
SNMPの設定

CLIとSNMPは、CiscoMDS9000ファミリのすべてのスイッチで共通のロールを使用します。
SNMPを使用して CLIで作成したロールを変更したり、その逆を行うことができます。

CLIユーザと SNMPユーザのユーザ、パスワード、ロールは、すべて同じです。CLIを通して
設定されたユーザーは、SNMPを使用してスイッチまたはその逆にアクセスできます（例：
Cisco DCNM-SANまたはデバイスマネージャ）。

• SNMPセキュリティについて（1ページ）
•デフォルト設定（7ページ）
• SNMPの設定（7ページ）
• SNMPトラップとインフォーム通知の設定（12ページ）
• SNMPの設定の確認（23ページ）
•その他の参考資料（28ページ）
• SNMPの機能の履歴（28ページ）

SNMPセキュリティについて
SNMPは、ネットワークデバイス間での管理情報の交換を容易にするアプリケーション層プロ
トコルです。In all Cisco MDS 9000 Family switches, three SNMP versions are available: SNMPv1,
SNMPv2c, and SNMPv3 (see図 1 : SNMPセキュリティ（2ページ）).

SNMPの設定
1



図 1 : SNMPセキュリティ

SNMPバージョン 1およびバージョン 2c
SNMPバージョン 1（SNMPv1）および SNMPバージョン 2c（SNMPv2c）は、コミュニティ
ストリングを使用してユーザ認証を行います。コミュニティストリングは、SNMPの初期の
バージョンで使用されていた弱いアクセスコントロール方式です。SNMPv3は、強力な認証を
使用することによってアクセスコントロールを大幅に改善しています。したがって、SNMPv3
がサポートされている場合は、SNMPv1および SNMPv2cに優先して使用してください。

SNMPバージョン 3
SNMPバージョン 3（SNMPv3）は、ネットワーク管理のための相互運用可能な標準ベースの
プロトコルです。SNMPv3は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせるこ
とによって、デバイスへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3で提供されるセキュリ
ティ機能は、次のとおりです。

•メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証します。
•認証：メッセージのソースが有効かどうかを判別します。
•暗号化：許可されていないソースにより判読されないように、パケットの内容のスクラン
ブルを行います。

SNMPv3では、セキュリティモデルとセキュリティレベルの両方が提供されています。セキュ
リティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティ

レベルとは、セキュリティモデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ
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モデルとセキュリティレベルの組み合わせにより、SNMPパケット処理中に採用されるセキュ
リティメカニズムが決まります。

SNMPv3 CLIのユーザ管理および AAAの統合
Cisco NX-OSソフトウェアは RFC 3414と RFC 3415を実装しています。これには、ユーザベー
スセキュリティモデル（USM）とロールベースのアクセスコントロールが含まれています。
SNMPとCLIのロール管理は共通化されており、同じ証明書とアクセス権限を共有しますが、
以前のリリースではローカルユーザデータベースは同期化されませんでした。

SNMPv3のユーザ管理を AAAサーバレベルで一元化できます。ユーザ管理を一元化すると、
Cisco MDSスイッチ上で稼働する SNMPエージェントが AAAサーバのユーザ認証サービスを
利用できます。ユーザ認証が検証されると、SNMPPDUの処理が進行します。また、AAAサー
バにはユーザグループ名も格納されます。SNMPはグループ名を使用して、スイッチでローカ
ルに使用できるアクセスポリシーまたはロールポリシーを適用します。

CLIおよび SNMPユーザの同期
ユーザグループ、ロール、またはパスワードの設定が変更されると、SNMPと AAAの両方の
データベースが同期化されます。

To create an SNMP or CLI user, use either the username or snmp-server user commands.

• The auth passphrase specified in the snmp-server user command is synchronized as the password
for the CLI user.

• The password specified in the username command is synchronized as the auth and priv passphrases
for the SNMP user.

ユーザの同期化は、次のように処理されます。

•いずれかのコマンドを使用してユーザを削除すると、SNMPとCLIの両方の該当ユーザが
削除されます。

•ユーザとロールの対応関係の変更は、SNMPと CLIで同期化されます。

パスフレーズ/パスワードをローカライズドキー/暗号化形式で指定すると、パスワードは同期
化されません。

（注）

•既存の SNMPユーザは、特に変更しなくても、引き続き authおよび privのパスフレーズ
を維持できます。

•管理ステーションが usmUserTable内に SNMPユーザを作成する場合、対応する CLIユー
ザはパスワードなし（ログインは無効）で作成され、network-operatorのロールが付与され
ます。
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スイッチアクセスの制限

IPアクセスコントロールリスト（IP-ACL）を使用して、Cisco MDS 9000ファミリスイッチ
へのアクセスを制限できます。

グループベースの SNMPアクセス

グループが業界全体で使用される標準的なSNMP用語のため、このSNMPセクションではロー
ルをグループと称します。

（注）

SNMPアクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP内の各グループは、CLIを使用する
場合のロールに似ています。各グループは3つのアクセス権により定義されます。つまり、読
み取りアクセス、書き込みアクセス、および通知アクセスです。それぞれのアクセスを、各グ

