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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。

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


第 1 章      Cisco 7304 ルータ MIB の概要

関連情報の入手先

1-8
Cisco 7304 ルータ MIB 仕様ガイド

OL-4925-01-J


	Cisco 7304 ルータ MIB の概要
	MIB 拡張機能の利点
	SNMP の概要
	MIB の説明
	SNMP 通知
	SNMP のバージョン
	SNMPv1 および SNMPv2c
	SNMPv3
	SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

	RFC

	オブジェクト識別子
	関連情報の入手先
	TAC に関する情報および FAQ
	SNMP の設定情報


