リーブ パリティ

4

Packet over SONET cevPortPOS critical 回線アラーム表示信号 5

Packet over SONET cevPortPOS critical 回線リモート障害表示 6

Packet over SONET cevPortPOS critical 回線ビットインターリーブ パ

リティ

7

Packet over SONET cevPortPOS critical 回線遠端ブロック エラー 8

Packet over SONET cevPortPOS critical パス アラーム表示信号 9

Packet over SONET cevPortPOS critical パス リモート障害表示 10

Packet over SONET cevPortPOS critical パス ポインタ異常 11

Packet over SONET cevPortPOS critical パス ビットインターリーブ パ

リティ

12

Packet over SONET cevPortPOS critical パス遠端ブロック エラー 13

Packet over SONET cevPortPOS critical 保護スイッチ バイト障害 14

Packet over SONET cevPortPOS critical パス ポインタ位置調整 15

Packet over SONET cevPortPOS critical パスの正のポインタ スタッフ

イベント

16

Packet over SONET cevPortPOS critical パスの負のポインタ スタッフ

イベント

17

Packet over SONET cevPortPOS critical パス ペイロード ラベルの不一

致

18

Packet over SONET cevPortPOS critical パス ペイロード未実装 19

Packet over SONET cevPortPOS critical APS のカウント 20

Packet over SONET cevPortPOS critical レシーバ データのロック外れ

障害

21

Packet over SONET cevPortPOS critical 信号障害アラーム 22

Packet over SONET cevPortPOS critical 信号劣化アラーム 23

Packet over SONET cevPortPOS critical しきい値超過アラーム –B1 24

Packet over SONET cevPortPOS critical しきい値超過アラーム –B2 25

Packet over SONET cevPortPOS critical しきい値超過アラーム –B3 26

Packet over SONET cevPortPOS critical ポート リンク ダウンアラーム 27

Packet over SONET cevPortPOS info ポート管理ダウンアラーム 28
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表 3-11 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティである 2-Port OC-3 ATM Line Card のアラームの

説明と重大度レベルを示しています。

表 3-11 Cisco 7304 ルータの OC-3 ATM Line Card ラインカードの entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

ATM over SONET cevPortOC3 critical LOS（信号消失）障害 0

ATM over SONET cevPortOC3 critical LOF（フレーム同期損失） 1

ATM over SONET cevPortOC3 critical フレーム同期外れ障害 2

ATM over SONET cevPortOC3 critical パス損失 3

ATM over SONET cevPortOC3 critical 回線遠端 RX 障害 4

ATM over SONET cevPortOC3 critical 回線アラーム表示信号 5

ATM over SONET cevPortOC3 critical パス アラーム表示信号 6

ATM over SONET cevPortOC3 critical 遠端側レシーバ障害 7

ATM over SONET cevPortOC3 critical セル同期損失 8

ATM over SONET cevPortOC3 critical パス ビットインターリーブ

パリティ

9

ATM over SONET cevPortOC3 critical パス ペイロード ラベルの不

一致

12

ATM over SONET cevPortOC3 critical セクション ビットインター

リーブ パリティ

10

ATM over SONET cevPortOC3 critical 回線ビットインターリーブ

パリティ

11

ATM over SONET cevPortOC3 critical パス ペイロード未実装 13

ATM over SONET cevPortOC3 critical 物理ポート リンクのダウン 14

ATM over SONET cevPortOC3 Info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

15
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表 3-12 では、Cisco 7304 ルータの物理エンティティである 1-Port Enhanced ATM T3 Port Adapter お

よび E3 Port Adapter のアラームの説明と重大度レベルを示しています。

表 3-12 Cisco 7304 ルータの ATM over T3 Port Adapter および E3 Port Adapter の entPhysicalTable オブジェクト

物理エンティティ entPhysicalVendorType
ceAlarmDescr
Severity ceAlarmDescrText

ceAlarmDescr
AlarmType

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical LOS（信号消失）障害 0

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical フレーム同期外れ障害 1

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical ペイロードの不一致 2

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical アイドル 3

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical セル同期損失 4

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical 遠端側レシーバ データ障害 5

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical アラーム表示信号 6

ATM over T3 cevPortDs3Atm critical 物理ポート リンクのダウン 7

ATM over T3 cevPortDs3Atm info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

8

ATM over E3 cevPortE3Atm major LOS（信号消失）障害 0

ATM over E3 cevPortE3Atm major フレーム同期外れ障害 1

ATM over E3 cevPortE3Atm major ペイロードの不一致 2

ATM over E3 cevPortE3Atm major アイドル 3

ATM over E3 cevPortE3Atm major セル同期損失 4

ATM over E3 cevPortE3Atm major 遠端側レシーバ障害 5

ATM over E3 cevPortE3Atm major アラーム表示信号 6

ATM over E3 cevPortE3Atm major 物理ポート リンクのダウン 7

ATM over E3 cevPortE3Atm info 物理ポートの管理状態のダ

ウン

8

GBIC コンテナ cevContainerGbic または 

cevContainerSFP

critical GBIC の消失 0
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CISCO-ENTITY-ASSET-MIB
CISCO-ENTITY-ASSET-MIB は、ENTITY-MIB (RFC 2737) の entPhysicalTable の物理コンポーネント

に関する資産トラッキング情報を提供します。この MIB は、すべてのラインカードおよびプロセッ

サ カードに適用可能です。

ceAssetTable には、ルータ上の物理コンポーネントごとに 1 つのエントリ（ceAssetEntry）が含まれ

ています。各エントリは、そのコンポーネントに関する情報（発注時に使用する部品番号、シリア

ル番号、ハードウェア リビジョン、製造番号、製造リビジョンなど）を示します。

ほとんどの物理コンポーネントをプログラムするときは、そのコンポーネント固有の資産情報を特

定するシスコの標準的な汎用 ID PROM 値を使用してください。CISCO-ENTITY-ASSET-MIB は、可

能な限り、コンポーネントの ID PROM 情報にアクセスします。

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB には、次の 2 つのオブジェクト グループが含まれています。

• ceAssetGroupRev1：ceAssetGroupRev1 グループ は、ENTITY-MIB 内に存在しないオブジェクト
を保持します。

• ceAssetEntityGroup：ceAssetEntityGroup は、ENTITY-MIB (RFC 2737) の entPhysicalTable にある
オブジェクトを複製します。

表 3-13 では、Cisco 7304 ルータにおける CISCO-ENTITY-ASSET-MIB のオブジェクトに関する制約

事項を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-13 CISCO-ENTITY-ASSET-MIB オブジェクトの制約事項

MIB オブジェクト 説明

ceAssetTable

ceAssetAlias サポートされていません。

ceAssetTag サポートされていません。

ceAssetCLEI サポートされていません。

MIB 定義では、ceAssetFirmwareID、ceAssetFirmwareRevision、ceAssetSoftwareI、および ceAssetSoftwareRevision
の各オブジェクトは読み取り専用です。使用するプラットフォームにオブジェクトの関連情報があるかどうか
について、その値を確認します。関連情報がない場合は、ceAssetFirmwareID、ceAssetFirmwareRevision、
ceAssetSoftwareI、および ceAssetSoftwareRevision などのように、オブジェクトの文字列の長さはゼロです。
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CISCO-ENTITY-EXT-MIB
CISCO-ENTITY-EXT-MIB には、ENTITY-MIB の entPhysicalTable に示されるプロセッサ モジュール

の拡張機能が含まれています。プロセッサ モジュールとは CPU、RAM、および NVRAM などをも

つ物理エンティティで、ブート イメージをロードし、コンフィギュレーションを保存するもので

す。この MIB にある拡張機能は、各プロセッサ モジュールの RAM や NVRAM のサイズ、コンフィ

ギュレーション レジスタの設定、ブートロード イメージ名などの情報を提供します。

CISCO-ENTITY-EXT-MIB には、次の 2 つのテーブルが含まれています。

• ceExtPhysicalProcessorTable テーブルには、プロセッサ RAM および NVRAM の各サイズ（合計
および使用中）に関する情報が含まれています。

• ceExtConfigRegTable テーブルには、コンフィギュレーョン レジスタの設定とブート イメージ
に関する情報が含まれています。

表 3-14 では、Cisco 7304 ルータにおける CISCO-ENTITY-EXT-MIB のオブジェクトに関する制約事

項を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれ

ていないオブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

（注） CISCO-ENTITY-EXT-MIB は、アクティブ プロセッサとスタンバイ プロセッサを表す物理エンティ
ティに対してのみサポートされています。

表 3-14 CISCO-ENTITY-EXT-MIB オブジェクトの制約事項

MIB オブジェクト 説明

ceExtConfigRegTable

ceExtConfigRegNext

読み取り専用です。

ceExtSysBootImageList

読み取り専用です。



第 3章      MIB の仕様
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

3-21
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB には、Cisco 7304 ルータの Field Replaceable Unit（FRU）のス

テータスを設定および監視するためのオブジェクトが含まれています。FRU とは、設置場所で交換

できるハードウェア コンポーネント（ラインカードなど）のことです。

表 3-15 では、Cisco 7304 ルータにおける CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB のオブジェクトに関

する制約事項を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-15 CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

cefcModuleTable

• cefcModuleAdminStatus サポートされる値：

• enable(1)

• reset(3)

（注） プロセッサ モジュールの場合、cefcModuleAdminStatus
オブジェクトを reset(3) に設定することはできません。

（注） ラインカードがディセーブルの場合、その 
cefcModuleAdminStatus を reset に設定することはでき
ません。

• cefcModuleOperStatus  サポートされる値：

－ unknown(1)：読み取り専用です。

－ ok(2)：読み取り専用です。

－ failed(7)：読み取り専用です。

• cefcModuleResetReason サポートされる値：

－ unknown(1)：読み取り専用です。

－ powerup(2)：読み取り専用です。

－ manualReset(5)：読み取り専用です。

cefcFRUPowerSupplyGroupTable サポートされていません。

cefcFRUPowerStatusTable サポートされていません。

• cefcMaxDefaultInLinePower サポートされていません。

1 entPhysicalEntry（entPhysicalTable の entPhysicalClass として module(9) の値をもつ）には、cefcModuleTable に
対応するエントリがあります。

2 ポート アダプタは運用状態の情報を提供しないので、ポート アダプタを管理的に制御したり、独立して 
OIRed にしたりすることはできません。また、ポート アダプタは、cefcModuleAdminStatus テーブルでサポー
トされていません。

3 cefcPowerStatusChange 通知はサポートされていません。また、cefcModuleStatusChange 通知は、冗長電源装置
に対してはサポートされません。
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CISCO-ENTITY-PFE -MIB
CISCO-ENTITY-PFE-MIB（パケット フォワーディング エンジン）には、ENTITY-MIB (RFC 2737)

の entPhysicalTable にリストされているパケット フォワーディング エンジン（PFE）プロセッサの

パフォーマンス履歴を保持するためのオブジェクトが含まれています。PFE プロセッサは、シスコ

が開発したネットワーク プロセッサ テクノロジーであり、ネットワーク パフォーマンス向上のた

めに、IP 機能を一部拡張したものです。

表 3-16 では、ルータにおける CISCO-ENTITY-PFE-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示して

います。MIB オブジェクトの定義は、MIB を参照してください。

CISCO-ENTITY-PFE-MIB には、PXF の実際の利用率および効率を表すパーセント値が記録されま

す。追加の IP 統計情報にアクセスするには、この MIB を使用します。詳しい実装情報を入手する

には、コマンドライン インターフェイス（CLI）から show hardware pxf cpu context コマンドを実

行してください。

（注） PFE とは、Parallel Express Forwarding Network Processor (PXF) のことです。Performance Routing Engine
(PRE) を構成しています。

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB には、ENTITY-MIB (RFC 2037) の entPhysicalTable でセンサーの値を

監視するオブジェクトが含まれています。CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB の機能は、次のとおりで

す。

• シスコのプライベート MIB であり、センサー デバイスのモニタリング機能をサポートします。

• システム内のセンサー デバイスを検出し、システムの状態を監視する機能を提供します。

• 各センサーにしきい値および通知を送信します。

この MIB に示すセンサー エンティティは、物理エンティティであり、その エンティティ クラスは

entPhysicalTable 内の sensor(8) に定義されます。

表 3-16 CISCO-ENTITY-PFE-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

cePfeHistRestartEvent  サポートされていません。
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CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB は、Cisco 7304 ルータの各種コンポーネントに割り当てら

れたオブジェクト識別子（OID）を定義します。この MIB の OID は、entPhysicalTable の

entPhysicalVendorType フィールド値として、ENTITY-MIB の entPhysicalTable によって使用されま

す。各 OID は、物理エンティティのタイプ（シャーシ、ラインカード、ポート アダプタなど）を

一意に識別します。

MIB の制約事項

表 3-17 では、ルータのエンティティを示す CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB のオブジェク

トおよび OID を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-17 CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB オブジェクトの制約事項

MIB オブジェクト（OID の割り当て） 説明（部品番号）

cevChassis

• cevChassisCisco7304
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.304)

Cisco 7304 シャーシ（CISCO7304）

cevContainer

• cevContainerSlot
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.5.1)

シャーシ スロット

cevModule

• cevModuleC7xxxType
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7)

Cisco 7300 Network Services Engine 100

• cevCpuC7300Nse100

• cevC7300Nse100Db

Cisco 7304 NPE-G100 Network Processing Engine

• cevCpuC7300Npeg100

2-port OC-3 ATM line card

• cevC73002Oc3AtmMm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.43) 

2 ポート、マルチモード

(7300-2OC-3ATM-MM)

• cevC73002Oc3AtmSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.43) 

2 ポート、中距離用シングルモード

（7300-2OC-3ATM-SMI）

• cevC73002Oc3AtmSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.43) 

2 ポート、長距離用シングルモード

(7300-2OC-3ATM-SML)

Cisco 6-Port Clear Channel T3 Line Card

• cevC73006T3

OC-3/STM-1 POS/SDH Line Card、Packet over SONET/SDH Line Card (2-Port および 4-Port)

• cevC73002Oc3PosMm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、マルチモード

(7300-2OC-3POS-MM)

• cevC73002Oc3PosSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、中距離用シングルモード

(7300-2OC-3POS-SMI)

• cevC73002Oc3PosSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、長距離用シングルモード

(7300-2OC-3POS-SML)

• cevC73004Oc3PosMm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

4 ポート、マルチモード

(7300-2OC-3POS-MM)
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• cevC73004Oc3PosSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

4 ポート、中距離用シングルモード

(7300-2OC-3POS-SMI)

• cevC73004Oc3PosSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48)

4 ポート、長距離用シングルモード

(7300-2OC-3POS-SML)

OC-12c/STM-16 Packet over SONET/SDH Line Card (1-Port および 2-Port)

• cevC7300Oc12PosMm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、マルチモード

(7300-1OC-12POS-MM)

• cevC7300Oc12PosSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、中距離用シングルモード

(7300-1OC-12POS-SMI)

• cevC7300Oc12PosSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、長距離用シングルモード

(7300-1OC-12POS-SML)

• cevC73002Oc12PosMm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、マルチモード

(7300-2OC-12POS-MM)

• cevC73002Oc12PosSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、中距離用シングルモード

(7300-2OC-12POS-SMI)

• cevC73002Oc12PosSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

2 ポート、長距離用シングルモード

(7300-2OC-12POS-SML)

OC-48c/STM-16 Packet over SONET/SDH Line Card (1-Port)

• cevC73001Oc48PosSmSr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、短距離用シングルモード

(7300-1OC-48POS-SMS)

• cevC73001Oc48PosSmIr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、中距離用シングルモード

(7300-1OC-48POS-SMI)

• cevC73001Oc48PosSmLr
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.17.48) 

1 ポート、長距離用シングルモード

(7300-1OC-48POS-SML)

cevPortAdapters

Cisco 7304 PCI Port Adapter Carrier Card (7300-PA-CC)

• cevC7300CCPA
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.76)

cevModuleC7300CCPA

• cevPaAtmdxE3
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.4.37)

1-Port Enhanced ATM E3 Port Adapter

(PA-A3-E3) 

• cevPaAtmdxDs3
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.4.38)

1-Port Enhanced ATM T3 Port Adapter

(PA-A3-T3) 

• cevPa2feFx182543
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.4.93)

2-Port Fast Ethernet Port Adapter

(PA-2FE-FX) 

• cevPa2feTx182543
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.4.92)

2-Port Fast Ethernet Port Adapter

(PA-2FE-TX) 

表 3-17 CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB オブジェクトの制約事項（続き）

MIB オブジェクト（OID の割り当て） 説明（部品番号）
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cevPort

• cevPortFEIP
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.10)

NSE Fast Ethernet Port

• cevPortGE
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.20)

NSE GigabitEthernet Port

• cevPortGE
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.52)

NPE GigabitEthernet Port

• cevPortOc3
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.80)

OC-3 ATM Port

• cevPortT3
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.94)

Clear Channel T3 Port

• cevPortPOS
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.96)

Packet over SONET Port

• cevPortE3Atm
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.108)

PA-A3-E3 Port

• cevPortDs3ATM
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.109)

PA-A3-T3 Port

• cevPortFEIP
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.10.119) 

PA-2FE-TX Port

cevModuleSFPType

ギガビット イーサネット SFP は、LC 二重タイプの接続を備えた 1000 Mbps 光インターフェイス

です。

• cevSFP1000BaseSx GLC-SX-MM、短波長

• cevSFP1000BaseLx GLC-LH-SM、長波長、長ホール

• cevSFP1000BaseZx GLC-ZX-SM、超長距離波長

cevMGBIC

ギガビット イーサネット GBIC は、SC 二重タイプの接続を備えた 1000 Mbps 光インターフェイ

スです。

• cevMGBIC1000BaseSX
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.16.2)

GBIC-SX または WS-G5484、短波長

• cevMGBIC1000BaseSX
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.16.2)

GBIC-LH/LH または WS-G5486、長波長、ロン

グホール

•  cevMGBIC1000BaseSX
(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.16.2)

GBIC-ZX または WS-G5487、超長距離波長

表 3-17 CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB オブジェクトの制約事項（続き）

MIB オブジェクト（OID の割り当て） 説明（部品番号）
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CISCO-ENVMON-MIB
CISCO-ENVMON-MIB には、環境センサー（電圧、温度、および電源装置）のステータス情報が含

まれています。また、これらのセンサー ステータスの変化に関する通知をイネーブルまたはディ

セーブルにするための MIB オブジェクトも含まれています。

CISCO-FLASH-MIB
CISCO-FLASH-MIB には、フラッシュ カードおよびフラッシュ カードの動作を管理するためのオ

ブジェクトが含まれています。

CISCO-FRAME-RELAY-MIB
CISCO-FRAME-RELAY-MIB には、シスコ製品固有のフレームリレー情報、または RFC 1315 に規

定されていないフレームリレー情報が含まれています。

CISCO-FRAS-HOST-MIB
CISCO-FRAS-HOST-MIB には、アップストリーム セッション、またはホストエンド セッションに

固有のオブジェクトが含まれています。

CISCO-FTP-CLIENT-MIB
CISCO-FTP-CLIENT-MIB には、ネットワーク管理用にファイル転送プロトコル（FTP）操作を起動

するためのオブジェクトが含まれています。

CISCO-HSRP-EXT-MIB
CISCO-HSRP-EXT-MIB は、CISCO-HSRP-MIB の拡張版です。この MIB には、セカンダリ HSRP IP

アドレスの割り当て、インターフェイスの動作ステータスの監視、HSRP グループのプライオリティ

の変更などの機能を実行するためのオブジェクトが含まれています。

この MIB は Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていますが、ブロードバンド コンフィギュ

レーションに対しては、現在サポートされていません。

CISCO-HSRP-MIB
CISCO-HSRP-MIB には、RFC 2281 に規定されているシスコのホット スタンバイ ルータ プロトコ

ル（HSRP）を設定および管理するためのオブジェクトが含まれています。
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CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB
CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB は、ATM-MIB の拡張版です。この MIB は、IETF ドキュメント

「draft-ietf-atommib-atm2-11.txt」のセクション 9 「ATM Related Trap Support」に記載されている仮想

チャネル リンク（VCL）を実装します。

CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB
CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB には、CIDR 環境でマルチパス IP ルートを管理するためのオブジェ

クトが含まれています。この MIB は、IETF ドキュメント「draft-ietf-ipngwg-rfc2096-update-00.txt」

に基づいています。

CISCO-IETF-IP-MIB
CISCO-IETF-IP-MIB には、IP ルートではなくインターネット プロトコル（IP）そのものを管理する

ためのオブジェクトが含まれています。また、この MIB には、インターネット制御メッセージ プ

ロトコル（ICMP）を管理するためのオブジェクトも含まれています。この MIB は、IETF ドキュメ

ント「draft-ietf-ipngwg-rfc2011-update-00.txt」に基づいています。

CISCO-IMAGE-MIB
CISCO-IMAGE-MIB は、ルータのイメージ MIB です。この MIB は、ルータ上で稼働している Cisco

IOS イメージの特性および機能を識別します。

この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-IP-STAT-MIB
CISCO-IP-STAT-MIB には、IP 統計情報の収集および表示を管理するためのオブジェクトが含まれ

ています。IP 統計情報は、IP パケットに関連付けられる IP 優先順位およびメディア アクセス制御

（MAC）アドレス別に分類されます。この MIB を使用して追加の IP 統計情報にアクセスするには、

CLI から次のコマンドを実行します。

• show interfaces mac-accounting

• show interfaces precedence

CISCO-IPMROUTE-MIB
CISCO-IPMROUTE-MIB には、ルータ上で IP マルチキャスト ルーティングを管理するためのオブ

ジェクトが含まれています。
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CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB

（注） このリリースでは、CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB はサポートされていません。

CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB（表 3-18 を参照）には、管理対象システム上のすべての