ループでイネーブルまたはディセーブルに設定できます。

ユーザ名が作成され、ユーザのロールが管理者によって設定され、ユーザがそのロールに追加

されていれば、そのユーザはエージェントとの通信を開始できます。

ユーザの作成および変更

SNMP、DCNM-SAN、またはCLIを使用して、ユーザの作成、または既存のユーザの変更を実
行できます。

• SNMP：スイッチ上のusmUserTableに存在するユーザのクローンとして、新規のユーザを
作成します。ユーザを作成した後、クローンの秘密キーを変更してから、そのユーザをア

クティブにします。RFC 2574を参照してください。
• DCNM-SAN。
• CLI—Create a user or modify an existing user using the snmp-server user command.

Cisco MDS 9000ファミリスイッチ上で使用できるロールは、network-operatorおよび
network-adminです。GUI（DCNM-SANおよびDeviceManager）を使用する場合は、default-role
もあります。また、Common Rolesデータベースに設定されている任意のロールも使用できま
す。

CLIセキュリティデータベースおよび SNMPユーザデータベースに対する更新はすべて同期
化されます。SNMPパスワードを使用して、DCNM-SANまたは Device Managerのいずれかに
ログインできます。ただし、CLIパスワードを使用して DCNM-SANまたは Device Managerに
ログインした場合、その後のログインには必ず CLIパスワードを使用する必要があります。
CiscoMDSSAN-OSRelease 2.0(1b)にアップグレードする前からSNMPデータベースとCLIデー
タベースの両方に存在しているユーザの場合、アップグレードすると、そのユーザに割り当て

られるロールは両方のロールを結合したものになります。

ヒント
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AES暗号ベースのプライバシー
Advanced Encryption Standard（AES）は対称暗号アルゴリズムです。Cisco NX-OSソフトウェ
アは、SNMPメッセージ暗号化用のプライバシープロトコルの1つとしてAESを使用し、RFC
3826に準拠しています。

privオプションで、SNMPセキュリティ暗号化方式として、DESまたは 128ビット AES暗号
化を選択できます。The priv option along with the aes-128 token indicates that this privacy password
is for generating a 128-bit AES key. AESのプライバシーパスワードは最小で 8文字です。パスフ
レーズをクリアテキストで指定する場合、最大 64文字を指定できます。ローカライズドキー
を使用する場合は、最大 130文字を指定できます。

外部の AAAサーバを使用して SNMPv3を使う場合、外部 AAAサーバのユーザ設定でプライ
バシープロトコルに AESを指定して、SNMP PDUを暗号化する必要があります。

（注）

トラップ、通知、伝達

トラップは、SNMPv1で SNMPマネージャに SNMPエージェントから送信された未確認メッ
セージです。SNMPv2および SNMPv3の通知とも呼びます。伝達は、SNMPマネージャに
SNMPエージェントから送信された確認済みメッセージです。エージェントが応答を受信しな
い場合、もう一度伝達要求を送信します。

伝達はエージェントおよびネットワークのリソースをより多く消費します。送信と同時にエー

ジェントにより廃棄されるトラップまたは通知と異なり、伝達要求は応答を受信するまで、ま

たは要求がタイムアウトになるまで、メモリ内に保持する必要があります。トラップおよび通

知は1回だけ送信でき、伝達は複数回送信できます。伝達を再送信することでトラフィックが
増加し、ネットワーク上のオーバヘッドの向上に貢献します。同じトラップ、通知、および伝

達は、複数のホストレシーバに送信できます。

EngineID
SNMPエンジン IDは、送信元アドレスの独立したエンティティを識別するために使用されま
す。エンティティは、SNMPエンジンとSNMPアプリケーションで構成されています。プロト
コルデータ単位（PDU）がプロキシまたはネットワークアドレストランスレータ（NAT）を
トラバースする必要があるか、送信元エンティティ自体が動的に割り当てられた転送アドレス

または複数の送信元アドレスを所持している場合に、エンジン IDが重要です。

SNMPv3エンジン IDは、セキュリティ保護された PDUをエンコーディングまたはデコーディ
ングするためにも使用されます。これは、SNMPv3ユーザベースセキュリティモデル（USM）
の要件です。

エンジン ID、ローカル、リモートには二種類あります。Cisco MDS 9000シリーズスイッチで
は、リモートエンジン IDのみ設定できます。ローカルエンジン IDは、MACアドレスに基づ
いてスイッチにより自動的に生成され、変更されません。
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スイッチの LinkUp/LinkDown通知
スイッチに対して、イネーブルにする LinkUp/LinkDown通知を設定できます。次のタイプの
LinkUp/LinkDown通知をイネーブルにできます。

