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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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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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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
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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