物理エンティティで、メモリ プールを監視するためのオブジェクトが含まれています。メモリ使用

率の情報は、ユーザに対して、1 分、5 分、10 分という 3 つの異なる時間間隔で示されます。メモ

リ プールは次の 2 つのグループに分類されます。

• 事前に定義されたプール タイプ：現在、次のように事前定義されています。

－ 1：プロセッサ メモリ

－ 2：入出力メモリ

－ 3：PCI メモリ

－ 4：高速メモリ

－ 5：マルチバス メモリ

• ダイナミック プール タイプ：上述した事前定義タイプのいずれのプール タイプよりも大きな
値をもつプール タイプです。

すべてのデバイスでサポートされる必要があるプール タイプは、プロセッサ プールだけです。そ

れ以外のプール タイプをサポートするかどうかは、管理対象デバイスによって異なります。

CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してくださ

い。

（注） CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB は、sysdb ネームスペースから使用メモリおよび空きメ
モリの情報を取得します。mempool タイプが見つからない場合は、この MIB によって、オブジェ
クトの文字列の長さがゼロという情報が SNMP コア エージェントに戻されます。

（注） OLD-CISCO-MEMORY-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧バージョンを実行し
ているデバイスでメモリ プールを示すオブジェクトが含まれています。この MIB は、
CISCO-MEMORY-POOL-MIB に置き換えられました。

表 3-18 CISCO-ENHANCED-MEMORY-POOL-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

ciscoMemoryPoolTable

• ciscoMemoryPoolLargestFree

• cempMemPoolPlatformMemory

• cempMemPoolLargestFree

• cempMemPoolLowestFree

サポートされていません。

ciscoMemoryPoolUtilizationTable サポートされていないテーブルです。
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CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB
CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB モジュールは、ATM Forum が定義した LANE Client MIB をシスコで

拡張したものです。この拡張版 MIB は、LANE Data Direct VCC 上に送信されるパケット搬送に使

用する VVC を識別します。

CISCO-LEC-EXT-MIB
CISCO-LEC-EXT-MIB モジュールは、ATM Forum が定義した LANE Client MIB をシスコで拡張した

ものです。

CISCO-LECS-MIB
CISCO-LECS-MIB には、シスコのデバイス上で LANE コンフィギュレーションを管理するためのオ

ブジェクトが含まれています。

CISCO-LES-MIB
CISCO-LES-MIB には、シスコのデバイス上で LANE サービスを管理するためのオブジェクトが含

まれています。

CISCO-MEMORY-POOL-MIB
CISCO-MEMORY-POOL-MIB には、ルータ上のメモリ プールを監視するためのオブジェクトが含

まれています。

この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-NDE-MIB
CISCO-NDE-MIB には、NetFlow データ エクスポート（NDE）機能の動作を設定および監視するた

めのオブジェクトが含まれています。ネットワーク フローとは、送信元および宛先のエンドポイン

トのペア間における単方向パケットのシーケンスであり、IP アドレスとトランスポート層アプリ

ケーション ポート番号によって識別されます。NetFlow は、IP プロトコル タイプのタイプ オブ サー

ビス（ToS）と入力インターフェイス識別子を使用して、ネットワーク フローを一意に識別します。
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CISCO-NTP-MIB
CISCO-NTP-MIB には、ネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバを監視するためのオブジェ

クトが含まれています。NTP を使用すると、同一構成内の分散タイム サーバおよびクライアント

でタイムキーピングを同期化できます。プライマリ タイム サーバは、各国の時間標準に同期化さ

れ、バックボーン ゲートウェイなどの広範囲にアクセス可能なリソースに接続されます。これらの

プライマリ サーバは、タイムキーピング情報を他のタイム サーバに送信し、クロック チェックを

実行して、機器または伝搬の障害によるタイムキーピング エラーを解決します。

CISCO-PAE-MIB
CISCO-PAE-MIB には、IEEE Std 802.1x に規定されているようにルータ上のポートアクセス エン

ティティ（PAE）を管理するためのオブジェクトが含まれています。また、この MIB には、

IEEE8021-PAE-MIB に含まれていない PAE 情報やシスコ製品固有の PAE 情報も含まれています。

CISCO-PIM-MIB
CISCO-PIM-MIB は、ルータ上で PIM を管理するためのシスコ固有のオブジェクトおよび変数を定

義します。これらの MIB 定義は、RFC 2934（IETF PIM MIB）の拡張版です。

CISCO-PING-MIB
CISCO-PING-MIB には、ルータ上で ping 要求を管理するためのオブジェクトが含まれています。こ

の MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-PROCESS-MIB
CISCO-PROCESS-MIB は、ルータ上のメモリおよび CPU の使用状況を表示し、アクティブなシス

テム プロセスを示します。

CISCO-PRODUCTS-MIB
CISCO-PRODUCTS-MIB は、シスコのハードウェア プラットフォームに割り当てられた OID を示

します。cisco7303 = 1.3.6.1.4.1.9.1.439 OID がサポートされています。

CISCO-QLLC01-MIB
CISCO-QLLC01-MIB には、修飾論理リンク制御（QLLC）プロトコルの論理接続を設定および監視

するためのオブジェクトが含まれています。
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CISCO-QUEUE-MIB
CISCO-QUEUE-MIB には、インターフェイス キューを管理するためのオブジェクトが含まれてい

ます。インターフェイス キューは、FIFO、優先順位、カスタム、および均等化の各キューイング

に使用できます。

CISCO-RF-MIB
CISCO-RF-MIB には、冗長フレームワーク（RF）に関連するオブジェクトが含まれています。RF

はプロセッサ カードによって提供される 1 対 1 の冗長性をサポートするよう設計されています。た

だし、この MIB は電源装置のような冗長ハードウェアをサポートするようには設計されていない

ので注意してください。

CISCO-RSRB-MIB
CISCO-RSRB-MIB には、ルータ上でリモート ソースルート ブリッジング（RSRB）を管理するため

のオブジェクトが含まれています。この MIB は、ローカル /リモート RSRB ピア関係の属性に関す

る情報を提供します。

CISCO-RTTMON-MIB
CISCO-RTTMON-MIB には、ネットワーク パフォーマンスを監視するためのオブジェクトが含まれ

ています。この MIB は、ネットワーク リソースおよびアプリケーションの応答時間に関する情報

を提供します。この MIB にある概念上のラウンドトリップ時間（RTT）制御行はそれぞれ 1 つのプ

ローブを表し、これによってエンティティの応答時間を判別できます。このプローブは、実行する

1 つの RTT オペレーション（たとえば、FTP または HTTP の get 要求）を定義し、その結果から、

RTT オペレーションの成功または失敗、および完了までの所要時間がわかります。

RTT オペレーションをスケジュールする場合は、rttMonScheduleAdminTable 内の 

rttMonScheduleAdminRttStartTime について、表 3-19 を参照してください。

（注） ルータのレスポンダ アプリケーションが実行中でないために宛先ルータへの RTT 接続を確立でき
ない場合は、rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred トラップが生成されます。ただし、ルータへの
物理的な接続が切断された場合、このトラップは生成されません。
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MIB の制約事項

表 3-19 では、Cisco 7304 ルータにおける CISCO-RTTMON-MIB のオブジェクトに関する制約事項を

示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-19 CISCO-RTTMON-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

RttMonProtocol 次のプロトコルは、サポートされていません。

• snaRUEcho

• snaLU0EchoAppl

rttMonApplAuthTable サポートされていません。

rttMonCtrlAdminTable

• rttMonCtrlAdminRttType サポートされる値：

echo(1)
pathEcho(2)

• rttMonCtrlAdminRttType サポートされる値：

udpEcho(5)
tcpConnect(6)
http(7)
dns(8)
jitter(9)
ftp(12)

上記以外の値は、いずれもサポートされていません。

rttMonEchoAdminTable

• rttMonEchoAdminProtocol サポートされる値：

ipIcmpEcho(2)
ipUdpEchoAppl(3)
ipTcpConn(24)
httpAppl(25)
dnsAppl(26)
jitterAppl(27)
ftpAppl(30)

上記以外の値は、いずれもサポートされていません。

rttMonScheduleAdminTable

• rttMonScheduleAdminRttStartTime このオブジェクトに日付 /時刻の値を設定する前に、CLI

の clock set コマンドを使用して、ESR クロックを必ず設

定してください。設定しないと、スケジュールした RTT

オペレーションが実行されません。

rttMonHistoryCollectionTable HTTP タイプおよび Jitter タイプはサポートされていませ

ん。
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CISCO-SDLLC-MIB
CISCO-SDLLC-MIB には、SDLC 論理リンク制御副層（SDLLC）を管理するためのオブジェクトが

含まれています。また、Cisco が実装した Synchronous Data Link Control (SDLC) から論理リンク制御

タイプ 2（LLC2）メディアへの変換に関する読み取り専用の設定情報および運用情報も含まれてい

ます。

CISCO-SLB-EXT-MIB
CISCO-SLB-EXT-MIB には、シスコのサーバ負荷分散 MIB（CISCO-SLB-MIB）の拡張情報が含まれ

ています。サーバ負荷分散により、ルータは、他のデバイス（実サーバ、ファイアウォール、キャッ

シュなど）からのパケットおよび接続の処理を均等に分散することができます。SLB デバイスは、

着信データの内容に応じて、着信フレームや接続を処理する方法を決定します。各種設定オプショ

ンを選択できます。

CISCO-SLB-MIB
CISCO-SLB-MIB には、Cisco IOS SLB 製品で提供されるようなサーバ負荷分散（SLB）マネージャ

を管理するためのオブジェクトが含まれています。また、マネージャ側で DFP (Dynamic Feedback

Protocol) を実装するためのオブジェクトも含まれています。DFP は、サーバに関する情報を取得す

る際に使用します。

CISCO-SMI-MIB
CISCO-SMI-MIB は、シスコのエンタープライズ MIB に対する管理情報の構造を定義します。

CISCO-SNAPSHOT-MIB
CISCO-SNAPSHOT-MIB には、スナップショット ルーティングを管理するためのオブジェクトが含

まれています。スナップショット ルーティングは、スタティック ルーティングや専用シリアル回

線でのルーティングに対し、システム リソースの使用率を向上します。

CISCO-SONET-MIB
CISCO-SONET-MIB には、ルータ上の SONET/SDH インターフェイスを示すためのオブジェクトが

含まれています。この MIB は、標準 SONET-MIB (RFC 2558) の拡張版です。

MIB の制約事項

現在、Cisco 7304 ルータは、この MIB 内のトラップのみを実装しています。第 4 章「通知の監視」

を参照してください。
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CISCO-STUN-MIB
CISCO-STUN-MIB には、ルータ上でシリアル トネリング（TUN）を設定および監視するためのオ

ブジェクトが含まれています。また、この MIB には、STUN の包括的な設定情報や動作情報の他、

STUN グループ、ポート、およびルートを管理するためオブジェクトも含まれています。

CISCO-SYSLOG-MIB
CISCO-SYSLOG-MIB には、Cisco IOS ソフトウェアによって生成されるすべてのシステム ログ メッ

セージが含まれています。この MIB は、SNMP を通じてこれらの syslog メッセージにアクセスす

るための手段になります。すべての Cisco IOS の syslog メッセージには、メッセージ名とその重大

度、メッセージ テキスト、メッセージを生成するエンティティ名、およびオプションのタイム ス

タンプが含まれています。また、この MIB には、syslog メッセージの履歴と syslog メッセージに関

連するカウントも含まれています。

（注） syslog サーバに syslog メッセージを送信するように Cisco 7304 ルータを設定できます。

MIB の制約事項

この MIB は、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して入力したコマンドで生成される

メッセージをトラッキングしません。

CISCO-TC-MIB
CISCO-TC-MIB は、シスコのエンタープライズ MIB 内で使用されるテキストの表記法を定義しま

す。

CISCO-TCP-MIB
CISCO-TCP-MIB には、ルータ上で伝送制御プロトコル（TCP）を管理するためのオブジェクトが

含まれています。この MIB は、IETF TCP MIB の拡張版です。

CISCO-VINES-MIB
CISCO-VINES-MIB は、Virtual Integrated Network Service (VINES) のルーティング情報を提供します。

また、この MIB には、シスコの VINES コマンドライン インターフェイスからのオブジェクトも含

まれています。
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CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB には、ルータ上のルーティング対象の各バーチャル

LAN (VLAN) インターフェイスの VLAN-ID および ifIndex 情報が含まれています。ルーティング対

象の VLAN インターフェイスとは、VLAN 上のルータによって使用される IP アドレスの接続先

ルータのインターフェイス、またはサブインターフェイスを意味します。

Cisco 7304 ルータの場合、この MIB には、4-Port GigE WAN Optical Services Module

(OSM-2+4GE-WAN+) の GigE WAN ポート上で作成される VLAN サブインターフェイスに関する情

報が含まれています。この MIB は、各 VLAN-ID を ifIndex にマッピングします。IpRouteTable にア

クセスし、ルーティング対象の VLAN インターフェイスに対するルーティング設定を取得するに

は、該当する VLAN-ID を使用します。

DLSW-MIB
DLSW-MIB (RFC 2024) には、ルータ上のデータリンク スイッチング（DLSW）を管理するための

オブジェクトが含まれています。

ENTITY-MIB
ENTITY-MIB には、entPhysicalTable と呼ばれるテーブルが含まれています。このテーブルは、Cisco

7304 ルータ内の物理的なシステム コンポーネント（論理エンティティ）を識別し、SNMP による

これらエンティティの管理を可能にします。この MIB は、シャーシ、ラインカード、プロセッサ

カード、ポート アダプタ、ファン、および電源装置に適用できます。

ENTITY-MIB には、次の 5 つの適合性グループが含まれています。

• entityPhysical グループ：1 つのエージェントで管理される物理エンティティを示します。

• entityLogical グループ：1 つのエージェントで管理される論理エンティティを示します。

• entityMapping グループ：1 つのエージェントで管理される物理エンティティ、論理エンティ
ティ、インターフェイス、およびインターフェイスのポート以外のポート間の関連性を示しま

す。

• entityGeneral グループ：1 つのエージェントで管理されるほぼすべてのタイプのエンティティが
共有する一般的なシステム属性を示します。

• entityNotifications グループ：ステータス表示通知が含まれています。

次の 2 つのグループが RFC 2737 から追加されます。

• entityPhysical2 グループ：このグループは、entityPhysical グループを拡張します。

• entityLogical2 グループ：1 つのエージェントで管理される論理エンティティを示し、
entityLogical グループを置き換えます。

MIB テーブル entPhysicalTable は、ルータ内の物理的なシステム コンポーネントを識別します。

entPhysicalTable には、Cisco 7304 シャーシに対応する 1 行と、シャーシ上の各エンティティに対応

する 1 行が含まれています。1 つの物理エンティティに別のエンティティを含むことができます。

システム コンポーネントの物理的な階層構造は、実際のルータ構成に基づいて、実行時に判別され

ます。
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MIB の制約事項

表 3-20  では、ENTITY-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示しています。MIB オブジェクト

の定義の詳細は、MIB を参照してください。

次の MIB エンティティは、ユーザの設定によって異なります。

• entPhysicalIndex：ルータ内の各エンティティを一意に識別します。また、インデックスも使用
して、他の MIB テーブル内のエンティティに関する情報にアクセスします。

• entPhysicalContainedIn：コンポーネントの親エンティティの entPhysicalIndex を表します。物理
エンティティの entPhysicalIndex の値は、この物理エンティティを「含む」かどうかを表しま
す。値がゼロの場合は、この物理エンティティは他の物理エンティティに含まれていないこと

を示します。

• entPhysicalParentRelPos：entPhysicalContainedIn で同じ値をもつ同じタイプのエンティティ（た
とえば、スロット、ラインカード ポートなど）の相対的位置を示す整数。

entPhysicalTable には、Cisco 7304 シャーシに対応する 1 行と、シャーシ上の各エンティティに対応

する 1 行が含まれています。1 つの物理エンティティに他のエンティティが含まれている場合があ

ります（たとえば、ファントレイ ベイにファントレイ モジュールが収容されている場合、ファン

トレイ モジュールには 1 つまたは複数のファンが含まれていることになります）。システム コン

ポーネントの物理的な階層構造は、実際の構成に基づいて実行時に判別されます。

表 3-21 では、Cisco 7304 ルータに対応する entPhysicalTable エントリを示しています。

表 3-20 OSM モジュールに関する ENTITY-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

entPhysicalTable

• entPhysicalAlias 長さゼロの文字列。

• entPhysicalAssetID 長さゼロの文字列。

entLogicalTable

• entLogicalContextName サポートされていません。

entLPMappingTable サポートされていません。
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表 3-21 Cisco 7304 シャーシ コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

C7300 chassis cevChassis7304 chassis 7300 Chassis

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 0 シャーシに収容

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 1 シャーシに収容

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 2 シャーシに収容

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 3 シャーシに収容

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 4 シャーシに収容

Chassis slot cevContainerSlot container(5) slot 5 シャーシに収容

Power supply slot cevContainerC7304Pow

erSupplyBay

container(5) Power supply (PS) bay 1 このデバイスのシャー

シに 2 つの電源装置を

収容可能

Power supply slot cevContainerC7304

PowerSupplyBay

container(5) PS bay 2 このデバイスのシャー

シに 2 つの電源装置を

収容可能

Power supply and fan 

module

cevPowerSupplyC7300

DC 

Other Entity description and PS

slot number

このデバイスは AC お

よび DC 電源をサポー

ト。電源装置および

ファンは PS コンテナ

に収容。

Power supply and fan 

module

cevPowerSupplyC7300

AC

Other Entity description and PS

slot number

このデバイスは AC お

よび DC 電源をサポー

ト。電源装置および

ファンは PS コンテナ

に収容。

DC or AC power supply cevPowerSupply powersupply なし 電源装置およびファン

モジュールに収容

Power supply state cevSensorC7300PSFanS

tate

sensor(8) なし 電源装置に収容

Fan cevFan fan なし なし

Fan module cevFanC7300Fan

Module

other Entity description and PS

slot number

なし

Fan state cevSensorC7300PSFanS

tate

sensor(8) なし ファンに収容
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表 3-22 では、Cisco 7304 ルータの Network Service Engine (NSE) Cardに対応する entPhysicalTable エ

ントリを示しています。

表 3-22 Cisco 7304 Network Service Engine Card に対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

NSE 100 CPU card cevCpuC7300Nse100 module(9) Entity description and 

slot number

7300 NSE は 2 つのス

ロットを占有。この

カードは、スロット 0

とスロット 1、または

スロット 2 とスロット

3 のいずれかの組み合

わせで収容されます。

NSE 100 daughter card cevC7300Nse100Db module(9) Entity description and 

slot number

NSE-100 のみに収容。

7304-NPE-G100 cevCpuC7300Npeg100 module(9) Entity description and 

slot number

7300 Network Route

Prosessor Engine は、ス

ロット 0 とスロット

1、またはスロット 2 と

スロット 3 のいずれか

の組み合わせで収容さ

れます。

Mistral EOBC cevPortFEIP port(10) FastEthernet0 プライマリ NSE-100

のみに収容。

Pinnacle GE cevPortGE port(10) GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet2/0

GigabitEthernet2/1

プライマリおよびスタ

ンバイ NSE-100 に収

容。各 NSE-100 は 2 つ

の GE ポートを装備し

ています。

BCM1250 Internal MAC cevPortGE port(10) GigabitEthernet0 

または

GigabitEthernet1 

または

GigabitEthernet2

プライマリ NPE-G100

のみに収容。

NSE DB temperature 

sensor

cevSensorC7300NseDb

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE DB に

収容。

NSE DB 1.65 V sensor cevSensorC7300NseDb

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE DB に

収容。

NSE DB 1.8 V sensor cevSensorC7300NseDb

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE DB に

収容。
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表 3-23 では、Cisco 7304 ルータの OC-3 ATM コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

を示しています。

表 3-23 Cisco 7304 OC-3 ATM Card のコンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

2-port ATM OC-3 

Multimode

cevC73002Oc3AtmMm module(9) Entity description and 

slot number

2 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

2-port ATM OC-3 SM 

Intermediate Range

cevC73002Oc3AtmSmIr module(9) Entity description and 

slot number

2 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

2-port ATM OC-3 SM 

Long Range

cevC73002Oc3AtmSmLr module(9) Entity description and 

slot number

2 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

4-port ATM OC-3 

Multimode

cevC73004Oc3AtmMm module(9) Entity description and 

slot number

4 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

4-port ATM OC-3 SM 

Intermediate Range

cevC73004Oc3AtmSmIr module(9) Entity description and 

slot number

4 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

4-port ATM OC-3 SM 

Long Range

cevC73002Oc3AtmSmLr module(9) Entity description and 

slot number

4 ポート OC-3 ATM ラ

インカード

atm_oc3 Temperature 

Sensor

cevSensorModuleDevice

Temp

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容

atm_oc3 1.8 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容

atm_oc3 2.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容

atm_oc3 3.3 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容

atm_oc3 12 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容

OC-3 ATM cevPortOC3 port(10) ATM and slot number 

and port number

OC-3 ATM ラインカー

ドに収容
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表 3-24 では、Cisco 7304 ルータの OC-3 POS コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリを

示しています。

表 3-24 Cisco 7304 OC-3 POS Line Card のコンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

2-port POS OC-3 

Multimode

cevC73002Oc3PosMm module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

2-port POS OC-3 SM 

Intermediate Range

cevC73002Oc3PosSmIr module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

2-port POS OC-3 SM 

Long Range

cevC73002Oc3PosSmLr module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

4-port POS OC-3 

Multimode

cevC73004Oc3PosMm module(9) Entity description and 

slot number

4-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

4-port POS OC-3 SM 

Intermediate Range

cevC73004Oc3PosSmIr module(9) Entity description and 

slot number

4-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

4-port POS OC-3 SM 

Long Range

cevC73004Oc3PosSmLr module(9) Entity description and 

slot number

4-port OC-3c/STM-1 

POS Line Card

pos_oc3 Temperature 

Sensor

cevSensorModuleDevice

Temp

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc3 1.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc3 1.8 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc3 2.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc3 3.3 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc3 12 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-3 POS ラインカー