• Cisco：インターフェイスに対して ifLinkUpDownTrapEnable（IF-MIBで定義）がイネーブ
ルになっている場合、そのインターフェイスについて CISCO-IF-EXTENSION-MIB.myで
定義された通知（cieLinkUp、cieLinkDown）のみが送信されます。

• IETF：インターフェイスに対して ifLinkUpDownTrapEnable（IF-MIBで定義）がイネーブ
ルになっている場合、そのインターフェイスについて IF-MIBで定義された通知（LinkUp、
LinkDown）のみが送信されます。通知定義で定義された変数バインドのみが、それらの
通知とともに送信されます。

• IEFT extended：インターフェイスに対して ifLinkUpDownTrapEnable（IF-MIBで定義）が
イネーブルになっている場合、そのインターフェイスについて IF-MIBで定義された通知
（LinkUp、LinkDown）のみが送信されます。通知定義で定義された変数バインドに加え、
シスコの実装に固有の IF-MIBで定義された変数バインドも送信されます。これがデフォ
ルト設定です。

• IEFT Cisco：インターフェイスに対して ifLinkUpDownTrapEnable（IF-MIBで定義）がイ
ネーブルになっている場合、そのインターフェイスについて IF-MIBで定義された通知
（LinkUp、LinkDown）および CISCO-IF-EXTENSION-MIB.myで定義された通知
（cieLinkUp、cieLinkDown）のみが送信されます。通知定義で定義された変数バインドの
みが、linkUp通知や linkDown通知とともに送信されます。

• IEFT extended Cisco：インターフェイスに対して ifLinkUpDownTrapEnable（IF-MIBで定
義）がイネーブルになっている場合、そのインターフェイスについて IF-MIBで定義され
た通知（LinkUp、LinkDown）および CISCO-IF-EXTENSION-MIB.myで定義された通知
（cieLinkUp、cieLinkDown）のみが送信されます。linkUpと linkDownの通知定義で定義
された変数バインドに加え、シスコの実装に固有の IF-MIBで定義された変数バインドも
LinkUp通知や LinkDown通知とともに送信されます。

For more information on the varbinds defined in the IF-MIB specific to the Cisco Systems implementation,
refer to the Cisco MDS 9000 Family MIB Quick Reference.

（注）

LinkUpおよび LinkDownトラップ設定の範囲

インターフェイスに対する LinkUpおよび LinkDownトラップ設定は、次の範囲に基づいてト
ラップを生成します。

インターフェイスリンクに

ついて生成されるトラップ

か?

インターフェイスレベルのトラッ

プ設定

スイッチレベルのトラップ設

定

Yes有効（デフォルト）有効（デフォルト）

×無効イネーブル

SNMPの設定
6

SNMPの設定

スイッチの LinkUp/LinkDown通知



インターフェイスリンクに

ついて生成されるトラップ

か?

インターフェイスレベルのトラッ

プ設定

スイッチレベルのトラップ設

定

×イネーブル無効

いいえディセーブル無効

デフォルト設定
表 1 : SNMPのデフォルト設定 （7ページ）に、すべてのスイッチの SNMP機能のデフォル
ト設定を示します。

表 1 : SNMPのデフォルト設定

デフォルトパラメータ

有効期限なし（設定されていない場合）ユーザアカウント

なしパスワード

SNMPの設定
SNMPは、ネットワークデバイス間での管理情報の交換を容易にするアプリケーション層プロ
トコルです。

SNMPスイッチの連絡先および場所の情報の割り当て
スイッチの連絡先情報（スペースを含めず、最大 32文字まで）およびスイッチの場所を割り
当てることができます。

連絡先および場所の情報を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server contact NewUser

スイッチの連絡先名を割り当てます。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server contact NewUser

SNMPの設定
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スイッチの連絡先名を削除します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server location SanJose

スイッチロケーションを割り当てます。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server location SanJose

スイッチロケーションを削除します。

CLIから SNMPユーザーの設定
The passphrase specified in the snmp-server user command and the username command are synchronized.

パスフレーズまたはパスワードが暗号化形式でlocalizedkey指定されている場合、パスワードは
同期されません。If a configuration file is copied to the device, the passwords will not be set correctly
if the configuration file was generated at a different device.明示的に設定をデバイスにコピーした
後、適切なパスワードを設定します。

（注）

作成または CLIからの SNMPユーザの変更は、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server user joe network-admin auth sha abcd1234

作成または HMAC-SHA-96認証パスワード (abcd1234)を使用してネットワーク管理者ロール
で、ユーザ (joe)の設定を変更します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server user sam network-admin auth md5 abcdefgh

作成または HMAC-MD5-96認証パスワード (abcdefgh)を使用してネットワーク管理者ロール
で、ユーザ (サム)の設定を変更します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server user Bill network-admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh

作成またはHMAC-SHA-96認証レベルとプライバシーの暗号化のパラメータを使用してネット
ワーク管理者ロールでユーザ (請求)の設定を変更します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server user usernameA

