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GUI による SNMP ポリシーの設定
この手順では、ACI スイッチの SNMP ポリシーを設定し、有効にします。

はじめる前に
SNMP 通信を有効にするには、以下の設定が必要です。
• アウトオブバンド コントラクトを設定して SNMP トラフィックを許可します。SNMP トラ
フィックは、通常、SNMP 要求に UDP ポート 161 を使用します。
• 'mgmt' テナントで APIC アウトオブバンド IP アドレスを設定します。アウトオブバンド アド
レスは APIC セットアップ時に設定されますが、アウトオブバンド コントラクトを有効にす
るには 'mgmt' テナントでアドレスを明示的に設定する必要があります。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Fabric] をクリックします。

ステップ 2

サブメニュー バーで、[Fabric Policies] をクリックします。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Pod Policies] を展開します。

ステップ 4

[Pod Policies] の下で [Policies] を展開します。

ステップ 5

[SNMP] を右クリックし、[Create SNMP Policy] を選択します。
新しい SNMP ポリシーを作成する代わりに、次の手順で示されるものと同じ方法で [default] ポリ
シー フィールドを編集できます。

ステップ 6

SNMP ポリシーのダイアログボックスで、次の操作を実行します。
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a) [Name] フィールドに、SNMP ポリシーの名前を入力します。
b) [Admin State] フィールドで、[Enabled] を選択します。
c) [Community Policies] テーブルで + アイコンをクリックし、名前を入力して、[Update] をクリッ
クします。
d) （任意） [SNMP v3 Users] テーブルで + アイコンをクリックし、名前を入力して、ユーザの認
証データを入力し、[Update] をクリックします。
この手順は SNMPv3 アクセスが必要な場合のみ実行します。
ステップ 7

許可された SNMP 管理ステーションを設定するには、SNMP ポリシーのダイアログボックスで、
次の操作を実行します。
a) [Client Group Policies] テーブルで + アイコンをクリックし、[Create SNMP Client Group Profile]
ダイアログボックスを開きます。
b) [Name] フィールドに、SNMP クライアント グループのプロファイル名を入力します。
c) [Associated Management EPG] ドロップダウン リストから管理 EPG を選択します。
d) [Client Entries] テーブルで + アイコンをクリックします。
e) [Name] フィールドにクライアントの名前を入力し、[Address] のフィールドにクライアントの
IP アドレスを入力して、[Update] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

ステップ 9

[Submit] をクリックします。`

ステップ 10

[Pod Policies] の下で [Policy Groups] を展開して、ポリシー グループを選択するか、または [Policy
Groups] を右クリックし、[Create POD Policy Group] を選択します。
新しいポッドポリシーグループを作成することも、既存のグループを使用することもできます。
ポッド ポリシー グループには、SNMP ポリシーに加えて他のポッド ポリシーを含めることがで
きます。

ステップ 11

ポッド ポリシー グループのダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、ポッド ポリシー グループの名前を入力します。
b) [SNMP Policy] ドロップダウン リストから、設定した SNMP ポリシーを選択して、[Submit] を
クリックします。

ステップ 12

[Pod Policies] の下で [Profiles] を展開し、[default] をクリックします。

ステップ 13

[Work] ペインで、[Fabric Policy Group] ドロップダウン リストから、作成したポッド ポリシー グ
ループを選択します。

ステップ 14

[Submit] をクリックします。`

ステップ 15

[OK] をクリックします。
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SNMP トラップの設定
GUI による SNMP トラップ通知先の設定
この手順では、SNMP トラップ通知を受信する SNMP マネージャのホスト情報を設定します。

（注）

ACI は最大 10 個のトラップ レシーバをサポートします。10 個より多く設定すると、一部では
通知が受信されません。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Admin] をクリックします。

ステップ 2

サブメニュー バーで、[External Data Collectors] をクリックします。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Monitoring Destinations] を展開します。

ステップ 4

[SNMP] を右クリックし、[Create SNMP Trap Destination Group][Create SNMP Monitoring Destination
Group] を選択します。

ステップ 5

[Create SNMP Trap Destination Group][Create SNMP Monitoring Destination Group] ダイアログボック
スで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、SNMP 通知先の名前を入力し、[Next] をクリックします。
b) [Create Destinations] テーブルで + アイコンをクリックし、[Create SNMP Trap Destination] ダイ
アログボックスを開きます。
c) [Host Name/IP] フィールドに、送信先ホストの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力し
ます。
（注）

Cisco APIC Release 1.2(2) 以降のリリースは、IPv6 SNMP トラップ宛先をサポートし
ます。

d) 通知先のポート番号と SNMP バージョンを選択します。
e) SNMP v1 または v2c 通知先の場合、[Security Name] として設定したコミュニティ名の 1 つを入
力し、[v3 Security Level] として noauth を選択します。
f) SNMP v3 通知先の場合、[Security Name] として設定したユーザ名の 1 つを入力し、必要な [v3
Security Level] を選択します。
g) [Management EPG] ドロップダウン リストから管理 EPG を選択します。
h) [OK] をクリックします。
i) [Finish] をクリックします。
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GUI による SNMP トラップ ソースの設定
この手順では、ファブリック内のソース オブジェクトを選択して有効にし、SNMP トラップ通知
を生成します。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Fabric] をクリックします。