ドに収容
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表 3-25 では、Cisco 7304 ルータの OC-12 POS コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

を示しています。

表 3-25 Cisco 7304 OC-12 POS Card のコンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

1-port POS OC-12 

Multimode

cevC7300Oc12PosMm module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

1-port POS OC-12 SM 

Intermediate Range

cevC7300Oc12PosSmIr module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

1-port POS OC-12 SM 

Long Range

cevC7300Oc12PosSmLr module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

2-port POS OC-12 

Multimode

cevC73002Oc12PosMm module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

2-port POS OC-12 SM 

Intermediate Range

cevC73002Oc12PosSmIr module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

2-port POS OC-12 SM 

Long Range

cevC73002Oc12PosSmLr module(9) Entity description and 

slot number

2-port OC-12c/STM-4 

POS Line Card

pos_oc12 Temperature 

Sensor

cevSensorModuleDevice

Temp

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc12 1.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc12 1.8 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc12 2.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc12 3.3 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc12 12 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-12 POS ラインカー

ドに収容
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表 3-26 では、Cisco 7304 ルータの OC-48 POS コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

を示しています。

表 3-26 Cisco 7304 OC-48 POS Card のコンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

1-port POS OC-48 SM 

Short Range

cevC7300Oc48PosSmSr module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-48c/STM-16 

POS Line Card

Port POS OC-48 SM 

Intermediate Range

cevC7300Oc48PosSmIr module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-48c/STM-16 

POS Line Card

1-port POS OC-48 SM 

Long Range

cevC7300Oc48PosSmL module(9) Entity description and 

slot number

1-port OC-48c/STM-16 

POS Line Card

Packet over SONET cevPortPOS port(10) POS and slot number and 

port number

すべての POS ライン

カードに収容

pos_oc48 Temperature 

Sensor

cevSensorModuleDevice

Temp

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc48 1.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc48 1.8 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc48 2.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc48 3.3 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容

pos_oc48 12 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

OC-48 POS ラインカー

ドに収容
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表 3-27 では、Cisco 7304 ルータのモジュール、ポート、および温度センサーに対応する 

entPhysicalTable エントリを示しています。

表 3-27 Cisco 7304 ルータのコンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

6-port T3 cevC73006T3 module(9) Entity description and 

slot number

Clear Channel 6-Port T3

Line Card

FastEthernet Interface cevPortFEIP module(9) Fast Ethernet and slot 

and port number

なし

Packet over DS3 cevPortDs3 module(9) Serial and slot and port 

number

6-port T3 に収容

ds3 Temperature Sensor cevSensorModuleDevice

Temp

sensor(8) Entity description and 

slot number

なし

ds3 1.8 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

なし

ds3 2.5 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

なし

ds3 3.3 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

なし

ds3 12 V Sensor cevSensorModuleDevice

Voltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

なし
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表 3-28 では、Cisco 7304 ルータの吸気口と排気口の温度センサーのコンポーネント、およびポート

アダプタのセンサー コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリを示しています。

表 3-28 Cisco 7304 ルータの温度センサー コンポーネントに対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

Outlet Temperature 

Sensor

cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Inlet Temperature 

Sensor

cevSensorC7300Inlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Hotspot Temperature 

Sensor

cevSensorC7300Hotspot

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Outlet 1.8 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Outlet 2.5 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Outlet 3.3 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Outlet 5 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Outlet 12 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Inlet 1.8 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Inlet 3.3 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Inlet 1.5 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

Hotspot 1.8 V Sensor cevSensorC7300Outlet

TempVoltage

sensor(8) Entity description and 

slot number

プライマリ NSE-100 

またはプライマリ 

NPE-G100 に収容 *

*  NSE-100 および NPE-G100 の温度 /電圧センサーに対応する entPhysicalTable エントリは、NSE-100 カードおよび NPE-G100 カードの各
ハードウェアのバージョンによって異なるので注意してください。表 3-29 では、それらのカードの特定のバージョン（リビジョン 4 お
よびリビジョン 5）に対応する温度 /電圧センサーのエントリを示しています。
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表 3-29 では、Cisco 7304 の NSE-100 Line Card と NPE-G100 Line Card のうち、ハードウェア リビ

ジョン 4 およびハードウェア リビジョン 5 の温度エントリと電圧エントリに対応する 

entPhysicalTable エントリを示しています。

（注） リビジョン 4 およびリビジョン 5 以外のハードウェア バージョンを実行している場合は、各種 MIB
オブジェクトの値を確認してください。

表 3-29 Cisco 7304 の NSE-100 Line Card および NPE-G100 Line Card に対応する entphysicalTable の温度エントリお
よび電圧エントリ

NSE-100 Line Card
ハードウェア リビジョン 
4.0

NSE-100CR Line Card
ハードウェア リビジョン 
4.0

NSE-100CR Line Card 
ハードウェア リビジョン 
5.0

NPE-G100 Line Card 
ハードウェア リビジョン 
5.0

volttab_t volt_table_nse100 volttab_t volt_table_nse100cr volttab_t volt_table_nse100cr volttab_t volt_table_npeg100

nse outlet 1.8 V nse outlet 1.8 V nse outlet 1.8 V npe outlet 2.5 V

nse outlet 2.5 V nse outlet 2.5 V nse outlet 2.5 V npe outlet 3.3 V

nse outlet 3.3 V nse outlet 3.3 V nse outlet 3.3 V npe outlet 5.0 V

nse outlet 5 V nse outlet 5 V nse outlet 5 V npe outlet 12.0 V

nse outlet 12 V nse outlet 12 V nse outlet 12 V npe outlet 3.3c V

nse inlet 1.8 V nse inlet 1.8 V nse inlet 1.8 V nse inlet 1.5 V

nse inlet 3.3 V nse inlet 3.3 V nse inlet 3.3 V npe outlet 1.8 V

nse hotspot 1.8 V nse inlet 1.5 V nse inlet 1.5 V npe outlet 1.2 V

nse db 1.65 V nse hotspot 1.8 V nse hotspot 1.8 V npe outlet 1.2c V

nse db 1.65 V nse db 1.60 V nse db 1.65 V なし

nse db 1.8 V nse db 1.8 V nse db 1.8 V なし
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表 3-30 では、Cisco 7304 ルータのポート アダプタ カードに対応する entPhysicalTable エントリを示

しています。

表 3-30 Cisco 7304 PCI Port Adapter Carrier Card-7300-CC-PA に対応する entPhysicalTable エントリ

entPhysicalDescr
entPhysicalVendor
Type entPhysicalClass entPhysicalName 説明

Port Adapter Carrier 

Card

cevC7300CCPA module(9) Entity description and 

slot number

Globe Master Jacket 

Card

PA-2FE-TX cevPa2feTx module(9) Entity description and 

slot number and bay 

number

CC-PA-BAY に収容

ENHANCED ATM E3

Port Adapter

cevPaAtmdxE3 module(9) Entity description and 

slot number and bay 

number

CC-PA-BAY に収容

ENHANCED ATM PA cevPortE3Atm port(10) ATM and slot and port 

number

PA-CC スロット番号

を使用

Port Adapter Slot cevModuleC7300CCPA module Entity description and 

slot number

C7304 でサポートされ

る PA に収容

pacc hotspot 

Temperature Sensor

cevSensorTemperature sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc coolspot 

Temperature Sensor

cevSensorTemperature sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc -12 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 1.2 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 1.5 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 2.5 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 3.3 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 5.15 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容

pacc 12 V Sensor cevSensorVoltage sensor(8) Entity description and 

slot number

PA キャリア カードに

収容
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ETHERLIKE-MIB
ETHERLIKE-MIB には、Cisco 7304 ルータ上の Ethernet-like Interface を管理するためのオブジェクト

が含まれています。

MIB の制約事項

表 3-31 では、Cisco 7304 ルータにおける ETHERLIKE のオブジェクトに関する制約事項を示してい

ます。この表に含まれていないオブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。MIB オブ

ジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-32 では、Ethernet-like 層の ifTable の使用状況を示しています。

EVENT-MIB
EVENT-MIB には、ネットワーク管理用にイベント トリガーおよびアクションを定義するためのオ

ブジェクトが含まれています。

EXPRESSION-MIB
EXPRESSION-MIB には、ネットワーク管理用に MIB オブジェクトの式を定義するためのオブジェ

クトが含まれています。

表 3-31 ETHERLIKE-MIB の制約事項

MIB テーブル /オブジェクト 説明

dot3CollTable 実装されていません。

dot3ControlTable 実装されていません。

dot3PauseTable 実装されていません。

表 3-32 ETHERLIKE-MIB の ifTable の使用状況

MIB ifTable オブジェクト GigaEthernet 層の使用

IfDescr GE-WAN<slot>/<port>

IfType EthernetCsmacd(6)

IfSpeed 1000000000

IfPhysAddress MAC アドレス

IfName GE<slot>/<port>

IfLinkUpDownTrapEnable enabled(1)

IfHighSpeed 1000

ifConnectorPresent true(1)
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HC-RMON-MIB
これは、リモート モニタリング デバイスの設置を管理するための MIB モジュールです。この MIB

モジュールは、RFC 1757 と RFC 1513 で規定されたオリジナルの RMON MIB、および RFC 2021 で

規定された RMON2 MIB の拡張版です。

IEEE8021-PAE-MIB
これは、IEEE 802.1X を管理するためのポート アクセス エンティティです。

IEEE8023-LAG-MIB
IEEE 8023-LAG-MIB は、IEEE 標準 802.3ad を管理するための Link Aggregation モジュールです。

IF-MIB
IF-MIB (RFC 2233) は、物理インターフェイスおよび論理インターフェイスの属性を示します。ルー

タは、すべての層（ifIndex、ifDescr、ifType、ifSpeed、ifPhysAddress、ifAdminStatus、ifOperStatus、

ifLastChange、ifName、ifLinkUpDownTrapEnable、ifHighSpeed、および ifConnectorPresent）に対応す

る MIB オブジェクトの ifGeneralGroup をサポートします。

MIB の制約事項

表 3-33 では、Cisco 7304 ルータにおける IF-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示しています。

MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

表 3-33 IF-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

ifXTable

• IfPromiscuousMode 読み取り専用です。

ifStackTable

• IfStackStatus テーブルのエントリを作成および削除する際に、サポートされ

る値は、createAndGo(4) と destroy(6) のみです。

ifRcvAddressTable

• IfRcvAddressStatus テーブルのエントリを作成および削除する際に、サポートされ

る値は、createAndGo(4) と destroy(6) のみです。

• IfRcvAddressType サポートされる値は other(1) のみです。
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OSM ifTable Values

ここでは、Cisco 7304 ルータの OSM に使用される ifTable の値を示す表について説明します。

表 3-34 OC-12 ATM OSM Line Card の ifTable オブジェクトの値および制約事項

OSM-2-OC-12-ATM SONET レイヤ
ATM および ATM サブインター
フェイス レイヤ

AAL5 および AAL5 サブインター
フェイス レイヤ

ifTable

IfDescr ATM slot/port ATM slot/port–ATM layer

ATM slot/port.subif–ATM subif layer

ATM slot/port–AAL5 layer 

ATM slot/port.subif–AAL5 subif layer

IfType sonet(39) atm(37)

atmSubInterface(134)

aal5(49)

IfMtu 4470 未使用 未使用

IfSpeed 599040000 599040000 0

IfPhysAddress 長さゼロの文字列 長さゼロの文字列 長さゼロの文字列

ifAdminStatus 未使用 読み取り専用（ATM レイヤ）

未使用（ATM サブインターフェイ

ス）

読み取り専用（AAL5 レイヤ）

未使用（AAL5 サブインターフェイ

ス）

ifInUnknownProtos 未使用 未使用 0

ifInMulticastPkts 未使用 未使用 0

ifInBroadcastPkts 未使用 未使用 0

ifOutMulticastPkts 未使用 未使用 0

ifOutBroadcastPkts 未使用 未使用 0

IfName AT slot/port AT slot/port AT slot/port 

IfHighSpeed 599 599 0

IfPromiscuousMode false(2) false(2) false(2)

IfConnectorPresent true(1) false(2) false(2)

IfAlias 未使用 読み取り専用（ATM レイヤ） 

未使用（ATM サブインターフェイ

ス） 

読み取り専用（AAL5 レイヤ）

未使用（AAL5 サブインターフェイ

ス）

表 3-35 GigE WAN OSM の ifTable  オブジェクトの値

OSM-2+4GE-WAN+ Gigabit Ethernet レイヤ
VLAN 802.1Q サブインター
フェイス レイヤ

ifTable

IfDescr GE–WAN slot/port GE–WAN slot/port.subif–802.1Q

vLAN subif 

IfType EthernetCsmacd(6) l2vlan(135)

IfSpeed 1000000000 1000000000

IfPhysAddress MAC アドレス MAC アドレス

IfName GEslot/port Gi slot/port.subif

IfLinkUpDownTrapEnable enabled(1) enabled(1)

IfHighSpeed 1000 1000

IfConnectorPresent true(1) false(2)
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表 3-36 DS3 Channelized T1/E1 OSM の ifTable  オブジェクトの値

OSM-12CT3-T1 DS3 レイヤ DS1 レイヤ

ifTable

IfDescr T3 slot/subslot/port 

E3 slot/subslot/port

T1 slot/subslot/port

E1 slot/subslot/port

IfType ds3(30) ds1(18)

IfSpeed 44736000 (DS3)

34368000 (E3)

1544000 (DS1)

2048000 (E1)

IfPhysAddress 回線 ID の値、または長さゼロ

の文字列

回線 ID の値、または長さゼロ

の文字列

IfName T3 slot/subslot/port 

E3 slot/subslot/port

T1 slot/subslot/port

E1 slot/subslot/port

IfLinkUpDownTrapEnable enabled(1) enabled(1)

IfHighSpeed 45 (DS3)

34 (E3)

2

IfConnectorPresent true(1) true(1)

表 3-37 RFC1407-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

dsx3ConfigTable

• dsx3LineType E3 でサポートされる値は、e3other(6) および e3Plcp(8) です。

• dsx3LineCoding 読み取り専用です。

T3 でサポートされる値は、dsx3BZS(2) のみです。

E3 でサポートされる値は、e3HDB(3)のみです。

• dsx3SendCode 読み取り専用です。サポートされる値は、dsx3SendNoCode のみ

です。

• dsx3CircuitIdentifier 読み取り専用です。

• dsx3LoopbackConfig 読み取り専用です。

dsx3FarEndConfigTable サポートされていません。

dsx3FarEndCurrentTable サポートされていません。

dsx3FarEndIntervalTable サポートされていません。

dsx3FarEndTotalTable サポートされていません。

1 すべての T3/ATM Line Card は、すべての変数で RO のみをサポートします。ifTable の使用については、
IF-MIB の項を参照してください。

2 RFC1407-MIB を使用するときにサポートされるポート アダプタ ラインカードのタイプは、PA-MC-T3、
PA-MC-E3、PA-A3-T3、および PA-A3-E3 です。
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IGMP-MIB
CISCO-IGMP-MIB には、ルータ上で Internet Group Management Protocol（IGMP）を管理するための

オブジェクトが含まれています。

INT-SERV-GUARANTEED-MIB
INT-SERV-GUARANTEED-MIB は、Integrated Services Protocol（ISP）の保証されたサービスを示し

ます。

INT-SERV-MIB
INT-SERV-MIB は、Integrated Services Protocol（ISP）を示します。

IPMROUTE-MIB
IPMROUTE-MIB には、実際に使用されているマルチキャスト ルーティング プロトコルとは無関係

に、ルータ上で IP マルチキャスト ルーティングを管理するためのオブジェクトが含まれています。

LAN-EMULATION-CLIENT-MIB
このモジュールは、ATM LAN エミュレーション クライアント（LEC）ノードを管理するための

MIB 部分を定義します。このモジュールは、各 LEC および emulated 802.x ネットワーク インター

フェイスに対する AToM MIB と MIB-II/RFC 1573 の ifTable エントリとともに使用されます。

RFC1406-MIB は、Cisco 7304 ルータ上の DS1コントローラおよびインターフェイスの設定および

パフォーマンスのモニタリング情報へのアクセスを提供します。
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MPLS-LDP-MIB
MPLS-LDP-MIB（バージョン 1）は、Multiprotocol Label Switching (MPLS; マルチプロトコル ラベル

スイッチング） Label Distribution Protocol（LDP; ラベル配布プロトコル）に対する管理情報を提供し

ます。このプロトコルは、各 ラベル スイッチング ルータ（LSR）が使用しているラベルの定義を

ルータ間でやり取りするために使用されます。ルータは、この MIB の IETF ドラフト バージョン

（draft-ietf-mpls-ldp-mib-08.txt）をサポートしています。

この MIB の詳細は、次の URL にある機能モジュールの説明を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120st/120st21/ldpmib21.htm

MIB の制約事項

表 3-38 では、Cisco 7304 ルータにおける MPLS-LDP-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示し

ています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれていない

オブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

表 3-38 MPLS-LDP-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

mplsLdpEntityTable

• mplsLdpEntityProtocolVersion 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityAdminStatus 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityWellKnownDiscoveryPort 読み取り専用です。常に 646 です。

• mplsLdpEntityMaxPduLength 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityKeepAliveHoldTimer 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityHelloHoldTimer 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFailedInitSessionTrapEnable 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFailedInitSessionThreshold 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityLabelDistributionMethod 読み取り専用です。値は 

downstreamUnsolicited(2)。

• mplsLdpEntityPVLimitMismatchTrapEnable 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityPathVectorLimit 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityHopCountLoopDetection 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityHopCount 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityTargetedPeer 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityTargetedPeerAddrType 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityTargetedPeerAddr 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityOptionalParameters 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityDiscontinuityTime 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• mplsLdpEntityRowStatus 読み取り専用です。値は active(1)。

mplsLdpEntityConfGenericTable

• mplsLdpConfGenericIfIndexOrZero 読み取り専用です。

• mplsLdpConfGenericLabel 読み取り専用です。

• mplsLdpConfGenericStorageType 読み取り専用です。

• mplsLdpConfGenericRowStatus 読み取り専用です。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120st/120st21/ldpmib21.htm
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mplsLdpEntityAtmParmsTable

• mplsLdpEntityAtmIfIndexOrZero 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityAtmMergeCap 読み取り専用です。値は vcMerge(2)。

• mplsLdpEntityAtmLabelRangeComponents 読み取り専用です。値は 0（ゼロ）。

• mplsLdpEntityAtmVcDirectionality 読み取り専用です。値は unidirectional(1)。

• mplsLdpEntityAtmLsrConnectivity 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityDefaultControlVpi 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityDefaultControlVci 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityUnlabTrafVpi 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityUnlabTrafVci 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityAtmStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• mplsLdpEntityAtmRowStatus 読み取り専用です。値は inactive(1)。

mplsLdpEntityConfAtmLabelRangeTable

• mplsLdpEntityConfAtmLabelRange-MaximumVpi 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityConfAtmLabelRange-MaximumVpi 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityConfAtmLabelRange-StorageType 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityConfAtmLabelRange-RowStatus 読み取り専用です。

mplsLdpEntityFrameRelayParmsTable

• mplsLdpEntityFrIfIndexOrZero 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrMergeCap 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrLabelRangeComponents 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrLen 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrVcDirectionality 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrParmsStorageType 読み取り専用です。

• mplsLdpEntityFrParmsRowStatus 読み取り専用です。

mplsLdpEntityConfFrLabelRangeTable

• mplsLdpConfFrMaximumDlci 読み取り専用です。

• mplsLdpConfFrStorageType 読み取り専用です。

• mplsLdpConfFrRowStatus 読み取り専用です。

mplsLdpAtmSessionTable サポートされていません。

mplsLdpFrameRelaySessionTable サポートされていません。

mplsLdpSessionPeerAddressTable サポートされていません。

mplsLdpLibTable サポートされていません。

mplsLdpFecTable サポートされていません。

mplsLdpEntityConfGenericTable サポートされていません。

mplsLdpEntityConfAtmLabelRangeTable サポートされていません。

mplsLdpEntityFrameRelayParmsTable サポートされていません。

mplsLdpEntityConfFrLabelRangeTable

• mplsLdpLibLspUp サポートされていません。

• mplsLdpLibLspDown サポートされていません。

表 3-38 MPLS-LDP-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト 説明
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MPLS-LSR-MIB
MPLS-LSR-MIB は、マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）テクノロジーを使用するラベ

ル スイッチング ルータ（LSR）を通じて、LSP（ラベル スイッチド パス）を管理するために、設

定情報およびパフォーマンス モニタリング情報を提供します。ルータは、MPLS-LSR-MIB の IETF

バージョンをサポートします。

この MIB の詳細は、次の URL にある機能モジュールの説明を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/relnote/7000fam/rn120st.htm#31417

MIB の制約事項

表 3-39 では、Cisco 7304 ルータにおける MPLS-LSR-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示し

ています。MIB オブジェクトの詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれていないオブ

ジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

表 3-39 MPLS-LSR-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

mplsInterfaceConfTable

• mplsInterfaceConfStorageType デフォルトは read-only(5) です。

• mplsInterfaceAvailableBandwidth 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceTotalBandwidth 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceTotalBuffer 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• MplsInterfaceAvailableBuffer 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsInterfacePerfTable

• mplsInterfaceInPackets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceInDiscards 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceFailedLabelLookup 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceOutPackets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceOutDiscards 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInterfaceOutFragments 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsInSegmentTable

• mplsInSegmentAdminStatus 読み取り専用です。常に up(1) です。

• mplsInSegmentOperStatus 常に up(1) です。

• mplsInSegmentNPop 読み取り専用です。

• mplsInSegmentAddrFamily 読み取り専用です。

• mplsInSegmentOwner 読み取り専用です。値は other(1)。

• mplsInSegmentTrafficParamPtr 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInSegmentRowStatus 読み取り専用です。値は active(5)。

• mplsInSegmentStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

mplsInSegmentPerfTable

• mplsInSegmentOctets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInSegmentPackets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInSegmentHCOctets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInSegmentErrors 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/relnote/7000fam/rn120st.htm#31417
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• mplsInSegmentDiscards 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsInSegmentPerforDiscontinuityTime 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsOutSegmentTable

• mplsOutSegmentIfIndex 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentPushTopLabel 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentTopLabel 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentNextHopIpAddrType 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentNextHopIpv4Addr 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentNextHopIpv6Addr 常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentOwner 読み取り専用です。値は other(1)。

• mplsOutSegmentTrafficParamPtr 常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentRowStatus 読み取り専用です。値は active(5)。

• mplsOutSegmentStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• mplsOutSegmentAdminStatus 読み取り専用です。常に up(1) です。

• mplsOutSegmentOperStatus 常に up(1) です。

mplsOutSegmentPerfTable

• mplsOutSegmentOctets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentPackets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentHCOctets 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentErrors 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentDiscards 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsOutSegmentPerfDiscontinuityTime 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsXCTable

• mplsXCLspId 読み取り専用です。トンネル ID はサポートされま

せん。

• mplsXCLabelStackIndex 読み取り専用です。XCLabelStack がサポートされ

ていないため、値は 0 に設定されています。

• mplsXCIsPersistent 読み取り専用です。

• mplsXCOwner 読み取り専用です。値は other(1)。

• mplsXCRowStatus 読み取り専用です。

• mplsXCStorageType 読み取り専用です。

• mplsXCAdminStatus 読み取り専用です。常に up(1) です。

• mplsXCOperStatus 常に up(1) です。

• mplsOutSegmentIndexNext 読み取り専用です。

• mplsXCIndexNext 読み取り専用です。

• mplsLabelStackIndexNext 読み取り専用です。

• mplsTrafficParamIndexNext 読み取り専用です。

mplsLabelStackTable サポートされていません。

mplsTrafficParamTable

• mplsInSegmentTrapEnable 読み取り専用です。

• mplsOutSegmentTrapEnable 読み取り専用です。

表 3-39 MPLS-LSR-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト 説明
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• mplsXCTrapEnable 読み取り専用です。

• mplsXCUp *サポートされていません。

• mplsXCDown *サポートされていません。

• mplsInSegmentUp *サポートされていません。

• mplsInSegmentDown *サポートされていません。

• mplsOutSegmentUp *サポートされていません。

• mplsOutSegmentDown *サポートされていません。
* スケーラビリティの問題により、実装されていません。
* mplsInterfaceConfTable：LSR 上の各 MPLS 対応インターフェイスの情報を提供します。
* mplsInterfacePerfTable：MPLS インターフェイス設定テーブルの拡張版です。

* mplsInSegmentTable：LSR での着信セグメントの記述およびそのセグメントに関連するパラメータが含まれます。

このテーブルの管理ステータス オブジェクトおよび運用ステータス オブジェクトは、パケット転送を制御します。

管理ステータス オブジェクトや運用ステータス オブジェクトがダウンしていると、LSR はパケットを転送しませ

ん。これらのステータス オブジェクトがアクティブなときに、LSR はパケットを転送します。

* mplsInSegmentPerfTable：MPLS in-segment テーブルの拡張版です。LSR 上の着信セグメントのパフォーマンス情報

およびカウンタを提供します。

* mplsOutSegmentTable：LSR からの発信セグメントの記述およびそのセグメントに関連するパラメータが含まれま

す。このテーブルの管理ステータス オブジェクトおよび運用ステータス オブジェクトは、パケット転送を制御し

ます。管理ステータス オブジェクトおよび運用ステータス オブジェクトがダウンしていると、LSR はパケットを

転送しません。これらの値がアクティブなときに、LSR はパケットを転送します。

* mplsOutSegmentPerfTable：MPLS out-segment テーブルの拡張版です。LSR 上の発信セグメントのパフォーマンス情

報およびカウンタを提供します。

* mplsXCTable：inSegment（ラベル）を outSegment（ラベル）に結合して、LSR が現在それらのラベルをどのように

交換するかをマネージャに示します。このテーブルの行は、相互接続インデックス、着信セグメントのインター

フェイス インデックス、着信ラベル、および発信セグメント インデックスによってインデックス付けされる 1 つ

の相互接続エントリで構成されます。このテーブルの管理オブジェクトおよび運用オブジェクトは、相互接続エン

トリ（XCEntry）の発信パケットおよび着信パケットを制御します。シスコが実装した管理ステータスおよび運用

ステータスは、常にアクティブです。それ以外の場合、LSR はパケットを転送しません。

表 3-39 MPLS-LSR-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト 説明
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MPLS-TE-MIB
MPLS-TE-MIB は、Cisco 7304 ルータ上で MPLS トンネルのトラフィック エンジニアリングを実行

できるようにします。この MIB は、IETF MPLS-TE-MIB のリビジョン 05 に基づいています。

MPLS トンネルにトラフィック エンジニアリングをサポートさせるには、次の設定を行う必要があ

ります。

• 適切なコンフィギュレーション パラメータを使用して MPLS トンネルを設定します。

• トンネルのルーズ ソース ルーティング ホップおよびストリクト ソース ルーティング ホップ
を設定します。

この MIB の詳細は、次のシスコの MPLS MIB チームの Web ページを参照してください。

http://mpls-mib-group.cisco.com/

MIB の制約事項

表 3-40 では、Cisco 7304 ルータにおける MPLS-TE-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示して

います。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれていないオ

ブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

表 3-40 MPLS-TE-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

mplsTunnelIndexNext 常に 0（ゼロ）です。

mplsTunnelTable 

• mplsTunnelName 読み取り専用です。

• mplsTunnelDescr 読み取り専用です。

• mplsTunnelIsIf 読み取り専用です。

• mplsTunnelXCPointer 読み取り専用です。

• mplsTunnelSignallingProto 読み取り専用です。

• mplsTunnelSetupPrio 読み取り専用です。

• mplsTunnelHoldingPrio 読み取り専用です。

• mplsTunnelSessionAttributes 読み取り専用です。

• mplsTunnelOwner 読み取り専用です。

• mplsTunnelLocalProtectInUse 読み取り専用です。常に false(2) です。

• mplsTunnelResourcePointer 読み取り専用です。

• mplsTunnelInstancePriority 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsTunnelHopTableIndex 読み取り専用です。

• mplsTunnelIncludeAnyAffinity 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsTunnelIncludeAllAffinity 読み取り専用です。

• mplsTunnelExcludeAllAffinity 読み取り専用です。

• mplsTunnelPathInUse 読み取り専用です。

• mplsTunnelRole 読み取り専用です。

• mplsTunnelTotalUpTime 読み取り専用です。

• mplsTunnelInstanceUpTime 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• mplsTunnelAdminStatus 読み取り専用です。

• mplsTunnelRowStatus 読み取り専用です。常に active(1) です。
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• mplsTunnelStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。常に active です。

上記以外のテーブル オブジェクトに関する制約事項はありません。

mplsTunnelHopListIndexNext 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsTunnelHopTable

• mplsTunnelHopAddrType 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopIpv4Addr 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopIpv4PrefixLen 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopIpv6Addr 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopIpv6PrefixLen 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopAsNumber 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopLspId 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopType 読み取り専用です。

• mplsTunnelHopRowStatus 読み取り専用です。常に active(1) です。

• mplsTunnelHopStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。常に active です。

mplsTunnelResourceIndexNext 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsTunnelResourceTable

• mplsTunnelResourceMaxRate 読み取り専用です。

• mplsTunnelResourceMeanRate 読み取り専用です。

• mplsTunnelResourceMaxBurstSize 読み取り専用です。

• mplsTunnelResourceRowStatus 読み取り専用です。常に active(1) です。

• mplsTunnelResourceStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。常に active です。

表 3-40 MPLS-TE-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト 説明
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MPLS-VPN-MIB
MPLS-VPN-MIB の機能は、次のとおりです。

• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）/ ボーダーゲートウェイ プロトコル（BGP）
のバーチャル プライベート ネットワーク（VPN）をモデル化するための管理対象オブジェク
トを示します。

• ルータ上で各 VRF インスタンスのルートおよびルート ターゲットを設定および監視します。

• MPLS インターフェイス上での VPN ルーティングと転送インスタンス（VRF）のプロビジョニ
ングを容易にします。

• MPLS/BGP VPN のパフォーマンスを計測します。

この MIB は、IETF MPLS-VPN-MIB のリビジョン 05 に基づいています。

（注） この MIB の詳細は、次のシスコの MPLS MIB チームの Web ページを参照してください。
http://mpls-mib-group.cisco.com/ 

MIB の制約事項

表 3-41 では、Cisco 7304 ルータにおける MPLS-VPN-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示し

ています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれていない

オブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

表 3-41 MPLS-VPN-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

MplsNumVrfSecViolationThreshExceeded サポートされていません。

mplsVpnVrfSecTable 

• MplsVpnVrfSecIllegalLabelViolations 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• MplsVpnVrfSecIllegalLabelRcvThresh 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

mplsVpnVrfTable

• MplsVpnVrfConfRowStatus 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfConfStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• MplsVpnVrfConfMidRouteThreshold 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfConfHighRouteThreshold 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfConfMaxRoutes 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfConfMaxPossibleRoutes 読み取り専用です。常に 0（ゼロ）です。

• MplsVpnVrfDescription 読み取り専用です。

• MplsVpnInterfaceVpnClassification 読み取り専用です。

mplsVpnInterfaceConfTable 

• MplsVpnInterfaceConfStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• MplsVpnInterfaceConfRowStatus 読み取り専用です。

値は active(1)、notInService(2) です。

• MplsVpnInterfaceLabelEdgeType 読み取り専用です。値は providerEdge(1)。

mplsVpnVrfRouteTargetTable 

• MplsVpnVrfRouteTargetRowStatus 読み取り専用です。値は active(1)、notInService(2) です。
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mplsVpnVrfBgpNbrAddrTable

• MplsVpnVrfBgpNbrRowStatus 読み取り専用です。値は active(1)、notInService(2) です。

• MplsVpnVrfBgpNbrRole 読み取り専用です。値は providerEdge(1)。

• MplsVpnVrfBgpNbrType 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfBgpNbrAddr 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfBgpNbrStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

mplsVpnVrfRouteTable

• MplsVpnVrfRouteInfo 読み取り専用です。値は長さゼロの文字列 OID です。

• MplsVpnVrfRouteTarget 読み取り専用です。このターゲットのルート識別子を

判別します。

• MplsVpnVrfRouteTargetDescr ルート ターゲットの記述です。このオブジェクトは、

この Cisco IOS リリースではサポートされていませ

ん。したがって、このオブジェクトは 

mplsVpnVrfRouteTarget と同様です。

• MplsVpnVrfRouteDistinguisher 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteNextHopAS 読み取り専用です。値は常に 0（ゼロ）です。

• MplsVpnVrfRouteRowStatus 読み取り専用です。このオブジェクトは通常、active(1)

を読み取りますが、VRF が削除されたばかりの場合

は、notInService(2) を読み取ることもあります。

• MplsVpnVrfRouteStorageType 読み取り専用です。値は volatile(2)。

• MplsVpnVrfRouteDestAddrType 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteMaskAddrType 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteTos 読み取り専用です。値は常に 0（ゼロ）です。

• MplsVpnVrfRouteNextHop 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteNextHopAddrType 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteIfIndex 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteType 読み取り専用です。

• MplsVpnVrfRouteProto 読み取り専用です。

mplsVpnVrfBgpNbrPrefixTable サポートされていません。

mplsVpnVrfConfTable は、設定されたすべての MPLS/BGP VPN を表します。NMS は、この MPLS ドメインで
実行するように設定される各 MPLS/BGP VPN に対応するこのテーブル内にエントリを設定します。
mplsVPNInterfaceConfTable は、インターフェイス MIB を拡張して、MPLS/BGP VPN 対応インターフェイス上
の特定の MPLS/BGP VPN 情報を提供します。mplsVPNPerfTable は、mplsVpnVrfConfTable を拡張して、パ
フォーマンス情報を提供します。

mplsVpnVrfRouteTable および mplsVpnRouteTargetTable は、各 VRF インスタンスに対して、それぞれルートお
よびルート ターゲットの管理と監視を容易にします。

表 3-41 MPLS-VPN-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト 説明
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MSDP-MIB
MSDP-MIB には、Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) を監視するためのオブジェクトが含ま

れています。この MIB を SNMPv3 と併用して、リモートから MSDP スピーカを監視できます。

この MIB の詳細は、次の URL にある機能モジュールの説明を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121t/121t5/dt5msdp.htm

NOTIFICATION-LOG-MIB
NOTIFICATION-LOG-MIB は、通知の不慮の消失に備えて、通知がトラップおよびインフォームの

いずれであるか（通知にはこの 2 つのタイプがサポートされる）という通知情報を記録するオブ

ジェクトを定義します。この MIB は、ローカル ロギング機能の形式で共通インフラストラクチャ

を他の MIB に対して提供します。

管理ステーションの機能は、次のとおりです。

• GET 要求を使用して MIB を照会し、生成されてはいても、受信されなかった通知を認識し損
なったかどうかを判断します。

• ログ サイズを制御できるオブジェクトに対して SNMP SET を実行することで、MIB ログを絞
り込みます。この制御は、グローバル ベース（Notification Log MIB データベース全体に影響）、
および名前付きログ ベースの両方で実行できます。

• Notification Log MIB に通知をログとして残しておくことができる最大時間を指定します。

（注） この MIB はすべての通知を記録するので、トラップ キューから欠落する通知もすべてこの
MIB によって確実に記録されます。ただし、インフォームのリトライは記録されません。
また、複数の受信者に送信されるトラップは、1 回だけ記録されます。現在、この MIB が
通知を記録するのは、発信側がローカル エンジンの場合に限ります。

表 3-42 では、NOTIFICATION-LOG-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示しています。この表

に含まれていないオブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。

（注） 表 3-42 に示されている制約事項のほかに、このリリースでは、デフォルト ログのみがサポートさ
れています。名前付きログに加え、各システムには長さゼロの文字列の名前が付いたデフォルト ロ
グがあります。このログには、ログに関連付けられたセキュリティ チェック機能はありません。

表 3-42 NOTIFICATION-LOG-MIB オブジェクトの制約事項

MIB オブジェクト 説明

nlmConfigGlobalEntryLimit 値は Unsigned32 です。読み取り専用です。

nlmConfigGlobalAgeOut 値は Unsigned32 です。読み取り専用です。

nlmConfigLogTable 読み取り専用です。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121t/121t5/dt5msdp.htm
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NOVELL-IPX-MIB
NOVELL-IPX-MIB は、IPX プロトコルを使用するシステムの管理情報を定義します。この MIB は、

IPX プロトコルを実装しているシステムを管理する場合の基本的なフレームワークを提供できるよ

うに設計されています。この MIB は、実質的には、Novell NetWare Link Services Protocol (NLSP)

Specification 1.0, Novell Part Number 100-001708-002, 2nd Edition Feb '94 の一部として配信された IPX

MIB と同じです。

NOVELL-NLSP-MIB
NOVELL-NLSP-MIB は、IPX 環境で実行している NLSP プロトコルの管理情報を定義します。また、

IPX MIB に含まれる情報とそれ以外の情報も提供します。この MIB は、実質的には Novell NetWare

Link Services Protocol (NLSP) Specification 1.0, Novell Part Number 100-001708-002, 2nd Edition Feb '94

の一部として配信された NLSP MIB と同じです。

NOVELL-RIPSAP-MIB
NOVELL-RIPSAP-MIB は、IPX 環境で実行している RIP プロトコルおよび SAP プロトコルの管理

情報を定義します。また、IPX MIB に含まれる情報とそれ以外の情報も提供します。この MIB は、

実質的には、Novell NetWare Link Services Protocol (NLSP) Specification 1.0, Novell Part Number

100-001708-002, 2nd Edition Feb '94 の一部として配信された RIPSAP MIB と同じです。

OLD-CISCO-APPLETALK-MIB
OLD-CISCO-APPLETALK-MIB は、ルータ上の AppleTalk トラフィックに関する情報を提供します。
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OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
OLD-CISCO-CHASSIS-MIB は、Cisco IOSオペレーティング システムの旧リリースを実行している

デバイスのシャーシ オブジェクトを示します。この MIB は将来のサポートが保証されていないた

め、ENTITY-MIB に置き換えられつつあります。ただし、Cisco 7304 ルータには、ENTITY-MIB を

実装する以前のネットワーク管理アプリケーションをサポートするために、OLD-CISCO-CHASSIS-

MIB が実装されています。

ENTITY-MIB をサポートしていないネットワーク管理アプリケーションは、OLD-CISCO-CHASSIS-

MIB を使用してポート アダプタを検出できます。

MIB の制約事項

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB は将来のサポートが保証されていません。現在のほとんどのシャーシ

オブジェクトは ENTITY-MIB に示されているため、可能な限り、OLD-CISCO-CHASSIS-MIB では

なく ENTITY-MIB を使用することをお勧めします。

Cisco 7304 ルータでは、OLD-CISCO-CHASSIS-MIB は、モジュールおよびポート アダプタ用として

サポートされています。表 3-43 では、ルータにおける MIB のオブジェクトに関する制約事項を示

しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

OLD-CISCO-CPU-MIB
OLD-CISCO-CPU-MIB は、Cisco IOS オペレーティング システムの旧バージョンを実装して実行し

ているデバイス上の CPU 使用状況およびアクティブなシステム プロセスを示します。

OLD-CISCO-DECNET-MIB
OLD-CISCO-DECNET-MIB は、ルータ上の DECnet の実装に関する情報を提供します。DECnet とは

Digital Equipment Corporation が開発した、プロトコル スイートを含むコミュニケーション製品グ

ループであり、オープン システム相互接続（OSI）と同社独自のデジタル プロトコルをサポートし

ます。

表 3-43 ラインカードおよびポート アダプタに関する OLD-CISCO-CHASSIS-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

cardTable

• cardType 7304 ルータ カード用には、次の値が使用されます。

モジュールまたはポート アダプタの cardType 値

PA-A3-T3—pa-atmdx-ds3(406)

PA-A3-E3—pa-atmdx-e3(407)

PA-2FE-FX—cevPa2feFxI82543

PA-2FE-TX—cevPa2feTxI82543

7300-PA-CC—c7300-cc-pa(2138) 

• cardOperStatus ポート アダプタのステータスはモジュールのステータスと一致します。

cardIfIndexTable ポート アダプタ専用です。
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OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
OLD-CISCO-INTERFACES-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧バージョンを実装

して実行しているデバイス上でインターフェイスを管理するためのオブジェクトが含まれていま

す。

OLD-CISCO-IP-MIB
OLD-CISCO-IP-MIB には、Cisco IOSオペレーティング システムの旧バージョンを実装して実行し

ているデバイス上で IP を管理するためのオブジェクトが含まれています。

OLD-CISCO-MEMORY-MIB
OLD-CISCO-MEMORY-MIB には、Cisco IOSオペレーティング システムの旧バージョンを実装して

実行しているデバイス上でメモリ プールを示すためのオブジェクトが含まれています。

OLD-CISCO-NOVELL-MIB
OLD-CISCO-NOVELL-MIB は、パケット カウント、IPX アカウンティング、チェックポイント ア

カウンティング情報など、ルータ上の Novell トラフィックに関する情報を提供します。

OLD-CISCO-SYSTEM-MIB
OLD-CISCO-SYSTEM-MIB は、ルータに関する情報（ルータ名、ソフトウェア ブートロード、コン

フィギュレーション ファイルなど）を提供します。この MIB には、ルータ上へのソフトウェアの

リロード制御、および ARP キャッシュのクリア制御も含まれています。

OLD-CISCO-TCP-MIB
この MIB のオブジェクトは、すべて Cisco IOS ソフトウェア リリース 10.2 でその使用が開始され

ましたが、現在では、サポートが保証されていません。したがって、この MIB のオブジェクトは、

CISCO-TCP-MIB.my 文書で定義されたオブジェクトに置き換えられています。今後は、この MIB

で定義されたオブジェクトを管理アプリケーションで検査しないようにしてください。

OLD-CISCO-TS-MIB
OLD-CISCO-TS-MIB は、このデバイスの端末回線および仮想回線の回線数に関する情報を提供しま

す。
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OLD-CISCO-VINES-MIB
OLD-CISCO-VINES-MIB グループは、すべてのルータ ベース製品に組み込まれています。この MIB

は、VINES の入出力の合計値を提供します。

OLD-CISCO-XNS-MIB
OLD-CISCO-XNS-MIB は、パケットの合計値を提供します。

PIM-MIB
PIM-MIB には、ルータ上で Protocol Independent Multicast (PIM) を設定および管理するためのオブ

ジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 2934 から取り出されたものです。

表 3-44 では、PIM -MIB のテーブルに関する制約事項を説明します。この表に含まれていないオブ

ジェクトまたはテーブルは、MIB での定義どおりに実装されます。

RFC1213-MIB
RFC1213-MIB は、TCP ベース インターネット上でネットワーク管理プロトコルと併用する

Management Information Base II (MIB-II) を定義します。

RFC1243-MIB
RFC1243-MIB は、llapEntry 9 (9) で定義されているように拡張版 OBJECT-TYPE マクロを使用しま

す。この MIB が提供する情報は、この LocalTalk インターフェイスが lapRTS パケットを受信して

データ パケットを予測したが、データパケットをまったく受信しなかった回数の合計です。

RFC1253-MIB
RFC1253-MIB には、Open Shortest Path First (OSPF) プロトコル バージョン 2 を管理するためのオブ