ユーザ (usernameA)と関連付けられているすべてのパラメータを削除します。

ステップ 6 switch(config)# no snmp-server usam role vsan-admin

SNMPの設定
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vsan-adminロールから指定のユーザ（usam）を削除します。

ステップ 7 switch(config)# snmp-server user user1 network-admin auth md5 0xab0211gh priv 0x45abf342
localizedkey

ローカライズキー形式 (RFC 2574)にパスワードを指定します。ローカライズされたキーは 16
進形式 (たとえば、0xacbdef)で提供されます。

ステップ 8 switch(config)# snmp-server user user2 auth md5 asdgfsadf priv aes-128 asgfsgkhkj

MD5認証プロトコルと AES-128プライバシープロトコルを使用して user2を設定します。

ステップ 9 switch(config)# snmp-server user joe sangroup

指定したユーザ（joe）を sangroupロールに追加します。

ステップ 10 switch(config)# snmp-server user joe techdocs

指定したユーザ（joe）を techdocsロールに追加します。

パスワードの作成または変更

作成または CLIからの SNMPユーザのパスワードの変更は、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server user user1 role1 auth md5 0xab0211gh priv 0x45abf342 localizedkey

セキュリティ暗号化 DES]オプションを使用してローカライズのキーの形式にパスワードを指
定します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server user user1 role2 auth sha 0xab0211gh priv aes-128 0x45abf342
localizedkey

128ビット AESオプションを使用してセキュリティ暗号化キーの形式をローカライズにパス
ワードを指定します。

The snmp-server user command takes the engineID as an additional parameter. EngineID通
知対象ユーザを作成する (を参照してください、通知対象ユーザの設定 （18ペー
ジ） )。EngineIDが指定されていない場合、ローカルユーザが作成されます。

（注）
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SNMPv3メッセージ暗号化の適用
デフォルトでは、SNMPエージェントは、authキーとprivキーを使用したユーザ設定のSNMPv3
メッセージ暗号化を使用する。SNMPv3メッセージの authNoPrivおよび authPrivの securityLevel
パラメータを許可します。

ユーザのメッセージ暗号化を適用するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server user testUser enforcePriv

このユーザを使用して、SNMPv3メッセージのメッセージの暗号化が実現します。

authおよびprivの両方のキーが設定された既存のユーザに対してだけ、このコマンド
を使用できます。NoAuthNoPrivまたは authNoPrivのいずれかの securityLevelパラメー
タを使用して SNMPv3 PDU要求に対し、プライバシーを適用するユーザが設定され
ている場合は、authorizationErrorで SNMPエージェントが応答します。

（注）

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server user testUser enforcePriv

SNMPv3メッセージ暗号化の強制を無効になります。

SMNPv3メッセージの暗号化をグローバルに適用

または、次のコマンドを使用して、SNMPv3メッセージ暗号化をすべてのユーザに対してグ
ローバルに適用することもできます。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server globalEnforcePriv

スイッチ上のすべてのユーザの SNMPv3メッセージ暗号化が実行されます。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server globalEnforcePriv

グローバル SNMPv3メッセージ暗号化の強制を無効になります。
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SNMPv3ユーザに対する複数のロールの割り当て
SNMPサーバのユーザ設定が強化され、SNMPv3ユーザに複数のロール（グループ）を割り当
てることが可能になっています。最初にSNMPv3ユーザを作成した後で、そのユーザにロール
を追加できます。

他のユーザにロールを割り当てることができるのは、network-adminロールに属するユーザだ
けです。

（注）

CLIから SNMPv3ユーザの複数のロールを設定するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server user NewUser role1

作成または、SNMPv3ユーザ (移動)の: role1ロールの設定を変更します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server user NewUser role2

作成または、SNMPv3ユーザ (移動)の role2ロールの設定を変更します。

ステップ 4 switch(config)# no snmp-server user User5 role2

指定されたユーザ (User5)の role2を削除します。

コミュニティの追加

SNMPv1および SNMPv2のユーザの場合は、読み取り専用または読み取り/書き込みアクセス
権を設定できます。RFC 2576を参照してください。

SNMPv1または SNMPv2cのコミュニティを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server community snmp_Community ro

指定された SNMPコミュニティの読み取り専用アクセスを追加します。
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ステップ 3 switch(config)# snmp-server community snmp_Community rw

指定された SNMPコミュニティに読み込み/書き込みアクセス権を追加します。

ステップ 4 switch(config)# no snmp-server community snmp_Community

指定された SNMPコミュニティ（デフォルト）のアクセス権を削除します。

SNMPトラップとインフォーム通知の設定
特定のイベントが発生したときにSNMPマネージャに通知を送信するようにCiscoMDSスイッ
チを設定できます。

スイッチは、イベント（SNMPトラップおよびインフォーム）を、最大 10件の宛先に転送で
きます。SNMPの 11番目のターゲットホストを設定するときに、次のメッセージが表示され
ます。

（注）

switch(config)# snmp-server host 10.4.200.173 traps version 2c noauth
reached maximum allowed targets limit