ステップ 2

サブメニュー バーで、[Fabric Policies] をクリックします。

ステップ 3

[Navigation] ペインで、[Monitoring Policies] を展開します。
共通ポリシー、デフォルト ポリシーで SNMP ソースを作成することも、または新しいモニタリン
グ ポリシーを作成することもできます。

ステップ 4

必要なモニタリング ポリシーを展開し、[Callhome/SNMP/Syslog] を選択します。
[Common Policy] を選択する場合は、[Common Policy] を右クリックして、[Create SNMP Source] を
選択し、そのダイアログボックスで次の手順に従ってください。

ステップ 5

[Work] ペインで、[Monitoring Object] ドロップダウン リストから [ALL] を選択します。

ステップ 6

[Source Type] ドロップダウン リストから、[SNMP] を選択します。

ステップ 7

テーブルで + アイコンをクリックし、[Create SNMP Source] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 8

[Create SNMP Source] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに、SNMP ポリシーの名前を入力します。
b) [Dest Group] ドロップダウン リストから、通知を送信する既存の通知先を選択するか、または
[Create SNMP Trap Destination Group][Create SNMP Monitoring Destination Group] を選択して新し
い通知先を作成します。
SNMP の通知先グループを作成する手順は、別項で説明します。
c) [Submit] をクリックします。`

コンテキスト固有 MIB へのアクセス
GUI による SNMP コンテキストと VRF の関連付け
各コンテキスト（プライベート ネットワーク）は、コンテキスト固有 MIB の独自のインスタンス
をサポートします。どの MIB がコンテキスト固有かを確認するには、『Cisco ACI MIB Support
List』を参照してください。
この手順では、テナント（VRF）内のコンテキストと関連付けられた SNMP コンテキストを作成
します。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[Tenants] をクリックし、サブメニューで、目的のテナントをクリックします。

ステップ 2

[Navigation] ペインで、[Networking] および [Private Networks] を展開します。

ステップ 3

[Private Networks] の下で、コンテキスト固有 MIB と関連付けるコンテキストを選択します。

ステップ 4

目的のコンテキストを右クリックし、[Create SNMP Context] を選択します。

ステップ 5

[Create SNMP Context] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
a) [Name] フィールドに SNMP コンテキストの名前を入力します。
b) （任意） [Community Profiles] テーブルで + アイコンをクリックし、既存のコミュニティの名
前を入力します。
この手順により、SNMP コンテキストと既存のSNMP ポリシーが関連付けられ、コンテキスト
固有 MIB へのアクセスに使用される SNMP コミュニティ文字列が簡素化されます。SNMP コ
ミュニティは、[Fabric] > [Fabric Policies] > [Pod Policies] > [SNMP] で適用された SNMP ポリシー
において定義済みである必要があります。
（注）

この関連付けにより、SNMP コミュニティは、この SNMP コンテキストに固定され
るようになり、以前にファブリック レベルの OID へのアクセスを提供していたかど
うかにかかわらず、コンテキスト固有の OID へのアクセスのみを提供します。

c) [Submit] をクリックします。`

コンテキスト固有 MIB へのアクセス
コンテキスト（プライベート ネットワーク）は、コンテキスト固有 MIB の独自のインスタンスを
サポートします。snmpwalk コマンドを使用してコンテキスト固有 MIB にアクセスできます。
以下の例では、サンプル設定を使用してコンテキスト固有 BGP MIB にアクセスする方法を示しま
す。
• SNMP バージョンは SNMPv2c です（snmpwalk

-v2c

によって指定されます）。

• サンプルコミュニティ名は cisco1 です。
• GUI による SNMP コンテキストと VRF の関連付け, （4 ページ）で説明されている手順を
使用して、SNMP コンテキストが設定され、「snmp-t2-context2」という名前が付けられて
います。
• SNMP コンテキストの設定手順には、SNMP コンテキスト（snmp-t2-context2）と既存のコ
ミュニティ プロファイル（cisco1）を関連付けるオプションの手順が含まれています。以下
の例には、この手順を使用する例と使用しない例が含まれています。
• コンテキストの SNMP エージェントは 192.20.0.123 です。
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例1
次に、「ifTable」という非コンテキスト固有 MIB を取得する例を示します。
linuxhost:> snmpwalk -v2c -c cisco1 192.20.0.123 ifTable

例2
次に、SNMP コンテキストがコミュニティ名と関連付けられていない場合に「bgp」というコンテ
キスト固有 MIB を取得する例を示します。この場合は、コンテキストが
community-name@snmp-context-name 形式でアドレス指定される必要があります。
linuxhost:> snmpwalk -v2c -c cisco1@snmp-t2-context2 192.20.0.123 bgp

例3
次に、SNMP コンテキストがコミュニティ名と関連付けられている場合に「bgp」というコンテキ
スト固有 MIB を取得する例を示します。この場合は、SNMP コンテキスト名を省略することがで
き、コンテキストはコミュニティ名のみを使用してアドレス指定されます。
linuxhost:> snmpwalk -v2c -c cisco1 192.20.0.123 bgp
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