ジェクトが含まれています。

表 3-44 PIM-MIB オブジェクトまたはテーブルの制約事項

MIB オブジェクト 説明

pimInterfaceTable 読み取り専用です。

pimComponentTable 読み取り専用です。

pimCandidateRPTable 読み取り専用です。
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RFC1315-MIB
RFC1315-MIB には、フレームリレー データ端末装置（DTE）のインターフェイスを管理するため

のオブジェクトが含まれています。このインターフェイスは、ネットワークへの 1 本の物理的な接

続から構成されますが、このネットワークは、他の宛先や近接ネットワークに対する多数の仮想接

続をもっています。この MIB には、次の内容を管理するために使用するオブジェクトが含まれて

います。

• Data Link Connection Management Interface (DLCMI)

• 各フレームリレー インターフェイス上の仮想回線

• フレームリレー インターフェイス上で検出されるエラー

RFC1381-MIB
RFC1381-MIB（LAPB MIB ファイル）は、RFC 1381 から取り出されたものです。LAPB 管理テーブ

ルには、LAPB インターフェイスを管理できるオブジェクトが含まれています。

RFC1382-MIB
RFC1382-MIB は、RFC 1382 から取り出されたものです。MIB の一部が次のように変更されたため、

シスコ環境でもコンパイルできるようになっています。

• EntryStatus、PositiveInteger、および IfIndexType の IMPORT 文が削除された。

• 上記のタイプそれぞれのファイルから定義がコピーされたことで、それらのタイプが手動イン

ポートされた。

• x25OperRestartCount の範囲が、予測される最大整数まで拡大された。

RFC1406-MIB (DS1)
RFC1406-MIB は、Cisco 7304 ルータ上の DS1コントローラおよびインターフェイスに関する設定

およびパフォーマンスのモニタリング情報にアクセスできます。

RFC1407-MIB (DS3)
RFC1406-MIB (DS3-MIB) は、DS1コントローラおよびインターフェイスに関する設定およびパ

フォーマンスのモニタリング情報にアクセスできます。

MIB の制約事項

表 3-37（P. 3-50）  では、Cisco 7304 ルータにおける RFC1407-MIB のオブジェクトに関する制約事項

を示しています。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。この表に含まれて

いないオブジェクトは、MIB での定義どおりに実装されます。



第 3章      MIB の仕様
RFC2006-MIB

3-67
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J

RFC2006-MIB
RFC2006-MIB は、モバイル IP 用の MIB モジュールです。

RMON-MIB
RMON-MIB には、ネットワーク上のデバイスをリモートから監視するためのオブジェクトが含ま

れています。この MIB は、MIB バージョン RFC 1757 をサポートします。

RMON2-MIB
RMON2-MIB には、リモートからデバイスの接地を監視する管理機能をもつオブジェクトが含まれ

ています。この MIB は、RFC 1757 で規定されたオリジナルの RMON MIB の拡張版です。シスコ

は、MIB の RFC 2021 バージョンをサポートしています。

RS-232-MIB
RS-232-MIB には、RS-232 と同等なハードウェア インターフェイスおよびデバイスを管理するため

のオブジェクトが含まれています。

RSVP-MIB
RSVP-MIB には、リソース予約プロトコル（RSVP）を管理するためのオブジェクトが含まれてい

ます。

SMON-MIB
SMON-MIB は、スイッチド ネットワークに対し、リモートからデバイスの装置を監視する管理機

能を提供します。データのソースを識別して、その関連する機能を使用して分析が行われるように

設定されます。このテキストの表記法は、RMON 2 によって定義された DataSource Textual Convention

を次のデータ ソース タイプに拡張します。

• ifIndex

• smonVlanDataSource

• entPhysicalEntry

SNA-SDLC-MIB
SNA-SDLC-MIB には、SDLC (Synchronous Data Link Control) デバイスを管理するためのオブジェク

トが含まれています。
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SNMP-FRAMEWORK-MIB
SNMP-FRAMEWORK-MIB (RFC 2571) には、SNMP 管理アーキテクチャを示すオブジェクトが含ま

れています。

この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-NOTIFICATION-MIB
SNMP-NOTIFICATION-MIB には、SNMPv3 通知に対する管理対象オブジェクトが含まれています。

また、この MIB は、特定のエンティティによって生成される通知数を制限する一連のフィルタも

定義します（snmpNotifyFilterProfileTable および snmpNotifyFilterTable）。

snmpNotifyTable 内のオブジェクトを使用して、SNMP-TARGET-MIB の snmpTargetAddrTable 内の

エンティティを選択し、それらのエンティティが受信できる SNMP 通知タイプを指定します。

SNMP-PROXY-MIB
SNMP-PROXY-MIB には、リモートからパラメータを設定する管理対象オブジェクトが含まれてい

ます。このパラメータは、プロキシ転送オペレーションが行われる場合に SMTP エンティティに

よって使用されます。また、1 つのテーブル snmpProxyTable が含まれていて、このテーブルは、管

理対象装置間でのメッセージの送受信で使用される変換を定義します。

SNMP-TARGET-MIB
SNMP-TARGET-MIB (RFC 2573) には、リモートからパラメータを設定するためのオブジェクトが

含まれています。このパラメータは、SNMP 通知を生成するエンティティによって使用されます。

この MIB は、SNMP 通知の送信先となるエンティティのアドレスを定義し、これらのエンティティ

に送信される通知をフィルタリングする際に使用するタグ値のリストを含みます

（SNMP-NOTIFICATION-MIB を参照）。この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-USM-MIB
SNMP-USM-MIB (RFC 2574) には、SNMP ユーザベースのセキュリティ モデルを示すオブジェクト

が含まれています。この MIB に関する制約事項はありません。
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SNMP-VACM-MIB
SNMP-VACM-MIB (RFC 2575) には、SNMP に対するビューベースのアクセス制御モデルを示すオ

ブジェクトが含まれています。

（注） この MIB にアクセスするには、インターネット サブツリーからすべての情報を含むビューへのア
クセス権をもつ SNMP v3 ユーザを作成する必要があります。次に例を示します。

Router(config)# snmp-server view abcview internet included

Router(config)# snmp-server group abcgroup v3 noauth read abcview write abcview

notify abcview

Router(config)# snmp-server user abcuser abcgroup v3

（注） SNMPv2-MIB

SNMPv2-MIB には、SNMPv2 エンティティのオブジェクトが含まれています。また、SNMPv2-MIB

には、次の必須オブジェクト グループが含まれています。

• SNMP グループ：SNMPエンティティの基本的な装置および制御を提供するオブジェクトの集
まり。

• システム グループ：すべての管理対象システムに共通するオブジェクトの集まり。

• snmpSetGroup：複数の協調する SNMPv2 エンティティ（すべてマネージャ ロールで機能する）
を使用して、それらのエンティティによる SNMPv2 set 操作を使用して協調を実現するオブジェ
クトの集まり。

• snmpBasicNotificationsGroup：2 つの通知は coldStart および authenticationFailure であり、実装す
るには SNMPv2 エンティティが必要です。
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SONET-MIB
SONET-MIB (RFC 1595) には、SONET インターフェイスの設定情報とパフォーマンス両方を管理す

るためのオブジェクトが含まれています。

MIB の制約事項

表 3-45 では、Cisco 7304 ルータにおける SONET-MIB のオブジェクトに関する制約事項を示してい

ます。この表に含まれていないオブジェクトは、RFC1595-MIB 定義での定義どおりに実装されま

す。MIB オブジェクトの定義の詳細は、MIB を参照してください。

SOURCE-ROUTING-MIB
SOURCE-ROUTING-MIB には、ソース ルーティングおよびソース ルーティング透過ブリッジを設

定および管理するためのオブジェクトが含まれています。シスコは、MIB の RFC 1525 バージョン

をサポートしています。

TCP-MIB
CISCO-TCP-MIB (RFC 2012) には、ルータ上で伝送制御プロトコル（TCP）を管理するためのオブ

ジェクトが含まれています。この MIB に関する制約事項はありません。

UDP-MIB
CISCO-UDP-MIB (RFC 2013) には、ルータ上で User Datagram Protocol (UDP) を管理するためのオブ

ジェクトが含まれています。この MIB に関する制約事項はありません。

表 3-45 SONET-MIB の制約事項

MIB オブジェクト 説明

sonetPathCurrentTable  

• sonetPathCurrentWidth 読み取り専用です。

sonetVTCurrentTable サポートされていません。

sonetVTIntervalTable サポートされていません。

sonetFarEndVTCurrentTable サポートされていません。

sonetFarENdVTIntervalTable サポートされていません。
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4

通知の監視

この章では、MIB 拡張機能によってサポートされる Cisco 7304 ルータの通知について説明します。

この機能は、Cisco IOS リリース 12.2S で導入されました。SNMP は、通知を使用して、管理対象デ

バイス上のイベントを報告します。SNMP 通知は、イベントに応じて、トラップまたはインフォー

ムのいずれかになります。ただし、ルータは、SNMP 以外の通知もサポートしています。

（注） 多くのコマンドでは、コマンド構文で traps というキーワードが使用されます。traps というキー
ワードは、通知が、トラップ、またはインフォームのいずれか、あるいはその両方であることを意

味します。この章で説明する表では、イベントがインフォームである場合でも、traps という語を
使用します。

この章の構成は、次のとおりです。

• 通知の概要（P. 4-2）

• 通知のイネーブル化（P. 4-2）

• 環境通知または機能通知（P. 4-5）

• Cisco 7304 ラインカードの通知（P. 4-7）

• インターフェイスの通知（P. 4-9）

• PFE-MIB 通知（P. 4-10）

• しきい値の通知（P. 4-11）

• サービス通知（P. 4-12）

• ルーティング プロトコルの通知（P. 4-14）

• RTT モニタの通知（P. 4-14）
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通知の概要

SNMP エージェントは、次に示す重大なシステム イベントが発生したときに、SNMP マネージャに

通知できます。

• インターフェイスまたはカードが動作を開始または停止した場合

• 温度がしきい値を超えた場合

• 認証エラーが発生した場合

SNMP エージェントがアラーム状態を検出すると、エージェントは次のように動作します。

• アラーム状態の発生時刻、タイプ、および重大度に関する情報を記録します。

• 通知メッセージを生成後、そのメッセージを対象となる IP ホストに送信します。

SNMP 通知は、次のいずれかの形式で送信されます。

• トラップ：SNMPマネージャからの受信応答を必要としない信頼性の低いメッセージ。

• インフォーム：SNMP マネージャが応答を発行するまで、メモリに保存される信頼性の高い
メッセージ。インフォームは、トラップよりも多くのシステム リソースを消費します

シスコが実装した SNMP では、RFC 1215 に規定された SNMP トラップの定義が使用されています。

トラップの詳細は、http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/snmp_trap.html を参照してください。

通知のイネーブル化

コマンドライン インターフェイス（CLI）と SNMP setany コマンドを使用して、通知をイネーブル

にできます。ここでは、次の項目をイネーブルにする方法を説明します。

• CLI を使用した SNMP 通知

• SNMP setany コマンドを使用したセンサーの MIB トラップ 

• インフォーム

（注） センサーのトラップをイネーブルにするには、setany コマンドを使用する必要があります。

（注） 多くの通知は、SNMP を介してイネーブルにすることもできます。SNMP 通知は、トラップ要求ま
たはインフォーム要求のいずれかで送信できます。

snmp-server enable traps <notification-type> コマンドを使用すると、指定した通知タイプに

対してトラップ要求とインフォーム要求の両方をイネーブルにします。

CLI を使用した通知のイネーブル化

コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、Cisco 7304 ルータをイネーブルにし、SNMP

通知（トラップまたはインフォーム）を送信する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 SNMP が Cisco 7304 ルータ上に設定されていることを確認します（「SNMP サポートのイネーブル

化」（P. 2-5）を参照）。

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/snmp_trap.htm
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ステップ 2 Cisco 7304 ルータ上でトラップをイネーブルにします。特定のトラップをイネーブルにするには、

コマンドに notification-type キーワードを入力します（表 4-1 のキーワードを参照）。トラップ

のタイプごとにそれぞれ異なるコマンドを入力します。たとえば、コマンド snmp-server enable

traps entity は、Cisco 7304 ルータが、設定変更のトラップを生成するように設定するコマンドで

す。

Router(config)# snmp-server enable traps [ notification-type ]

（注） notification-type キーワードを入力しないで snmp-server enable traps コマンドを発行
すると、Cisco 7304 ルータは、すべてのタイプのイベントに対してトラップを生成します。
ただし、それが必ずしも適切であるとは限りません。

ステップ 3 Cisco 7304 ルータから SNMP トラップを受信するホストを IP アドレスで指定します。

Router(config)#snmp-server host <host-address> version <SNMP version> 
<community/user(V3)> udp-port<UD Port No>

ステップ 4 Cisco 7304 ルータ上でトラップをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。

notification-type を省略すると、すべてのトラップがディセーブルになります。特定のキーワー

ドを入力した場合、そのタイプのトラップのみがディセーブルになります。

Router(config)# no snmp-server enable traps [ notification-type ]

表 4-1 Cisco 7304 ルータの通知タイプのキーワード

キーワード 説明

alarms アラームが発生すると、通知を送信します。

atm subif ATM サブインターフェイス上のアラームおよびイベントの通知を

送信します。

bgp BGP 状態変更の通知を送信します。

config ルータ構成が変更されると、通知を送信します。

ds1 DS1 関連のアラームおよびイベントの通知を送信します。

ds3 DS3 関連のアラームおよびイベントの通知を送信します。

entity ルータ構成（ENTITY-MIB）が変更されると、通知を送信します。

envmon 環境しきい値を超えると（たとえば、臨界温度のしきい値を超える

など）、通知を送信します。

fru-ctrl Field Replaceable Unit (FRU) のステータスが変更されると、通知を

送信します。

hsrp ホット スタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）イベントの通知を送

信します。

mpls traffic-eng MPLS トラフィック エンジニアリングに関連するイベントの通知

を送信します。

pppoe PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) イベントの通知を送信し

ます。

pim PIM (Protocol Independent Multicast) イベントの通知を送信します。
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SNMP コマンドを使用したセンサーのトラップのイネーブル化

SNMP setany コマンドを使用して、SensorThresholdNotification トラップをイネーブルまたはディ

セーブルにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 entSensorThresholdNotificationEnable を各しきい値の true(1) 値に設定します。この変数は、そのしきい

値の entSensorThresholdNotification トラップの生成を制御します。たとえば、次のように入力します。

setany -v2c IP 34.3.2.5 private entSensorThresholdNotificationEnable.X.y -i 1

ステップ 2 entSensorThresholdNotification トラップをディセーブルにするには、変数 false(2) を使用します。

CLI および SNMP マネージャを使用したインフォームのイネーブル化

SNMP setany コマンドを使用して、インフォームをイネーブルまたはディセーブルにする手順は、

次のとおりです。

ステップ 1 コマンドライン インターフェイスを使用して、entSensorThresholdNotificationEnable を各しきい値の

true(1) 値に設定します。この変数は、そのしきい値の entSensorThresholdNotification インフォームの

生成を制御します。たとえば、次のように入力します。

setany router(config)#snmp-server enable informs
router(config)#snmp-server host <host-address> version <SNMP version> 
<community/userName> udp-port<UD Port No>

ステップ 2 SNMP マネージャを使用して、次のように入力します。

winstar:/opt/ats3.6.0>inform <SNMP version> <dst_addr>  <community/userName> 
<snmpTrapOID_value(OID)> [variable_name type value . . .]

ステップ 3 entSensorThresholdNotification トラップをディセーブルにするには、変数 false(2) を使用します。

rtr SA エージェント（RTR）イベントの通知を送信します。

snmp [authentication] 

[linkdown] [linkup] 

[coldstart] [warmstart]

次のイベントの場合に、RFC 1157 汎用トラップを生成します。

authentication：承認障害が発生した場合。

linkdown：インターフェイスが故障した場合。

linkup：インターフェイスがアクティブになった場合。

coldstart：ルータの電源を入れた場合。

warmstart：ルータを再起動した場合。

syslog エラー メッセージ通知（Cisco Syslog MIB）を送信します。ログ履

歴のレベル コマンドを使用して、送信されるメッセージのレベルを

指定します。

表 4-1 Cisco 7304 ルータの通知タイプのキーワード（続き）

キーワード 説明
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環境通知または機能通知

表 4-2 では、Cisco 7304 ルータの障害を示すイベント、あるいはルータの機能に影響を及ぼす可能

性のある状態に対して生成される、トラップおよびインフォームとなる通知を示しています。

表 4-2 環境トラップまたは機能トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

運用ステータス cefcModuleStatusChange

cefcModuleOperStatus
cefcModuleStatusLastChangeTime
entPhysicalDescr
entPhysicalName

cefcModuleStatusChange トラップは、スタンバ

イ RP に対してのみサポートされます。

このトラップは、CLI コマンドを使用してイ

ネーブルにします。

[no] snmp-server enable trap fru-ctrl

運用ステータス cefcMIBNotificationEnablesGroup cefcMIBEnableStatusNotification は、システム

で cefcMIBNotifications が作成されるかどうか

を示します。false 値を指定すると、このシス

テムでは、FRU 通知が生成されません。

CISCO-ENVMON-MIB

クリティカルな状態によ

る緊急シャットダウン

ciscoEnvMonShutdownNotification

トラップ内にオブジェクトが含まれない

ため、トラップを早急にエンコードし、送

信できます。

テストポイントがクリティカルな状態に近づ

き、ルータをシャットダウンしようとすると

きに送信されます。たとえば、自動シャット

ダウンがイネーブルになっており、クリティ

カルな状態に達したシャーシのコア温度、ま

たは吸気温度が、その状態で 2 分間以上続い

ている場合など。

このトラップをイネーブルにするには、CLI 

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableShutdownNotification を 

true(1) に設定します。

（注） 通知が送信される前に、シャットダウ
ンが発生する場合があります。そのた
め、管理アプリケーションはこの通知
に依存しません。

電源装置ステータス ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification

ciscoEnvMonSupplyStatusDescr
ciscoEnvMonSupplyState

電源入力モジュールが故障したときに送信さ

れます。

このトラップをイネーブルにするには、CLI 

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableRedundantSupplyNotification 

を true(1) に設定します。
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温度ステータス ciscoEnvMonTemperatureNotification

ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr

ciscoEnvMonTemperatureStatusValue

ciscoEnvMonTemperatureState

コア温度または吸気温度が正常値の範囲外に

なったり、ciscoEnvMonState が警告状態また

はクリティカルな状態になったりしたときに

送信されます。

このトラップをイネーブルにするには、CLI

を使用するか、

ciscoEnvMonEnableTemperatureNotification

を true(1) に設定します。

1 電源装置がディセーブルの場合、cefcFRUPowerAdminStatus は on(1) です。電源装置がある場合は、電源装置がディセーブルのときで
も、両方の電源装置の cefcFRUPowerAdminStatus は常に on(1) です。

2  ENVON-MIB トラップが発生しますが、このトラップはサポートされていません。

3 CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL MIB トラップをイネーブルまたはディセーブルにするには、<no> snmp-server enable trap fru-ctrl CLI 
コマンドを使用します。

4  ラインカードに対しては、cefcFRUInserted トラップおよび cefcFRIRemoved トラップが生成されます。

表 4-2 環境トラップまたは機能トラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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Cisco 7304 ラインカードの通知
表 4-3 では、Cisco 7304 ルータのラインカードによって生成されるトラップおよび通知を示してい

ます。これらのトラップは、ラインカードの障害、またはすべてのインターフェイスの機能や接続

カスタマーに影響する可能性があるカードのエラー状態を示します。次の表では、Cisco 7304 ライ

ンカードの温度センサーおよび電圧センサーを示しています。

• 温度センサー

－ 温度センサー 1：警告「高」

－ 温度センサー 2：クリティカル「高」

－ 温度センサー 3：シャットダウン「高」

• 電圧センサー

－ 電圧センサー 1：警告「低」

－ 電圧センサー 2：警告「高」

－ 電圧センサー 3：クリティカル「低」

－ 電圧センサー 4：クリティカル「高」

－ 電圧センサー 5：シャットダウン「低」

－ 電圧センサー 6：シャットダウン「高」

（注） すべてのセンサーがトラップを生成するのは電圧がしきい値レベルを超えた場合です。

表 4-3 ラインカードのトラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

ENTITY-MIB

ラインカードの取り付け entConfigChange Cisco 7304 ラインカードのエントリが 

entPhysicalTable に追加されたときに生成される

トラップ。これにより、entLastchangeTime の値が

変わります。

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

entSensotThresholdNotification

entSensorThresholdValue
entSensorValue

システム内のセンサー装置を示し、システム ス

テータスを監視する機能を提供する通知。

ラインカードのエラー CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

ceAlarmAsserted

ceAlarmHisEntPhysicalIndex
ceAlarmHistAlarmType
ceAlarmHistSeverity
ceAlarmHistTimeStamp

ラインカードを手作業でシャットダウンすると、

ラインカード エラーになります。Card Stopped

Responding OIR というアラームがアサートされ

たときに送信されます。
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CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

ラインカードの取り付け cefcFRUInserted

entPhysicalContainedIn
entPhysicalDescr
entPhysicalNam

• ラインカードが取り付けられたスロットの

entPhysicalIndex を示すトラップ。

• CLIコマンドを使用して、このトラップをイ
ネーブルまたはディセーブルにします。

[no] snmp-server enable trap fru-ctrl

• トラップは、ラインカードに対してのみ生成

されます。

ラインカードの取り外し cefcFRURemoved

entPhysicalContainedIn
entPhysicalDescr
entPhysicalName

トラップは、ラインカードに対してのみ生成され

ます。

表 4-3 ラインカードのトラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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インターフェイスの通知