• SNMP設定で RMONトラップをイネーブルにする必要があります。詳細については、
RMONの設定を参照してください。

•通知をトラップまたはインフォームとして送信する宛先の詳細情報を入手するには、
SNMP-TARGET-MIBを使用します。詳細については、「CiscoMDS 9000 FamilyMIBQuick
Reference」を参照してください。

The SNMPv1 option is not available with the snmp-server host p-address informs command.ヒント

SNMPv2c通知の設定

IPv4を使用した SNMPv2c通知の設定

IPv4を使用して SNMPv2c通知を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。
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ステップ 2 switch(config)# snmp-server host 171.71.187.101 traps version 2c private udp-port 1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、SNMPv2cトラップを受信するた
めに指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server host 171.71.187.101 traps version 2c private udp-port 2162

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2cトラップを受信することを防止します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host 171.71.187.101 informs version 2c private udp-port 1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストがSNMPv2c通
知を受信するように設定します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host 171.71.187.101 informs version 2c private udp-port 2162

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2c通知を受信するように設定します。

IPv6を使用した SNMPv2c通知の設定

IPv6を使用して SNMPv2c通知を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A traps version 2c private udp-port
1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、SNMPv2cトラップを受信するた
めに指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A traps version 2c private udp-port
2162

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2cトラップを受信することを防止します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A informs version 2c private udp-port
1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストがSNMPv2c通
知を受信するように設定します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A informs version 2c private udp-port
2162
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SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2c通知を受信するように設定します。

DNS名を使用した SNMPv2c通知の設定

SNMP通知ホスト myhost.cisco.comの DNS名を使用して SNMPv2c通知を設定するには、次の
手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com traps version 2c private udp-port 1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、SNMPv2cトラップを受信するた
めに指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server host myhost.cisco.com traps version 2c private udp-port 2162

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2cトラップを受信することを防止します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com informs version 2c private udp-port 1163

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストがSNMPv2c通
知を受信するように設定します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host myhost.cisco.com informs version 2c private udp-port 2162

SNMPv2cコミュニティ文字列（プライベート）を使用して、指定されたホストが設定されて
いる UDPポートで SNMPv2c通知を受信するように設定します。

スイッチは、イベント（SNMPトラップおよびインフォーム）を、最大 10件の宛先
に転送できます。

（注）

SNMPv3通知の設定

IPv4を使用して、SNMPv3通知の設定
To configure SNMPv3 notifications using IPv4, follow these steps:
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手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server host 16.20.11.14 traps version 3 noauth testuser udp-port 1163

SNMPv3ユーザ (testuser)および noAuthNoPrivの securityLevelを使用して SNMPv3トラップを
受信するために指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server host 16.20.11.14 informs version 3 auth testuser udp-port 1163

設定の指定された SNMPv3ユーザ (testuser)および AuthNoPrivの securityLevelを使用して
SNMPv3を受信するホストに通知します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host 16.20.11.14 informs version 3 priv testuser udp-port 1163

設定の指定されたSNMPv3ユーザ (testuser)およびAuthPrivの securityLevelを使用してSNMPv3
を受信するホストに通知します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host 172.18.2.247 informs version 3 testuser noauth udp-port 2162

SNMPv3に通知を受信から指定されたホストを防止します。

IPv6を使用した SNMPv3通知の設定

IPv6を使用して SNMPv3通知を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A traps version 3 noauth testuser udp-port
1163

SNMPv3ユーザ (testuser)および noAuthNoPrivの securityLevelを使用して SNMPv3トラップを
受信するために指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A informs version 3 auth testuser
udp-port 1163

設定の指定された SNMPv3ユーザ (testuser)および AuthNoPrivの securityLevelを使用して
SNMPv3を受信するホストに通知します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A informs version 3 priv testuser udp-port
1163
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設定の指定されたSNMPv3ユーザ (testuser)およびAuthPrivの securityLevelを使用してSNMPv3
を受信するホストに通知します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host 2001:0DB8:800:200C::417A informs version 3 testuser noauth
udp-port 2162

SNMPv3に通知を受信から指定されたホストを防止します。

DNS名を使用した SNMPv3通知の設定

SNMP通知ホスト myhost.cisco.comの DNS名を使用して SNMPv3通知を設定するには、次の
手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com traps version 3 noauth testuser udp-port 1163

SNMPv3ユーザ (testuser)および noAuthNoPrivの securityLevelを使用して SNMPv3トラップを
受信するために指定されたホストを設定します。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com informs version 3 auth testuser udp-port 1163

設定の指定された SNMPv3ユーザ (testuser)および AuthNoPrivの securityLevelを使用して
SNMPv3を受信するホストに通知します。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com informs version 3 priv testuser udp-port 1163

設定の指定されたSNMPv3ユーザ (testuser)およびAuthPrivの securityLevelを使用してSNMPv3
を受信するホストに通知します。