表 4-4  では、Cisco 7304 インターフェイスによってサポートされるリンク関連（インターフェイス）

のイベントおよびアラームに対して、ルータが生成するトラップおよびインフォームとなる通知を

示しています。

表 4-4 リンクのトラップおよびアラーム通知

イベント
トラップおよび
トラップ オブジェクト 説明

IF-MIB

リンク ダウン linkDown

ifIndex
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifDesc
IfType
local

リンクがダウン状態になろうとするとき、つまり、リンクがトラ

フィックを送受信できないときに送信されます。ifOperStatus オブ

ジェクトは、リンクの直前の状態を示します。値は down(2) です。

インターフェイスでのリンク トラップがイネーブルかディセーブル

かを確認するには、インターフェイスの ifLinkUpDownTrapEnable

(IF-MIB) をチェックします。リンク トラップをイネーブルにするに

は、ifLinkUpDownTrapEnable を enabled(1) に設定します。

リンク トラップの IETF (RFC 2233) 形式をイネーブルにするには、

CLIコマンドの snmp-server trap link ietf を発行します。

リンク アップ linkUp

ifIndex
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifDesc
IfType
local

リンクの状態がダウンから回復したときに送信されます。ifOperStatus

の値は、リンクの新たな状態を示します。値は up(1) です。

インターフェイスでのリンク トラップがイネーブルかディセーブル

かを確認するには、インターフェイスの ifLinkUpDownTrapEnable

(IF-MIB) をチェックします。リンク トラップをイネーブルにするに

は、ifLinkUpDownTrapEnable を enabled(1) に設定します。

リンク トラップの IETF (RFC 2233) 形式をイネーブルにするには、

CLIコマンド snmp-server trap link ietf を発行します。

ceAlarmAsserted

ceAlarmHistEntPhysicalIndex

ceAlarmHistAlarmType

ceAlarmHistSeverity

ceAlarmHistTimeStamp

Asserted：アラームによって示された状態が存在することを意味しま

す。物理エンティティがアラームをアサートすると、エージェントは

このトラップを生成します。

ceAlarmAsserted Asserted：アラームによって示された状態が存在しないことを意味し

ます。このオブジェクトは、ceAlarmAsserted 通知の生成を管理する

重大度のしきい値を指定します。
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PFE-MIB 通知
表 4-5 では、パケット フォワーディング エンジン（PFE）のイベントに対して、ルータで生成され

るトラップおよびインフォームとなる通知を示しています。Cisco 7304 ルータでは、PFE とは、

Parallel Express Forwarding Network Processor (PXF) であり、Performance Routing Engine (PRE) の一部

です。

表 4-5 PFE トラップ

イベント
トラップおよび
トラップ オブジェクト 説明

しきい値の超過 CISCO-ENTITY-PFE -MIB

cePfeHistThldEvent

cePfeHistEntPhysIndex
cePfeHistType
cePfeHistThld
cePfeHistValue

PFE の使用率または効率がしきい値に達するか、しきい値を超え

たときに送信されます。たとえば、現在の PFE 使用率

（cePfePerfCurrentUtilization）がしきい値 

cePfePerfConfigThldUtilization に達するか、この値を超えると、

SNMP は thldUtilizationEvent を生成します。

cePfeHistType は、発生したイベントのタイプを示します。イベン

トのタイプの詳細は、MIB オブジェクト object HistEventType を参

照してください。

このトラップをイネーブルにするには、CLI を使用するか、

cePfeHistNotifiesEnable を notify(3) または logAndNotify(4) に設定し

ます。
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しきい値の通知

表 4-6 では、環境しきい値が超えたときに発生するトラップおよびインフォームとなる通知を示し

ています。しきい値の通知は、しきい値違反が発生したことを示します。

表 4-6 MPLS-VPN トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-VPN-MIB

しきい値の超過 mplsNumVrfRouteMidThreshExceeded 作成されたルート数が警告のしきい値を超えたことを

示す警告の通知をイネーブルにします。この警告は、

警告のしきい値を超えたときにのみ送信されます。

（注） この通知は、しきい値を超えたときに限り
NMS に送信されます。また、ルート数がこの
しきい値以下になり、再度しきい値を超えた場
合にも必ず、通知が NMS に送信されます。

しきい値の超過 mplsNumVrfRouteMaxThreshExceeded ルートが、その最大制限値に達したために、ルート作

成が失敗したことを示す通知をイネーブルにします。

ルート数が最大しきい値以下になり、再度最大しきい

値に達するまで、次の通知は送信されません。最大し

きい値は、VRF 設定モード内の maximum routes コマ

ンドで決定されます。

（注） 最大しきい値を超えようとすると、トラップ通
知が NMS に送信されます。ルート数が最大し
きい値以下になり、再度最大しきい値に達する
まで、次の通知は送信されません。

しきい値の超過 mplsLdpFailedInitSessionThresholdExcee
ded

ローカル LSR および隣接 LDP ピア間で LDP セッショ

ンを設定しようとしたにもかかわらず、指定した試行

回数ではそのセッションを設定できなかったときに生

成されるトラップ。デフォルトの試行回数は 8 です。

このデフォルト値は、Cisco IOS に実装され、CLI また

は SNMP エージェントを使用して変更することはで

きません。

（注） デバイス間の互換性がないなどの理由で、ロー
カル LSR および LDP ピア間での LDP セッ
ションの確立が 8 回失敗すると、この通知メッ
セージが生成されます。
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サービス通知

表 4-7 では、サービスの状態を示すために、ルータで生成されるトラップおよびインフォームとな

る通知を示しています。

表 4-7 MPLS-Service トラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

CISCO-VPN-MIB

ステータス MplsVrfIfUp 動作しているインターフェイスに VRF（VPN ルーティ

ングおよび転送インスタンス）を割り当てたり、VRF

インターフェイスを動作的にアップ状態に移行したり

するための通知をイネーブルにします。

ステータス mplsVrfIfDown インターフェイスから VRF を削除したことの通知、イ

ンターフェイスをダウン状態に移行したことの通知を

イネーブルにします。

MPLS-LDP-MIB

MPLS LDP セッショ

ン アップ

mplsLdpSessionUp LDP エンティティ（ローカル LSR）が別の LDP エン

ティティ（ネットワーク内の隣接 LDP ピア）との LDP

セッションを確立するときに生成されるトラップ。

MPLS LDP セッショ

ン /ダウン

mplsLdpSessionDown ローカル LSR およびその隣接 LDP ピア間で LDP セッ

ションが終了するときに生成されるトラップ。

（注） Cisco IOS Release 12.0(21)ST 用の MPLS LDP MIB トラップの実装は、MIB オブジェクト
に対しては、読み取り専用（RO）にアクセス権が限定されています。ただし、MIB オブ
ジェクト mplsLdpSessionUpDownTrapEnable は、SNMP エージェントによって書き込み可
能（WO）に拡張されています。

mplsLdpPathVectorLimitMismatch ローカル LSR がその隣接するピア LSR との LDP セッ

ションを確立しても、2 つの LSR のパス ベクタ制限が

異なるときに生成されるトラップ。

パス ベクタ制限値の範囲は 0 ～ 255 です。0（ゼロ）の

値はループ検出がオフであることを示します。1 ～ 255

までの値はループ検出がオンであることを示します。

さらに、ネットワークのループ状態が認識される前に、

LDP メッセージが受け渡しで経由するホップの最大数

を指定します。

ネットワーク内のすべての LDP 対応ルータを同じパ

ス ベクタ制限を使用して設定することをお勧めしま

す。MPLS LDP MIB 内には、LDP 動作に使用する 2 つ

のルータに異なるパス ベクタ制限が設定されると、

NMS 警告メッセージを送信する 

mplsLdpPathVectorLimitMismatch オブジェクトが存在

するからです。
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MPLS-TE-MIB

MPLS トンネル

アップ

mplsTunnelUp

MplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

設定されたトンネルの mplsTunnelOperStatus オブジェ

クトが Down 状態から NotPresent 以外の状態に移行し

ようとするときに生成される通知。

（注） mplsTunnelOperStatus の値は、トンネル オブ
ジェクトの移行状態を示します。

MPLS トンネル 

ダウン

mplsTunnelDown

mplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

設定されたトンネルの mplsTunnelOperStatus オブジェ

クトが、それぞれ up(1) 状態または down(2) 状態に移行

しようとするときに生成される通知。

（注） mplsTunnelOperStatus の値は、トンネルの直前
の状態を示します。

MPLS トンネルの

ルーティング

mplsTunnelRerouted

mplsTunnelIndex
mplsTunnelInstance
mplsTunnelIngressLSRId
mplsTunnelEgressLSRId
mplsTunnelAdminStatus
mplsTunnelOperStatus 

トンネルが再ルーティングまたは再最適化されるとき

に生成される通知。

（注） 実際のパスが使用されている場合、新しいパス
が mplsTunnelRerouted に書き込まれるのは、通
知の発行後です。

表 4-7 MPLS-Service トラップ（続き）

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明
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ルーティング プロトコルの通知
表 4-8 では、ルーティング プロトコルおよびサービスのエラー状態を示すために、Cisco 7304 ルー

タが生成するトラップおよびインフォームとなる通知を示しています。

RTT モニタの通知
表 4-9 では、ラウンドトリップ時間（RTT）の監視時に発生するトラップおよびインフォームとな

る通知を示しています。

表 4-8 ルーティング プロトコルのトラップ

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

BGP 状態の移行 BGP4-MIB

bgpEstablished

bgpPeerLastError
bgpPeerState

BGP プロトコルがルータ上でアクティブ（Established 状

態）になったときに生成されるトラップ。

bgpBackwardTransition

bgpPeerLastError
bgpPeerState

BGP が高位状態から低位状態に移行するときに生成され

るトラップ。

表 4-9 RTT モニタの通知

イベント トラップおよびトラップ オブジェクト 説明

接続の変更 CISCO-RTTMON-MIB

rttMonConnectionChangeNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred

rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred の値が変更さ

れたことを示す通知。この通知は、ターゲットへの

接続が確立できなかったか、切断後に再度確立した

ときに発生します。ここでの接続とは、ターゲット

への接続のみを意味し、ターゲット宛パスのホップ

への接続ではないことに注意してください。

タイムアウト CISCO-RTTMON-MIB

rttMonTimeoutNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperTimeoutOccurred

RTT プローブ時にタイムアウトが発生したか、クリ

アされたことを示す通知 

（rttMonCtrlOperTimeoutOccurred の値が変更される

と、システムから通知が送信されます）。

しきい値の超過 CISCO-RTTMON-MIB

rttMonThresholdNotification

rttMonCtrlAdminTag
rttMonHistoryCollectionAddress
rttMonCtrlOperOverThresholdOccurred

RTT プローブ時にしきい値違反が発生した、または

違反発生後の RTT オペレーションで直前の違反が

なくなったことを示す通知。
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A P P E N D I X A

MIB の使用方法

この付録では、Cisco 7304ルータ上でタスクを実行する方法を説明します。この付録の構成は、次

のとおりです。

• ルータ上の物理エンティティの管理（P. A-2）

• ルータ インターフェイスの監視（P. A-11）

– インターフェイスの linkUp トラップおよび linkDown トラップのイネーブル化（P. A-11）

– linkDown トラップの SNMP トラップのフィルタリング機能（P. A-12）

• QoS の監視（P. A-13）

• カスタマーに課金するトラフィック（P. A-22）
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付録 A      MIB の使用方法
ルータ上の物理エンティティの管理

ルータ上の物理エンティティの管理

ここでは、ルータ上の物理エンティティ（コンポーネント）を管理する際の SNMP の使用方法を説

明します。

• 目的および利点（P. A-2）

• 物理エンティティの管理に使用される MIB（P. A-2）

• インベントリ管理の実行（P. A-3）

• FRU ステータスの監視および設定（P. A-8）

• SNMP トラップの生成（P. A-8）

• QoS の監視（P. A-13）

目的および利点

Cisco 7304 の SNMP に実装されている物理エンティティの管理機能は、次のとおりです。 

• Field Replaceable Unit（FRU）のステータスを監視および設定します。

• 物理ポートに関する情報をインターフェイス マッピングに提供します。

• シャーシ コンポーネントに関するファームウェアおよびソフトウェアの情報を提供します。

entPhysicalTable は、システムに含まれている物理エンティティを列挙します。 さらに、各物理エン

ティティをベンダー タイプとクラスごとに分類します。

（注） この付録に示されている出力および値の例は、MIB の使用時に表示される例に過ぎません。

物理エンティティの管理に使用される MIB

Cisco 7304 上の物理エンティティを管理するときに使用される MIB は、次のとおりです。

• CISCO-ENTITY-ASSET-MIB：ENTITY-MIB の entPhysicalTable に示されている物理エンティ
ティに関する資産トラッキング情報（ID PROMコンテンツ）が含まれています。 この MIB は、
物理エンティティに関するデバイス固有の情報（発注時に使用する部品番号、シリアル番号、

製造番号、ハードウェア情報、ソフトウェア情報、ファームウェア情報など）を提供します。 

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB：Field Replaceable Unit（FRU）の管理ステータスと動作
ステータスを監視し、設定する際に使用されるオブジェクトが含まれています。FRU とは電源
装置やラインカードなどで、ENTITY-MIB の entPhysicalTable に示されています。 

• CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB：entPhysicalTable にあるルータ上のすべての物理エン
ティティに関するオブジェクト ID（OID）が含まれています。 

• CISCO-ENVMON-MIB：環境センサーのステータス情報が含まれています。 たとえば、この MIB
はシャーシのコア温度や吸気口の温度をレポートします。

• ENTITY-MIB：ルータ上の物理エンティティの管理に関する情報が含まれています。 また、こ
の MIB は、システムに含まれている物理エンティティを包含ツリーと呼ばれるツリーに編成し
ます。 このツリーは、物理エンティティそれぞれの相互関係を示します。 ENTITY-MIB には、次
のテーブルが含まれています。

– entPhysicalTable は、ルータ内の各物理コンポーネント（エンティティ）を示します。 この
テーブルには、上位エンティティ（シャーシ）のエントリ、およびシャーシ内のエンティ
ティごとのエントリが含まれています。 各エントリは、そのエンティティに関する情報（名
前、タイプ、ベンダー、説明など）を提供し、そのエンティティがシャーシ エンティティ
の階層構造にどう適合するかを示します。 各エンティティは、この MIB およびその他の
MIB 上のエンティティ情報にアクセスするために使用される一意のインデックス
(entPhysicalIndex) によって識別されます。
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entPhysicalTable には、次の 2 つの管理対象オブジェクトが含まれています。これらのオブ
ジェクトは物理エンティティとその親との関係を示します。

• entPhysicalContainedIn：このオブジェクトは、この物理エンティティの親（つまり、この物理
エンティティを含む物理エンティティ）を表す物理エンティティの entPhysicalIndex を指定しま
す。 たとえば、通常、スロット（シャーシ内の）を表す物理エンティティはに、ラインカード
を表す物理エンティティが含まれます。 したがって、スロットはラインカードの親となります。

• entPhysicalParentRelPos：このオブジェクトは、この物理エンティティとその親の相対関係を表
す整数値を指定します。 たとえば、スロットを表す物理エンティティには、物理エンティティ
が表す物理スロットのスロット番号に相当する entPhysicalParentRelPos が含まれることになり
ます。

– entPhysicalContainsTable は、システムに含まれている各物理エンティティの子を示します。
このテーブルは、物理エンティティ間の親子関係のもう 1 つのビューを管理対象クライア
ントに提供します。

インベントリ管理の実行

Cisco 7304ルータ内の特定の物理エンティティに関する情報を入手するには、ENTITY-MIB の

entPhysicalTable を調べます。 entPhysicalDescr は、エンティティの説明をテキストで提供します。   エ

ンティティの説明に該当する entPhysicalIndex を使用して、他のパラメータを取得できます。 

entPhysicalTable のエントリに関する注意

ENTITY-MIB 内の entPhysicalTable のエントリを調べるときは、次の点に注意してください。

• entPhysicalIndex：シャーシ内の各エンティティを一意に識別します。 このインデックスは、他
の MIBのエンティティ情報にアクセスする際にも使用されます。

• entPhysicalContainedIn：コンポーネントの親エンティティの entPhysicalIndex を表します。

• entPhysicalParentRelPos：同じ entPhysicalContainedIn 値をもつ同タイプのエンティティ（シャー
シ スロット、ラインカード ポートなど）間の相対的な位置を示します。 

（注） コンテナを使用できるのは、1 つまたは複数のリムーバブル物理エンティティを物理エン
ティティのクラスに含めることができる場合です。 たとえば、シャーシ内の各（空またはフ
ル）スロットをコンテナとしてモデル化できます。 すべてのリムーバブル物理エンティティ
は、コンテナ エンティティ（フィールドで交換可能なモジュール、ファン、電源装置など）
内にモデル化します。
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ここの例では、entPhysicalTable 内のエントリがエンティティ情報を提供する方法を示しています。

各エンティティを調べる前に、次の出力で MIB ウォーク（walk）情報を表示する方法を示します

（これは出力の一部に過ぎません）。

entPhysicalDescr.1 = 7300 Chassis
entPhysicalDescr.2 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.3 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.4 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.5 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.6 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.7 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.8 = Power Supply Slot
entPhysicalDescr.9 = Power Supply Slot
entPhysicalDescr.10 = Network Service Engine 100 CPU Card
entPhysicalDescr.11 = Network Service Engine 100 Daughter Card
entPhysicalDescr.12 = Mistral EOBC
entPhysicalDescr.13 = GBIC Port Container
entPhysicalDescr.14 = 1000BaseSX
entPhysicalDescr.15 = Pinnacle GE
entPhysicalVendorType.1 = cevChassis7304
entPhysicalVendorType.2 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.3 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.4 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.5 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.3 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.7 = cevContainerSlot
entPhysicalVendorType.8 = cevContainerC7304PowerSupplyBay
entPhysicalVendorType.9 = cevContainerC7304PowerSupplyBay
entPhysicalVendorType.10 = cevCpuC7300Nse100
entPhysicalVendorType.11 = cevC7300Nse100Db
entPhysicalVendorType.12 = cevPortFEIP
entPhysicalVendorType.13 = cevContainerGbic
entPhysicalVendorType.14 = cevMGBIC1000BaseSX
entPhysicalVendorType.15 = cevPortGe
entPhysicalContainedIn.1 = 0
entPhysicalContainedIn.2 = 1
entPhysicalContainedIn.3 = 1
entPhysicalContainedIn.4 = 1
entPhysicalContainedIn.5 = 1
entPhysicalContainedIn.6 = 1
entPhysicalContainedIn.7 = 1
entPhysicalContainedIn.8 = 1
entPhysicalContainedIn.9 = 1
entPhysicalContainedIn.10 = 2
entPhysicalContainedIn.11 = 10
entPhysicalContainedIn.12 = 10
entPhysicalContainedIn.13 = 10
entPhysicalContainedIn.14 = 13
entPhysicalContainedIn.15 = 14
.
.
.

ENTITY-MIB 内の entPhysicalTable エントリの例

ここの出力例では、情報を entPhysicalTable に保存する方法を示しています。 entPhysicalTable のエン

トリを調べて、Cisco 7304ルータの構成を確認できます。 たとえば、entPhysicalIndex = 1 はシャーシ

タイプに相当し、それ以外の情報（ベンダー タイプ、物理クラスなど）は、このテーブルを調べる

ことで入手できます。 

（注） entPhysicalEntry.entPhysicalIndex は、シャーシ内の各エンティティを一意に識別します。 こ
のインデックスを使用すると、他の MIB テーブル内のエンティティに関する情報にアクセ
スできます。
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entPhysicalTEntry.1
entPhysicalDescr.1 = 7300 Chassis
entPhysicalVendorType.1 = cevChassis7304
entPhysicalContainedIn.1 = 0
entPhysicalClass.1 = chassis(3)
entPhysicalParentRelPos.1 = -1
entPhysicalName.1 = 7300 Chassis
entPhysicalHardwareRev.1 = E
entPhysicalFirmwareRev.1 = 
entPhysicalSoftwareRev.1 = 
entPhysicalSerialNum.1 = SCA070400D8
entPhysicalMfgName.1 = Cisco Systems Inc
entPhysicalModelName.1 = 73-5916-02
entPhysicalAlias.1 = 
entPhysicalAssetID.1 = 
entPhysicalIsFRU.1 = true(1)
.
.
.

表 A-1 では、entPhysicalEntry の出力例から入手できる entPhysicalEntry.1 および entPhysicalEntry.11

の構成情報を示しています。

表 A-1 entPhysicalEntry の構成情報

entPhysicalTEntries entPhysicalTEntry の説明

entPhysicalIndex = 1 シャーシ タイプを識別します。

entPhysicalVendorType = cevChassis7304 物理エンティティのベンダー固有のハードウェア タイプ

を示します。 

エージェントは、このオブジェクトを、特定の機器タイ

プを詳細に示す企業固有の登録 ID に設定します。

entPhysicalClass の関連インスタンスを使用して、ハード

ウェア デバイスの汎用タイプ（自律タイプ）を示します。

ベンダー固有の登録 ID がこの物理エンティティにない

場合、またはその値が不明である場合、値 00 が戻ります。

entPhysicalContainedIn = 0 0 ～ 2147483647 の整数。 この物理エンティティを含む物

理エンティティに対する entPhysicalIndex の値です。 

コンテナを使用できるのは、1 つまたは複数のリムーバブ

ル物理エンティティ（タイプが異なる場合もある）を物

理エンティティのクラスに含めることができる場合で

す。 たとえば、シャーシ内の各（空またはフル）スロット

をコンテナとしてモデル化できます。

（注） ゼロの値は、この物理エンティティが他のどの物
理エンティティにも含まれていないことを示し
ます。値がゼロということは、この物理エンティ
ティがシャーシであることを示します。
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entPhysicalClass = chassis(3) 物理エンティティの汎用ハードウェア タイプ（シャーシ、

モジュールなど）を示します。

エージェントは、このオブジェクトを、物理エンティティ

の一般クラス（複数のクラスがある場合は、プライマリ

クラス）を最も正確に示す標準列挙値に設定します。

適切な標準登録 ID がこの物理エンティティにない場合、

値 other(1) が戻ります。 値がこのエージェントで不明な場

合は、値 unknown(2) が戻ります。

entPhysicalParentRelPos = -1 -1 ～ 2147483647 の整数。

子のすべての兄弟コンポーネントの中でその子コンポー

ネントの相対的な位置を示します。 兄弟コンポーネント

は、entPhysicalContainedIn オブジェクトおよび 

entPhysicalClass オブジェクトそれぞれの同じインスタン

ス値を共有する entPhysicalEntries として定義されます。

このオブジェクトは、特定の親のすべての兄弟コンポー

ネントの相対的な順序を示します（兄弟それぞれのエン

トリの entPhysicalContainedIn インスタンスによって識別

されます）。 この値は、できるだけ物理コンポーネントの

外部ラベルと一致させるようにしてください。 

entPhysicalName = 7300 Chassis 物理エンティティのテキスト名。 このオブジェクトの値

は、ローカル デバイスとして割り当てられたコンポーネ

ント名でなければならず、デバイス コンソールで入力さ

れるコマンドで使用できなければなりません。 この値は、

「console」などのテキスト名、または 1 などの単純なコン

ポーネント番号（ポートやモジュールの番号など）のい

ずれかとなります。どちらの値になるかは、デバイスの

物理コンポーネントの命名構文によります。

ローカル名がない、またはその他の理由でこのオブジェ

クトが適用できない場合は、このオブジェクトに長さゼ

ロの文字列が格納されます。

entPhysicalHardwareRev = E 物理エンティティのベンダー固有のハードウェア リビ

ジョン ストリング。 コンポーネント本体に実際に印刷さ

れているハードウェア リビジョン ID（もしあれば）が、

望ましい値です。

entPhysicalFirmwareRev = 物理エンティティのベンダー固有のファームウェア リビ

ジョン ストリング。 物理コンポーネントに特定のファー

ムウェア プログラムが関連付けられていない場合、また

はこの情報がエージェントに不明な場合は、このオブ

ジェクトに長さゼロの文字列が格納されます。

entPhysicalSoftwareRev =<user input> 物理エンティティのベンダー固有のソフトウェア リビ

ジョン ストリング。

entPhysicalSerialNum = SCA070400D8 物理エンティティのベンダー固有のシリアル番号ストリ

ング。

entPhysicalMfgName = Cisco Systems Inc この物理コンポーネントのメーカー名。

表 A-1 entPhysicalEntry の構成情報 （続き）

entPhysicalTEntries entPhysicalTEntry の説明
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次の出力例では、Cisco 7304 NSE-100 Daughter Card を搭載する Cisco 7304 シャーシに対する物理エ

ンティティの包括ツリーを示しています。

entPhysicalTEntry.11
entPhysicalDescr.11 = Network Service Engine 100 Daughter Card
entPhysicalVendorType.11 = cevC7300Nse100Db
entPhysicalContainedIn.11 = 10
entPhysicalClass.11 = module(9)
entPhysicalParentRelPos.11 = 1
entPhysicalName.11 = Network Service Engine 100 Daughter Card 0
entPhysicalHardwareRev.11 = 5.0
entPhysicalFirmwareRev.11 = 
entPhysicalSoftwareRev.11 =
entPhysicalSerialNum.11 = CAT07050DSN
entPhysicalMfgName.11 = Cisco Systems Inc
entPhysicalModelName.11 = 73-5673-07
entPhysicalAlias.11 =
entPhysicalAssetID.11 = 
entPhysicalIsFRU.11 = false(2)
.
.
.

entPhysicalModelName = 73-5916-02 この物理コンポーネントに関連付けられているベンダー

固有のモデル ID ストリング。 コンポーネント本体に印刷

されているメーカーの部品番号が、望ましい値です。

entPhysicalAlias = このオブジェクトは、ネットワーク マネージャが指定し

た物理エンティティのエイリアス名であり、物理エン

ティティの不揮発性ハンドルを提供します。

物理エンティティが初めてインスタンス化されるとき、

そのエンティティに関連付けられている entPhysicalAlias

の値は長さゼロの文字列に設定されます。 ただし、エー

ジェントは、この値を長さゼロの文字列ではなく、ロー

カルで一意のデフォルト値に設定します。

entPhysicalAssetID = このオブジェクトは、ネットワーク マネージャが指定し

た、物理エンティティのユーザ割り当ての資産トラッキ

ング ID であり、この情報を格納する不揮発性記憶装置を

提供します。

物理エンティティが初めてインスタンス化されるとき、

そ の エ ン テ ィ テ ィ に 関 連 付 け ら れ て い る

entPhysicalAssetID の値は長さゼロの文字列に設定されま

す。

entPhysicalIsFRU = true(1) このオブジェクトは、この物理エンティティが、ベンダー

によって Field Replaceable Unit (FRU) と認識されているか

どうかを示します。 このオブジェクトには、値 true(1) が

含まれます。よって、entPhysicalEntry は FRU です。 

（注） FRU 内に永続的に格納されるコンポーネントを
表す entPhysicalEntries に対してはすべて、このオ
ブジェクトに値 false(2) が戻されます。

表 A-1 entPhysicalEntry の構成情報 （続き）

entPhysicalTEntries entPhysicalTEntry の説明
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FRU ステータスの監視および設定

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の cefcModuleTable 内のオブジェクトを調べて、電源装置やラ

インカードなどの Field Replaceable Unit (FRU) の管理ステータスおよび動作ステータスを判別しま

す。

• cefcModuleAdminStatus：FRU の管理ステータス。 cefcModuleAdminStatus を使用して、FRU をイ
ネーブルまたはディセーブルにします。 

• cefcModuleOperStatus：FRU の現在の動作状態。

（注） 現在、CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB は Cisco 7304 ラインカードをサポートしています。 MIB
に関するその他の制約事項については、「CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB」（P. 3-21）を参照
してください。

次の例では、entPhysicalIndex が 9 である Cisco 7304 ラインカードの cefcModuleTable のエントリを

示しています。

cefcModuleEntry.entPhysicalIndex

cefcModuleEntry.9
cefcModuleAdminStatus = enabled(1)
cefcModuleOperStatus = ok(2) 
cefcModuleResetReason = manual reset(5)
cefcModuleStatusLastChangeTime = 7714

SNMP トラップの生成

ここでは、ルータ上のイベントおよび状態に応答して生成される SNMP トラップに関する情報を説

明します。また、どのホストがトラップを受信するかを特定する方法を説明します。

• トラップを受信するホストの特定

• 設定の変更

• 環境状態

• FRU ステータスの変更

トラップを受信するホストの特定

CLI または SNMP を使用して、SNMP 通知を受信するホストを特定し、ホストが受信する通知タイ

プ（トラップまたはインフォーム）を指定できます。 CLI の使用方法については、「通知のイネーブ

ル化」（P. 4-2）を参照してください。 SNMP を使用してこの情報を設定するには、次の MIB オブ

ジェクトを使用します。

以下のものを含む SNMP-NOTIFICATION-MIB オブジェクトを使用して、ターゲット ホストを選択

し、これらのホストに対して生成される通知タイプを指定します。

• snmpNotifyTable：ホストおよび通知タイプを選択するオブジェクトが含まれています。

– snmpNotifyTag は、SNMP 通知を受信するホストを特定するために使用する任意のオクテッ
ト ストリング（タグ値）です。 ターゲット ホストに関する情報は、snmpTargetAddrTable
(SNMP-TARGET-MIB) で定義され、各ホストは、それぞれに対応する 1 つまたは複数のタ
グ値をもちます。 snmpTargetAddrTable のホストがこの snmpNotifyTag 値と同じタグ値をも
つ場合は、snmpNotifyType によって指定される通知タイプを受信するホストとして選択さ
れます。
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– snmpNotifyType は、送信する SNMP 通知タイプで、trap(1) または inform(2) です。

• snmpNotifyFilterProfileTable および snmpNotifyFilterTable：これらのテーブルのオブジェクトを
使用して、ターゲット ホストに送信する通知タイプを制限する通知フィルタを作成します。

SNMP-TARGET-MIB オブジェクトを使用して、通知を受信するホストに関する情報を設定します。

• snmpTargetAddrTable：SNMP 通知を受信するホストのアドレスを転送します。 各エントリは、
ホスト アドレスに関する情報（タグ値の一覧を含む）を提供します。

– snmpTargetAddrTagList：ホスト アドレスに対応する一連のタグ値。 ホストのタグ値が
snmpNotifyTag と一致する場合には、snmpNotifyType で定義される通知タイプを受信する
ホストとして選択されます。

• snmpTargetParamsTable：SNMP 通知を生成するときに使用する SNMP パラメータです。

該当する MIB 内の通知イネーブル オブジェクトを使用して、特定の SNMP トラップをイネーブル

およびディセーブルにします。 たとえば、mplsLdpSessionUpトラップまたは mplsLdpSessionDown ト

ラップを生成するには、MPLS-LDP-MIB オブジェクト mplsLdpSessionUpDownTrapEnable を

enabled(1) に設定する必要があります。

設定の変更

エンティティ トラップがイネーブルの場合、ルータは次のいずれかのテーブル内の情報が変更され

たとき（ルータの設定が変更されたとき）に、entConfigChange トラップ（ENTITY-MIB）を生成し

ます。

• entPhysicalTable

• entAliasMappingTable

• entPhysicalContainsTable

（注） 設定の変更を追跡する管理アプリケーションは、entLastChangeTime (ENTITY-MIB) 値を必要に応じ
てチェックして、スロットリングまたは伝送ロスによって失われた entConfigChange トラップの有
無を確認しなければなりません。

設定の変更に関するトラップのイネーブル化

ルータの設定を変更すると必ず entConfigChange トラップが生成されるようにルータを設定するに

は、CLI から次のコマンドを入力します。 トラップをディセーブルにするには、コマンドの no 形式

を使用します。

Router(config)# snmp-server enable traps entity 
Router(config)# no snmp-server enable traps entity 

環境状態

CISCO-ENVMON-MIB は、次の通知を送信して、ルータの環境センサーが検出する状態について警

告を発します。

• ciscoEnvMonShutdownNotification：ルータをシャットダウンしようとするときに送信されます。

• ciscoEnvMonTemperatureNotification：温度が通常の範囲外になったときに送信されます。 

• ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification：冗長電源入力モジュールが故障したときに送信され
ます。 
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環境トラップのイネーブル化

環境状態に関するトラップが生成されるようにルータを設定するには、CLI から次のコマンドを入

力します。 トラップをディセーブルにするには、コマンドの no 形式を使用します。

Router(config)# snmp-server enable traps envmon 
Router(config)# no snmp-server enable traps envmon 

SNMP を使用して環境トラップをイネーブルにするには、該当する通知イネーブル オブジェクトを

true(1) に設定します。 たとえば、ciscoEnvMonEnableShutdownNotification は、シャットダウン通知を

イネーブルにします。 環境トラップをディセーブルにするには、通知オブジェクトを false(2) に設定

します。 

FRU ステータスの変更

FRU トラップがイネーブルの場合、ルータは FRU ステータスの変更に応答して、次のトラップを

生成します。 これらのトラップの詳細は、CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB を参照してくださ

い。

• cefcModuleStatusChange：FRU に変更の動作ステータス（cefcModuleOperStatus）。

• cefcFRUInserted：FRU はシャーシに取り付けられています。 このトラップは、FRU とその取り
付け先コンテナの entPhysicalIndex を表します。

• cefcFRURemoved：FRU はシャーシから取り外されています。 このトラップは、FRU と FRU が
取り外されたコンテナの entPhysicalIndex を表します。

FRU トラップのイネーブル化

FRU イベントのトラップが生成されるようにルータを設定するには、CLI から次のコマンドを入力

します。 トラップをディセーブルにするには、コマンドの no 形式を使用します。

Router (config)# snmp-server enable traps fru-ctrl 
Router(config)# no snmp-server enable traps fru-ctrl 

SNMP を使用して FRU トラップをイネーブルにするには、cefcMIBEnableStatusNotification を true(1)

に設定します。 FRU トラップをディセーブルにするには、cefcMIBEnableStatusNotification を false(2)

に設定します。
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ルータ インターフェイスの監視
ここでは、ルータ インターフェイスのステータスを監視して、インターフェイス上のサービスに影

響する可能性がある問題または状態があるかどうかを確認する方法を説明します。 インターフェイ

スがダウンしているかどうか、あるいは、インターフェイスに問題が発生しているかどうかを判断

するには、次のタスクを実行します。 

インターフェイスの動作ステータスおよび管理ステータスのチェック

インターフェイスのステータスをチェックするには、インターフェイスに関する次の IF-MIB オブ

ジェクトを確認します。 

• ifAdminStatus：インターフェイスの適切な管理設定状態。 ifAdminStatus を使用して、インター
フェイスをイネーブルまたはディセーブルにします。

• ifOperStatus：インターフェイスの現在の動作ステータス。 

linkDown トラップおよび linkUp トラップの監視

インターフェイスがダウンしているかどうかを判断するには、インターフェイスの linkDown ト

ラップおよび linkUp トラップを監視します。 これらのトラップをイネーブルにする方法について

は、「インターフェイスの linkUp トラップおよび linkDown トラップのイネーブル化」（P. A-11）を

参照してください。 

• linkDown：インターフェイスがダウンしているか、またはダウン寸前であることを示します。

• linkUp：インターフェイスがダウン状態ではないことを示します。 

インターフェイスの linkUp トラップおよび linkDown トラップのイネーブル化

ルータ インターフェイスの状態が Up（作動可能）または Down（作動不能）に変わったときに通

知を送信するように SNMP を設定するには、次の手順を実行して linkUp トラップおよび linkDown

トラップをイネーブルにします。 

ステップ 1 次の CLI コマンドを発行して、インターフェイスの linkUp トラップ および linkDown トラップのほ

とんどをイネーブルにします。これらのトラップをすべてイネーブルにする必要はありません。 

Router(config)# snmp-server enable traps snmp linkdown linkup 

ステップ 2 各インターフェイスの ifLinkUpDownTrapEnable object (IF-MIB ifXTable) の設定を確認して、linkUp

トラップおよび linkDown トラップがそのインターフェイスに対してイネーブルか、ディセーブル

かを判断します。 

ステップ 3 インターフェイスの linkUp トラップおよび linkDown トラップをイネーブルにするには、

ifLinkUpDownTrapEnable を enabled(1) に設定します。 インターフェイスの最下位レイヤの linkDown

トラップのみを送信するようにルータを設定する方法は、「linkDown トラップの SNMP トラップの

フィルタリング機能」（P. A-12）を参照してください。 

ステップ 4 linkUp トラップおよび linkDown トラップの Internet Engineering Task Force (IETF) 標準をイネーブル

にするには、次のコマンドを発行します（IETF 標準は、RFC 2233 に基づきます）。 

Router(config)# snmp-server trap link ietf 
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ステップ 5 ATM サブインターフェイス上の linkUp トラップおよび linkDown トラップをイネーブルにするに

は、次のコマンドを発行します。 

Router(config)# snmp-server enable traps atm subif 

ステップ 6 ATM 相手先固定接続（PVC）上の linkUp トラップおよび linkDown トラップをイネーブルにするに

は、次のコマンドを発行します。 最初のコマンドで、interval は一連のトラップ間の最小間隔を指定
し、fail-interval は失敗したタイムスタンプを保存する最小間隔を指定します。 

Router(config)# snmp-server enable traps atm pvc interval seconds fail-interval seconds
Router(config)# interface atm slot/subslot/port
Router(config-if)# pvc vpi/vci 
Router(config-if-atm-vc)# oam-pvc manage 

ステップ 7 トラップをディセーブルにするには、該当するコマンドの no 形式を使用します。 

linkDown トラップの SNMP トラップのフィルタリング機能

SNMP トラップのフィルタリング機能を使用して、linkDown トラップをフィルタします。これによ

り、メイン インターフェイスがダウンした場合に限り、SNMP は linkDown トラップを送信できま

す。 インターフェイスがダウンすると、そのサブインターフェイスもすべてダウンします。その結

果、各サブインターフェイスの linkDown トラップが大量に発生します。 SNMP トラップのフィルタ

リング機能は、このようなサブインターフェイスのトラップをフィルタして除外します。 

デフォルトでは、SNMP トラップのフィルタリング機能はオフになっています。 この機能をイネー

ブルにするには、次の CLIコマンドを発行します。 この機能をディセーブルにするには、コマンド

の no 形式を使用します。 

[no] snmp ifmib trap throttle 
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QoS の監視
ここでは、ルータ上で SNMP を使用して QoS の設定情報および統計情報にアクセスする例を示し

ます。 この項の構成は、次のとおりです。

• QoS の設定（P. A-13）

• QoS 設定情報および統計情報へのアクセス（P. A-13）

• QoS の監視（P. A-17）

• QoS アプリケーションの例（P. A-19）

目的および利点

従来は、QoS 設定情報および統計情報にアクセスするには、CLI から show コマンドを入力する方

法しかありませんでした。

管理機能の拡張によって、SNMP を使用してルータ上の QoS 設定情報および統計情報にアクセスで

きるようになりました。 つまり、QoS 情報を収集および保存して、管理アプリケーションで使用す

ることができます。 また、バルク ファイル転送を使用して別のシステムに情報をコピーすることも

できます。

QoS に使用される MIB

• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB

QoS の設定

QoS を設定するには、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用します。 詳しい設定方法に

ついては、『Cisco 7300 Internet Series Router Software Configuration Guide』の「Configuring Quality of

Service」を参照してください。

QoS 設定情報および統計情報へのアクセス

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB は、QoS 設定情報および統計情報へのアクセスを提供します。

SNMP を使用してルータに QoS を設定することはできませんが、CLI を使用して設定した QoS 設

定情報に SNMP を使用してアクセスすることはできます。

QoS インデックス

QoS 設定情報および統計情報にアクセスするときに使用するインデックスは、次のとおりです。

• cbQosPolicyIndex：インターフェイスに付加されたポリシー マップを識別する、システムによっ
て割り当てられたインデックス（ポリシー マップは、インターフェイスに付加する時点では、
サービス ポリシーといいます）。

• cbQosObjectsIndex：QoS 機能の固有の実行時インスタンス（たとえば、ポリシー マップ、クラ
ス マップ、match 文、機能アクションなど）を識別する、システムによって割り当てられたイ
ンデックス。

• cbQosConfigIndex：QoS 機能の固有の設定（たとえば、クラス マップ、ポリシング アクション
など）を識別する、システムによって割り当てられたインデックス。 同じ設定を使用する QoS
オブジェクトは、同じ cbQosConfigIndex を共有するので注意してください。

• cbQosREDValue：WRED（重み付けランダム早期検出）アクションの IP 優先順位または IP
Differentiated Services Code Point (DSCP)。 各 RED クラスの設定情報および統計情報に対応する
インデックスとして使用します。
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図 A-1 では、これらのインデックスを使用して QoS 設定情報および統計情報にアクセスする仕組み

を示しています。

図 A-1 Cisco 7304 ルータの QoS インデックス

特定の QoS 機能について QoS 設定情報および統計情報にアクセスする手順は、次のとおりです。

1. cbQosServicePolicyTable を検索し、その機能が使用されているポリシーに割り当てられた 
cbQosPolicyIndex を調べます。

2. cbQosPolicyIndex を使用して cbQosObjectsTable にアクセスし、QoS 機能に割り当てられた
cbQosObjectsIndex および cbQosConfigIndex を調べます。

• cbQosConfigIndex を使用して、設定テーブル（cbQosxxxCfgTable）で機能に関する情報に
アクセスします。

• cbQosPolicyIndex および cbQosObjectsIndex を使用して、QoS 統計テーブル
（cbQosxxxStatsTable）で QoS機能に関する情報にアクセスします。

QoS 設定の設定値の例

ここでは、QoS 設定の設定値を CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB テーブルに保存する方法と、QoS

オブジェクト別にグループ化した情報を示します。 ただし、SNMP クエリーによって出力される実

際の QoS 情報は、次のような形式になります。 この出力はすべての QoS 情報の一部に過ぎません。

69
73

5

cbQosServicePolicyTable

  cbQosPolicyIndex

cbQosxxxCfgTable

cbQosObjectsTable

  cbQosObjectsIndex
      .  .  .
  cbQosConfigIndex

cbQosxxxStatsTable

QoS 
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7304# getmany -v3 10.86.0.94 test-user ciscoCBQosMIB
cbQosIfType.9583 = mainInterface(1)
cbQosIfType.9619 = mainInterface(1)
cbQosPolicyDirection.9583 = input(1)
cbQosPolicyDirection.9619 = output(2)
cbQosIfIndex.9583 = 3
cbQosIfIndex.9619 = 3
cbQosFrDLCI.9583 = 0
cbQosFrDLCI.9619 = 0
cbQosAtmVPI.9583 = 0
cbQosAtmVPI.9619 = 0
cbQosAtmVCI.9583 = 0
cbQosAtmVCI.9619 = 0
cbQosConfigIndex.9583.9583 = 9457
cbQosConfigIndex.9583.9585 = 9451
cbQosConfigIndex.9583.9587 = 9455
cbQosConfigIndex.9583.9589 = 9459
cbQosConfigIndex.9583.9591 = 9445
cbQosConfigIndex.9583.9593 = 9449
cbQosConfigIndex.9583.9595 = 9461
cbQosConfigIndex.9583.9597 = 1025
cbQosConfigIndex.9583.9599 = 1027
cbQosConfigIndex.9619.9619 = 9609
cbQosConfigIndex.9619.9621 = 9601
cbQosConfigIndex.9619.9623 = 9605
cbQosConfigIndex.9619.9625 = 9607
cbQosConfigIndex.9619.9627 = 9611
cbQosConfigIndex.9619.9629 = 1025
cbQosConfigIndex.9619.9631 = 1027
cbQosObjectsType.9583.9583 = policymap(1)
cbQosObjectsType.9583.9585 = classmap(2)
cbQosObjectsType.9583.9587 = matchStatement(3)
cbQosObjectsType.9583.9589 = police(7)
cbQosObjectsType.9583.9591 = classmap(2)
cbQosObjectsType.9583.9593 = matchStatement(3)
cbQosObjectsType.9583.9595 = police(7)
cbQosObjectsType.9583.9597 = classmap(2)
cbQosObjectsType.9583.9599 = matchStatement(3)
cbQosObjectsType.9619.9619 = policymap(1)
cbQosObjectsType.9619.9621 = classmap(2)
cbQosObjectsType.9619.9623 = matchStatement(3)
cbQosObjectsType.9619.9625 = matchStatement(3)
cbQosObjectsType.9619.9627 = queueing(4)
cbQosObjectsType.9619.9629 = classmap(2)
cbQosObjectsType.9619.9631 = matchStatement(3)
cbQosParentObjectsIndex.9583.9583 = 0
cbQosParentObjectsIndex.9583.9585 = 9583
cbQosParentObjectsIndex.9583.9587 = 9585
cbQosParentObjectsIndex.9583.9589 = 9585
cbQosParentObjectsIndex.9583.9591 = 9583
cbQosParentObjectsIndex.9583.9593 = 9591
cbQosParentObjectsIndex.9583.9595 = 9591
cbQosParentObjectsIndex.9583.9597 = 9583
cbQosParentObjectsIndex.9583.9599 = 9597
cbQosParentObjectsIndex.9619.9619 = 0
cbQosParentObjectsIndex.9619.9621 = 9619
cbQosParentObjectsIndex.9619.9623 = 9621
cbQosParentObjectsIndex.9619.9625 = 9621
cbQosParentObjectsIndex.9619.9627 = 9621
cbQosParentObjectsIndex.9619.9629 = 9619
cbQosParentObjectsIndex.9619.9631 = 9629
cbQosPolicyMapName.9457 = car
cbQosPolicyMapDesc.9457 = 
cbQosCMName.1025 = class-default
cbQosCMDesc.1025 = 
cbQosCMInfo.1025 = matchAny(3)