ステップ 5 switch(config)# no snmp-server host myhost.cisco.com informs version 3 testuser noauth udp-port
2162

SNMPv3に通知を受信から指定されたホストを防止します。

SNMP通知のイネーブル化
表 2 : SNMP通知のイネーブル化 （17ページ） lists the CLI commands that enable the notifications
for Cisco NX-OS MIBs.
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表 2 : SNMP通知のイネーブル化

DCNM-SANチェックボックスMIB

Click the Other tab and check FRU Changes.CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

Click the Other tab and check FCC.CISCO-FCC-MIB

Click the FC tab and check Domain Mgr RCF.CISCO-DM-MIB

Click the FC tab and check Name Server.CISCO-NS-MIB

Click the Other tab and check FCS Rejects.CISCO-FCS-MIB

Click the Other tab and check FDMI.CISCO-FDMI-MIB

Click the FC tab and check FSPF Neighbor Change.CISCO-FSPF-MIB

Click the Other tab and check License Manager.CISCO-LICENSE-MGR-MIB

Click the Other tab and check IPSEC.CISCO-IPSEC-SIGNALLING-MIB

Click the Other tab and check Port Security.CISCO-PSM-MIB

Click the FC tab and check RSCN ILS, and RCSN ELS.CISCO-RSCN-MIB

Click the Other tab and check SNMP AuthFailure.SNMPv2-MIB

Click the Other tab and check VRRP.VRRP-MIB, CISCO-IETF-VRRP-MIB

Click the FC tab and check Zone Rejects, Zone Merge
Failures, Zone Merge Successes, Zone Default Policy
Change, and Zone Unsuppd Mode.

CISCO-ZS-MIB

次の通知はデフォルトでイネーブルになっています。

• entity fru

• license

• link ietf-extended

他の通知はすべて、デフォルトではディセーブルです。

有効化または次のレベルでサポートされるトラップを無効にすることができます。

•スイッチのレベル:スイッチのレベルでサポートされているMib内のすべてのトラップを
有効にする snmpサーバ有効にするトラップのコマンドを使用することができます。

•レベルの機能:機能レベルでトラップを有効にする機能名でsnmpサーバ有効にするトラッ
プのコマンドを使用できます。

switch =>snmp-server enable traps callhome ?
event-notify Callhome External Event Notification
smtp-send-fail SMTP Message Send Fail notification
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•個々のトラップ、snmpサーバ enableトラップコマンドは個々のレベルでトラップを有効
にするのに機能名で使用できます。

switch =>snmp-server enable traps callhome event-notify ?

The snmp-server enable traps CLI command enables both traps and informs, depending on how you
configured SNMP. Snmpサーバホストの CLIコマンドで表示される通知を参照してください。

（注）

個々の通知をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server enable traps fcdomain

指定された SNMP (fcdomain)通知を有効にします。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server enable traps

指定した SNMP通知をディセーブルにします。通知名を指定しないと、すべての通知がディ
セーブルになります。

通知対象ユーザの設定

SNMPv3インフォーム通知をSNMPマネージャに送信するには、スイッチ上で通知対象ユーザ
を設定する必要があります。

SNMPマネージャは、受信した INFORM PDUを認証および復号化するために、同じユーザ資
格情報をユーザのローカル設定データストアに持っている必要があります。

通知相手ユーザーを設定するには、次のコマンドを使用します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server user testusr auth md5 xyub20gh priv xyub20gh engineID
00:00:00:63:00:01:00:a1:ac:15:10:03
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指定のエンジン IDで、SNMPマネージャに対して指定のクレデンシャルを持つ通知相手ユー
ザーを設定します。

ステップ 3 switch(config)# no snmp-server user testusr auth md5 xyub20gh priv xyub20gh engineID
00:00:00:63:00:01:00:a1:ac:15:10:03

通知相手ユーザーを削除します。

The credentials of the notification target user are used for encrypting the SNMPv3 inform notification
messages to the configured SNMPmanager (as in the snmp-server host command).

スイッチの LinkUp/LinkDown通知の設定
NX-OSリリース 4.1(x)以前のバージョンを使用してスイッチの LinkUp/LinkDown通知を設定
するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server enable traps link

IETF拡張 LinkUp/LinkDown通知のみを有効にします（デフォルト）。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server enable traps link cisco

Cisco Systems定義の通知を有効にします。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server enable traps link ietf

IETF LinkUp/LinkDown通知のみ有効にします。

ステップ 5 switch(config)# snmp-server enable traps link ietf-extended

追加の変数バインドを持つ IETF拡張 LinkUp/LinkDown通知のみを有効にします（デフォル
ト）。

ステップ 6 switch(config)# snmp-server enable traps link ietf cisco

IETF（リンクアップ/リンクダウン）および Cisco Systems定義（cieLinkUp/cieLinkDown）の通
知を有効にします。

ステップ 7 switch(config)# snmp-server enable traps link ietf-extended cisco

追加の変数と Cisco Systems定義（cieLinkUp/cieLinkDown）の通知とともに、IEFT
（LinkUp/LinkDown）の通知を有効にします。