. . .
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次の出力は、QoS CLI の show コマンドの例です。

7304# show class-map
class-map match-any prec1_dscp16
match ip prec 1
match ip dscp 16

7304# show policy-map
policy-map cbwfq-wred
class prec1_dscp16
       bandwidth percent 20
       random-detect
       random-detect exponential-weighting-constant 10
       random-detect precedence 0 10 126 10
       random-detect precedence 1 11,126 10
       random-detect precedence 2 12,126 10
       random-detect precedence 3 13,126 10
       random-detect precedence 4 14,126 10
       random-detect precedence 5 15,126 10
       random-detect precedence 6 16,126 10
       random-detect precedence 7 17,126 10
 interface gi0/1
service-policy output cbwfq-wred
policy-map car
       class prec1
          police 20000000 24000 24000 conform-action  set-dscp-transmit 5 
exceed-action drop
       class dscp16
          police 20000000 24000 24000 conform-action transmit  exceed-action 
transmit
 interface pos4/0
service-policy input car

この QoS 設定例について、次の点に注意してください。

• インターフェイスに付加されていないポリシー マップは、SNMP データに含まれず、show
policy-map interface コマンドで表示されません。 したがって、pm-1Meg は表示されますが、pm1
は表示されません

• SNMP データには、常にデフォルトのクラス マップが含まれています。

• アクションが定義されていないクラス マップは、SNMP データには含まれません。 
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次の出力では、Cisco 7304 インターフェイスに適用される MIB テーブルに保存された RED 設定情

報の例を示しています。

cbQosREDCfgExponWeight.9776 = 10
cbQosREDCfgMeanQsize.9776 = 0
cbQosREDCfgDscpPrec.9776 = precedence(1)
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.0 = 10
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.1 = 11
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.2 = 12
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.3 = 13
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.4 = 14
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.5 = 15
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.6 = 16
cbQosREDCfgMinThreshold.9776.7 = 17
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.0 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.1 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.2 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.3 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.4 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.5 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.6 = 126
cbQosREDCfgMaxThreshold.9776.7 = 126
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.0 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.1 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.2 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.3 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.4 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.5 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.6 = 10
cbQosREDCfgPktDropProb.9776.7 = 10
. . . 

QoS の監視

ここでは、表 A-2 に示されている MIB テーブルの QoS 統計情報をチェックすることによって、ルー

タ上で QoS を監視する方法を説明します。 カスタマーに課金するトラフィック量を決定する方法に

ついては、「カスタマーに課金するトラフィック」（P. A-22）を参照してください。

（注） CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB には、CLI の show コマンド出力よりも詳しい情報が含まれる場
合があります。

表 A-2 QoS 統計情報テーブル

QoS テーブル 統計情報

cbQosCMStatsTable クラス マップ：QoS ポリシーの実行前および実行後のパケット数、バ

イト数、およびビット レート。 廃棄されたパケット数およびバイト数。

cbQosMatchStmtStatsTable match 文：QoS ポリシーを実行する前のパケット数、バイト数、およ

びビット レート。

cbQosPoliceStatsTable ポリシング アクション：ポリシング アクションに適合、超過、およ

び違反したパケット数、バイト数、およびビット レート。

cbQosQueueingStatsTable キューイング：廃棄されたパケット数およびバイト数、およびキュー

深度。

cbQosTSStatsTable トラフィック シェーピング：遅延および廃棄されたパケット数およ

びバイト数、機能の状態、およびキュー サイズ。

cbQosREDClassStatsTable ランダム早期検出：キューが満杯のとき廃棄されたパケット数および

バイト数、および送信されたパケット数およびバイト数。
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QoS 統計の処理に関する考慮事項

ルータでは、ほとんどの QoS 統計情報について 64 ビット カウンタが維持されます。 ただし、一部

の QoS カウンタは、1 ビットのオーバーフロー フラグ付きの 32 ビット カウンタとして実装されて

います。 次の図では、これらのカウンタは 33 ビット カウンタとして示されています。

カウンタの QoS 統計情報にアクセスする際、次の点に注意してください。

• SNMPv2c または SNMPv3 アプリケーション：cbQosxxx64 MIBオブジェクトを使用して、QoS
カウンタの 64 ビット全体にアクセスします。

• SNMPv1 アプリケーション：次のようにして MIB 内の QoS 統計情報にアクセスします。

– cbQosxxx MIB オブジェクトを使用して、カウンタの下位 32 ビットにアクセスします。

– cbQosxxxOverflow MIB オブジェクトを使用して、カウンタの上位 32 ビットにアクセスしま
す。

QoS 統計情報の例

ここでは、show コマンドで QoS 統計情報を表示し、その情報を CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB

テーブルに保存する方法を示します。

次の例では、見やすさを配慮して、一部のカウンタについては、実際には 3 つのオブジェクトとし

て実装されていても 1 つのオブジェクトで表しています。 たとえば、cbQosCMPrePolicyByte は次の

ように実装されています。

cbQosCMPrePolicyByteOverflow
cbQosCMPrePolicyByte
cbQosCMPrePolicyByte64

（注） 実装上の機能として、一部の QoS 統計情報カウンタは、対応できる最大値に達する前にラップア
ラウンドする場合があります。

次の出力は、QoS クラス マップの統計情報の例です。

class-map dscp16
       match ip dscp 16
       class-map prec1
       match ip prec 1
       policy-map car
       class prec1
          police 20000000 24000 24000 conform-action  set-dscp-transmit 5 exce
ed-action drop
       class dscp16
police 20000000 24000 24000 conform-action transmit  exceed-action transmit
 interface atm3/0
pvc 1/99
service-policy input car

class-map prec2
       match ip prec 2
       class-map prec1
       match ip prec 1
       policy-map cbwfq
       class prec1
         bandwidth perc 40
         queue-limit 33
       class prec2
         bandwidth perc 50
         queue-limit 55
 interface atm3/0
pvc 1/99
service-policy output cbwfq
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cbQosPoliceStatsTable
cbQosPoliceStatsEntry

cbQosPoliceConformedPktOverflow.9535.9541 = 0
cbQosPoliceConformedPkt.9535.9541 = 226961
cbQosPoliceConformedPkt64.9535.9541 = 0x000037691
cbQosPoliceConformedByte.9535.9541 = 230592376
cbQosPoliceConformedByteOverflow.9535.9541 = 0
cbQosPoliceConformedByte64.9535.9541 = 0x00dbe8f78
cbQosPoliceConformedBitRate.9535.9541 = 0
cbQosPoliceExceededPktOverflow.9535.9541 = 0
cbQosPoliceExceededPkt64.9535.9541 = 0x000000000
cbQosPoliceExceededByte.9535.9541 = 0
cbQosPoliceExceededBitRate.9535.9541 = 0
cbQosPoliceViolatedPktOverflow.9535.9541 = 0
cbQosPoliceViolatedPkt.9535.9541 = 0
cbQosPoliceViolatedByteOverflow.9535.9541 = 0
cbQosPoliceViolatedByte.9535.9541 = 0
cbQosPoliceViolatedBitRate.9535.9541 = 0

cbQosQueueingStatsTable
cbQosQueueingStatsEntry

cbQosQueueingCurrentQDepth.9619.9627 = 0
cbQosQueueingMaxQDepth.9619.9627 = 0
cbQosQueueingDiscardByte.9619.9627 = 700700636
cbQosQueueingDiscardPkt.9619.9627 = 697909

QoS アプリケーションの例

ここでは、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB から情報を取り出して QoS 課金処理に使用するための

コード例を示します。 課金アプリケーションを開発するときは、これらの例を参考にしてください。

このコード例では、次の処理方法を示します。

• サービス ポリシーに関するカスタマー インターフェイスのチェック

• QoS 課金情報の取得

サービス ポリシーに関するカスタマー インターフェイスのチェック

ここでは、サービス ポリシーのあるカスタマー インターフェイスについて CISCO-CLASS-BASED-

QOS-MIB をチェックし、QoS サービスの課金などのアプリケーション処理を行えるように、これ

らのインターフェイスをマークするアルゴリズムの例を示します。

このアルゴリズムでは、カスタマー インターフェイスごとに 2 つの SNMP get-next 要求を使用しま

す。 たとえば、ルータ上に 2000 個のカスタマー インターフェイスがある場合、それらのインター

フェイスに対応付けられた送信および受信サービス ポリシーがあるかどうかを判断するには、4000

個の SNMP get-next 要求が必要になります。

（注） このアルゴリズムは一例に過ぎません。 実際に使用するアプリケーションでは、この例とは異なる
処理が必要になる場合があります。
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特定のカスタマーに対応するインターフェイスを調べるには、MIB をチェックします。 カスタマー

インターフェイスの送信方向および受信方向にサービス ポリシーが対応付けられているかどうか

を示す 1 対のフラグを作成します。 非カスタマー インターフェイスは TRUE でマークします（これ

らのインターフェイスについては、以降の処理は不要です）。

FOR each ifEntry DO
IF (ifEntry represents a customer interface) THEN

servicePolicyAssociated[ifIndex].transmit = FALSE;
servicePolicyAssociated[ifIndex].receive = FALSE;

ELSE
servicePolicyAssociated[ifIndex].transmit = TRUE;
servicePolicyAssociated[ifIndex].receive = TRUE;

END-IF
END-FOR

cbQosServicePolicyTable を調べ、サービス ポリシーが付加されている各カスタマー インターフェイ

スをマークします。 さらに、インターフェイスの方向もチェックします。

x = 0;
done = FALSE;
WHILE (!done)

status = snmp-getnext (
ifIndex = cbQosIfIndex.x,
direction = cbQosPolicyDirection.x

);
IF (status != ‘noError’) THEN

done = TRUE
ELSE

x = extract cbQosPolicyIndex from response;
IF (direction == ‘output’) THEN

servicePolicyAssociated[ifIndex].transmit = TRUE;
ELSE

servicePolicyAssociated[ifIndex].receive = TRUE;
END-IF

END-IF
END-WHILE

サービス ポリシーが付加されていないカスタマー インターフェイスの問題を処理します。

FOR each ifEntry DO
IF (!servicePolicyAssociated[ifIndex].transmit) THEN

Perform processing for customer interface without a transmit service policy.
END-IF
IF (!servicePolicyAssociated[ifIndex].receive) THEN

Perform processing for customer interface without a receive service policy.
END-IF

END-FOR

QoS 課金情報の取得

ここでは、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB を使用して QoS課金処理を行うアルゴリズムの例を示

します。 このアルゴリズムは、ポリシング後の入力および出力統計情報を定期的に取り出し、それ

らを組み合わせた結果を課金データベースに送信します。

このアルゴリズムでは、次の要求を使用しています。

• カスタマー インターフェイスごとに 1 つの SNMP get 要求： ifAlias を取得します。

• カスタマー インターフェイスごとに 2 つの SNMP get-next 要求：サービス ポリシー インデッ
クスを取得します。

• ポリシーに含まれる各オブジェクトについて、カスタマー インターフェイスごとに 2 つの
SNMP get-next 要求：ポリシング後のバイト数を取得します。 たとえば、ポリシーに 100 個のイ
ンターフェイスと 10 個のオブジェクトがある場合、このアルゴリズムでは 2000 個（2 × 100
× 10）の get-next 要求が必要になります。
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（注） このアルゴリズムは、情報として示しているに過ぎません。 実際に使用するアプリケーショ
ンでは、この例とは異なる処理が必要になる場合があります。

カスタマー課金情報を設定します。

FOR each ifEntry DO
IF (ifEntry represents a customer interface) THEN

status = snmp-getnext (id = ifAlias.ifIndex);
IF (status != ‘noError’) THEN

Perform error processing.
ELSE

billing[ifIndex].isCustomerInterface = TRUE;
billing[ifIndex].customerID = id;
billing[ifIndex].transmit = 0;
billing[ifIndex].receive = 0;

END-IF
ELSE

billing[ifIndex].isCustomerInterface = FALSE;
END-IF

END-FOR

課金情報を取得します。

x = 0;
done = FALSE;
WHILE (!done)

response = snmp-getnext (
ifIndex = cbQosIfIndex.x,
direction = cbQosPolicyDirection.x

);
IF (response.status != ‘noError’) THEN

done = TRUE
ELSE

x = extract cbQosPolicyIndex from response;
IF (direction == ‘output’) THEN

billing[ifIndex].transmit = GetPostPolicyBytes (x);
ELSE

billing[ifIndex].receive = GetPostPolicyBytes (x);
END-IF

END-IF
END-WHILE

課金のためポリシング後のバイト数を判断します。

GetPostPolicyBytes (policy)
x = policy;
y = 0;
total = 0;
WHILE (x == policy)

response = snmp-getnext (type = cbQosObjectsType.x.y);
IF (response.status == ‘noError’)

x = extract cbQosPolicyIndex from response;
y = extract cbQosObjectsIndex from response;
IF (x == policy AND type == ‘classmap’)

status = snmp-get (bytes = cbQosCMPostPolicyByte64.x.y);
IF (status == ‘noError’)

total += bytes;
END-IF

END-IF
END-IF

END-WHILE
RETURN total;
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カスタマーに課金するトラフィック

ここでは、SNMP QoS 情報を使ってカスタマーに課金するトラフィック合計を算出する方法を説明

します。 また、インターフェイスに付加された QoS サービス ポリシーがそのインターフェイスのポ

リシング トラフィックであることを示すシナリオについても説明します。

この項の構成は、次のとおりです。

• カスタマーに課金するトラフィック合計の算出方法（P. A-22）

• QoS トラフィック ポリシングを示すシナリオ（P. A-23）

入出力インターフェイスのカウント

ルータは、入出力インターフェイスで送受信されたパケット数やバイト数の情報を保持します。

QoS サービス ポリシーがインターフェイスに付加されると、ルータはインターフェイス上のトラ

フィックにポリシーのルールを適用し、インターフェイスのパケットとバイトのカウントを増やし

ます

次の CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB オブジェクトにより、インターフェイスのカウントがわかり

ます。

• cbQosCMDropPkt および cbQosCMDropByte (cbQosCMStatsTable)：サービス ポリシーで設定さ
れた制限を超えたために廃棄されたパケットとバイトの合計数。 このカウントに含まれるの
は、サービス ポリシーの制限を超えたために廃棄されたパケットとバイトだけです。 他の理由
で廃棄されたパケットとバイトはカウントに含まれません。

• cbQosPoliceConformedPkt および cbQosPoliceConformedByte (cbQosPoliceStatsTable)：サービス ポ
リシーの制限内であったために伝送されたパケットとバイトの合計数。

カスタマーに課金するトラフィック合計の算出方法

あるインターフェイスで特定のカスタマーに課金できるトラフィックを算出する手順は、次のとお

りです。

ステップ 1 そのインターフェイスでカスタマーに適用するサービス ポリシーを調べます。

ステップ 2 カスタマーのトラフィックを定義するサービス ポリシーとクラス マップのインデックス値を調べ

ます。 この情報は、次のステップで必要になります。

ステップ 3 カスタマーの cbQosPoliceConformedPkt オブジェクト（cbQosPoliceStatsTable）にアクセスし、イン

ターフェイスでこのカスタマーに課金できるトラフィックを算出します。

ステップ 4 （オプション）カスタマーの cbQosCMDropPkt オブジェクト（cbQosCMStatsTable）にアクセスし、

このカスタマーのトラフィックのうちサービス ポリシーの制限を超えたために廃棄されたトラ

フィックを算出します。
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QoS トラフィック ポリシングを示すシナリオ

ここでは、あるインターフェイスで特定のカスタマーに課金できるトラフィックを算出するための

SNMP QoS 統計情報の使用を示すシナリオについて説明します。 また、インターフェイスのトラ

フィックにサービス ポリシーが適用された場合、パケット カウントがどのように変わるかについ

ても示します。

シナリオを作成する手順は、次のとおりです。それぞれの手順については後で説明します。

1. サービス ポリシーを作成し、インターフェイスに付加します。

2. サービス ポリシーがインターフェイスのトラフィックに適用される前のパケット カウントを
確認します。

3. ping コマンドを発行し、そのインターフェイスでトラフィックを生成します。 このトラフィッ
クにはサービス ポリシーが適用されるので注意してください。

4. サービス ポリシーが適用された後のパケット カウントを確認し、カスタマーに課金するトラ
フィックを算出します。

• 準拠しているパケット：サービス ポリシーで設定した範囲内のパケット数で、カスタ
マーに課金できます。

• 超過したパケットまたは廃棄されたパケット：サービス ポリシーの範囲外であったため
に伝送されなかったパケットの数。 これらのパケットはカスタマーに課金されません。

（注） 上記のシナリオでは、Cisco 7304ルータは中間デバイスとして使用されています。つまり、
トラフィックは他の場所で発生し、他のデバイスに到達します。

サービス ポリシーの設定

このシナリオでは、次のポリシー マップ設定を使用します。 ポリシー マップの作成方法について

は、『Cisco 7300 Internet Series Router Software Configuration Guide』の「Configuring Quality of Service」

を参照してください。

policy-map police-out
  class BGPclass
    police 8000 1000 2000 conform-action transmit exceed-action drop

interface GigabitEthernet1/0/0.10
 description VLAN voor klant
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.0.0.17 255.255.255.248
 service-policy output police-out

サービス ポリシーを適用する前のパケット カウント

次の CLI 出力および SNMP 出力は、サービス ポリシーが適用される前のインターフェイスの出力

トラフィックを示します。 
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CLI コマンド出力の例
7304# show policy-map interface g6/0/0.10

GigabitEthernet6/0/0.10

Service-policy output: police-out

Class-map: BGPclass (match-all)
      0 packets, 0 bytes 
      30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: access-group 101
      Police:
        8000 bps, 1000 limit, 2000 extended limit 
        conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit
        exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop

Class-map: class-default (match-any)
      4 packets, 292 bytes 
      30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any 
      Output queue: 0/8192; 2/128 packets/bytes output, 0 drops

SNMP 出力の例
7304# getone -v2c 10.86.0.63 public ifDescr.65
ifDescr.65 = GigabitEthernet6/0/0.10-802.1Q vLAN subif

トラフィックの生成

次の一連の ping コマンドを使うと、トラフィックが生成されます。

7304# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.0.0.18
Repeat count [5]: 99 
Datagram size [100]: 1400
Timeout in seconds [2]: 1
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]: 
Type escape sequence to abort.

Sending 100, 1400-byte ICMP Echos to 10.0.0.18, timeout is 1 seconds:
.!!.!..!.!..!.!.!..!.!..!.!..!.!.!..!.!..!.!..!.!.!..!.!..!.!..!.!.!..
!.!..!.!..!.!.!..!.!..!.!..!.! 
Success rate is 42 percent (42/100), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

サービス ポリシーを適用した後のパケット カウント

ping コマンドを使用してトラフィックを生成した後は、police コマンドで設定した専用アクセス

レート（CAR）を超過したパケット数と CAR に準拠したパケット数を確認します。

• 42 パケットがポリシング レートに準拠し、伝送されました。

• 57 パケットがポリシング レートを超過し、廃棄されました。

次の CLI 出力および SNMP 出力は、サービス ポリシーが適用された後のインターフェイスのカウ

ントを示します（準拠したパケットと超過したパケットの数は太字で示されています）。
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CLI コマンド出力
7304# show policy-map interface g6/0/0.10

FastEthernet6/0/0.10

Service-policy output: police-out

Class-map: BGPclass (match-all)
      198 packets, 281556 bytes 
      30 second offered rate 31000 bps, drop rate 11000 bps
      Match: access-group 101
      Police: 
        8000 bps, 1000 limit, 2000 extended limit 
        conformed 42 packets, 59892 bytes; action: transmit
        exceeded 57 packets, 81282 bytes; action: drop

Class-map: class-default (match-any)
      15 packets, 1086 bytes 
      30 second offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any 
      Output queue: 0/8192; 48/59940 packets/bytes output, 0 drops

SNMP 出力
7304# getmany -v2c 10.86.0.63 public ciscoCBQosMIB

. . .
cbQosCMDropPkt.1143.1145 = 57

. . .
cbQosPoliceConformedPkt.1143.1151 = 42

. . .
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