ステップ 8 switch(config)# no snmp-server enable traps link
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デフォルト設定に戻します（IETF拡張）。

IETFおよび IETF拡張の両方が有効になっている場合、show snmp trapsコマンドによ
り有効な状態で両方とも表示します。ただし、トラップとして IETF拡張ペイロード
で 1個のトラップのみ受信します。

（注）

スイッチの LinkUp/LinkDown通知の設定
NX-OS Release 4.2(1)以降を使用してスイッチの LinkUp/LinkDown通知を設定するには、次の
手順に従います。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server enable traps link extended-link

IETF拡張 linkUp通知を有効にします。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server enable traps link extended-linkDown

IETF拡張 linkDown通知を有効にします。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server enable traps link cieLinkDown

Cisco拡張リンク状態ダウン通知を有効にします。

ステップ 5 switch(config)# snmp-server enable traps link cieLinkUp

Cisco拡張リンク状態アップ通知を有効にします。

ステップ 6 switch(config)# snmp-server enable traps link connUnitPortStatusChange

FCMGMT接続性ユニット通知の全体ステータスを有効にします。

ステップ 7 switch(config)# snmp-server enable traps link delayed-link-state-change

遅延リンク状態の変更を有効にします。

遅延リンク状態トラップを無効にしてデバイスがポートダウンSNMPアラートをすぐに生成で
きるようにします。

• NX OS no system delayed-traps enable mode FXバージョン 6.2 (5)またはそれ以降では、コ
マンドを使用します。

• NX OS no snmp-server enable traps link delayed-link-state-changeバージョン 6.2 (7)以降で
は、コマンドを使用します。
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特定の NX-OSリリースバージョン間のアップグレードについて、遅延リンク状態ト
ラップが無効になっていることを確認します。Whenmigrating from an earlier release like
5.(x) or 6.1(x) or 6.2(x) to a release 6.2(7) and above, ensure that you explicitly disable the
delayed link state traps using no snmp-server enable traps link delayed-link-state-change
command.

（注）

ステップ 8 switch(config)# snmp-server enable traps link extended-linkDown

IETF拡張リンクステートダウン通知を有効にします。

ステップ 9 switch(config)# snmp-server enable traps link extended-linkUp

IETF拡張リンクステートダウン通知を有効にします。

ステップ 10 switch(config)# snmp-server enable traps link fcTrunkIfDownNotify

FCFEリンク状態のダウン通知を有効にします。

ステップ 11 switch(config)# snmp-server enable traps link fcTrunkIfUpNotify

FCFEリンク状態のアップ通知を有効にします。

ステップ 12 switch(config)# snmp-server enable traps link fcot-inserted

FCOT情報トラップを有効にします。

ステップ 13 switch(config)# snmp-server enable traps link fcot-removed

FCOT情報トラップを有効にします。

ステップ 14 switch(config)# snmp-server enable traps link linkDown

IETFリンク状態ダウン通知を有効にします。

ステップ 15 switch(config)# snmp-server enable traps link linkUp

IETFリンク状態アップ通知を有効にします。

ステップ 16 switch(config)# no snmp-server enable traps link

デフォルト設定に戻します（IETF拡張）。

インターフェイスの Up/Down SNMPリンクステートトラップの設定
デフォルトでは、SNMPリンクステートトラップがすべてのインターフェイスに対してイネー
ブルになっています。リンクの状態が Upと Downの間で切り替わるたびに、SNMPトラップ
が生成されます。

何百ものインターフェイスを装備したスイッチが多数存在し、それらの多くでリンクの状態を

モニタする必要がない場合があります。そのような場合には、リンクステートトラップをディ

セーブルにすることも選択できます。
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特定のインターフェイスの SNMPリンク状態トラップを無効にするには、次の手順に従いま
す。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# interface bay 6

SNMPリンク状態トラップを無効にするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 switch(config-if)# no link-state-trap

インターフェイスの SNMPリンクステートトラップをディセーブルにします。

ステップ 4 switch(config-if)# link-state-trap

インターフェイスの SNMPリンク状態トラップを有効にします。

エンティティトラップ（FRU）の設定
個々の SNMPトラップ制御を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 switch# configure terminal

コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ 2 switch(config)# snmp-server enable traps entity

個々の SNMPトラップ制御を有効にします。

ステップ 3 switch(config)# snmp-server enable entity_fan_status_change

エンティティファンステータスの変更を有効にします。

ステップ 4 switch(config)# snmp-server enable entity_mib_change

エンティティMIBの変更を有効にします。

ステップ 5 switch(config)# snmp-server enable entity_module_inserted

挿入するエンティティモジュールを有効にします。

ステップ 6 switch(config)# snmp-server enable entity_module_removed

削除するエンティティモジュールを有効にします。
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ステップ 7 switch(config)# snmp-server enable entity_module_status_change

エンティティモジュールステータスの変更を有効にします。

ステップ 8 switch(config)# snmp-server enable entity_power_out_change

エンティティの電源変更を有効にします。

ステップ 9 switch(config)# snmp-server enable entity_power_status_change

エンティティ電源の状態変更を有効にします。

ステップ 10 switch(config)# snmp-server enable entity_unrecognised_module

エンティティの認識されていないモジュールを有効にします。

これらすべてのトラップは、レガシー FRUトラップを行う必要があります。（注）

SNMPの設定の確認
SNMPのコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

目的コマンド

Displays the running configurationshow running-config

特定のインターフェイスのSNMPリンクステートトラップ設定を表示し
ます。

show interface

すべての通知とそのステータスを表示します。show snmp trap

表示には、SNMP情報、SNMP連絡先、ロケーション、およびパケット
の設定についてのカウンタが設定されています。

show snmp

For detailed information about the fields in the output from these commands, refer to the Cisco MDS 9000
Family Command Reference .

インターフェイスの Up/Down SNMPリンク状態トラップの設定
インターフェイスのSNMPリンク状態トラップを無効にするたびに、コマンドもシステムの実
行設定に追加されます。

To view the running configuration, use the show running-config command for the interface.

switch# show running-config
version 3.1(2)
....
interface bay5
interface bay6
no link-state-trap <-----command is added to the running configuration for the interface
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interface bay7...

To view the SNMP link-state trap configuration for a particular interface, enter the show interface
command.

switch# show interface bay 6
bay6 is down (Administratively down)

Hardware is Fibre Channel
Port WWN is 20:0b:00:05:30:01:70:2c
Admin port mode is auto, trunk mode is on
snmp link-state traps are disabled

Port vsan is 1
Receive data field Size is 2112
Beacon is turned off
5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
0 frames input, 0 bytes
0 discards, 0 errors
0 CRC, 0 unknown class
0 too long, 0 too short

0 frames output, 0 bytes
0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

SNMPトラップの表示
You can use the show snmp trap command to display all the notifications and their status.

switch# show snmp trap
--------------------------------------------------------------------------------
Trap type Enabled
--------------------------------------------------------------------------------
entity : entity_mib_change Yes
entity : entity_module_status_change Yes
entity : entity_power_status_change Yes
entity : entity_module_inserted Yes
entity : entity_module_removed Yes
entity : entity_unrecognised_module Yes
entity : entity_fan_status_change Yes
entity : entity_power_out_change Yes
link : linkDown Yes
link : linkUp Yes
link : extended-linkDown Yes
link : extended-linkUp Yes
link : cieLinkDown Yes
link : cieLinkUp Yes
link : connUnitPortStatusChange Yes
link : fcTrunkIfUpNotify Yes
link : fcTrunkIfDownNotify Yes
link : delayed-link-state-change Yes
link : fcot-inserted Yes
link : fcot-removed Yes
callhome : event-notify No
callhome : smtp-send-fail No
cfs : state-change-notif No
cfs : merge-failure No
fcdomain : dmNewPrincipalSwitchNotify No
fcdomain : dmDomainIdNotAssignedNotify No
fcdomain : dmFabricChangeNotify No
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rf : redundancy_framework Yes
aaa : server-state-change No
license : notify-license-expiry Yes
license : notify-no-license-for-feature Yes
license : notify-licensefile-missing Yes
license : notify-license-expiry-warning Yes
scsi : scsi-disc-complete No
fcns : reject-reg-req No
fcns : local-entry-change No
fcns : db-full No
fcns : remote-entry-change No
rscn : rscnElsRejectReqNotify No
rscn : rscnIlsRejectReqNotify No
rscn : rscnElsRxRejectReqNotify No
rscn : rscnIlsRxRejectReqNotify No
fcs : request-reject No
fcs : discovery-complete No
fctrace : route No
zone : request-reject1 No
zone : merge-success No
zone : merge-failure No
zone : default-zone-behavior-change No
zone : unsupp-mem No
port-security : fport-violation No
port-security : eport-violation No
port-security : fabric-binding-violation No
vni : virtual-interface-created No
vni : virtual-interface-removed No
vsan : vsanStatusChange No
vsan : vsanPortMembershipChange No
fspf : fspfNbrStateChangeNotify No
upgrade : UpgradeOpNotifyOnCompletion No
upgrade : UpgradeJobStatusNotify No
feature-control : FeatureOpStatusChange No
vrrp : cVrrpNotificationNewMaster No
fdmi : cfdmiRejectRegNotify No
snmp : authentication No

SNMPセキュリティ情報の表示
Use the show snmp commands to display configured SNMP information (see the following examples):

SNMPユーザー詳細

次の例の SNMPユーザー詳細：

switch# show snmp user
______________________________________________________________

SNMP USERS
______________________________________________________________
User Auth Priv(enforce) Groups
____ ____ _____________ ______
admin md5 des(no) network-admin
testusr md5 aes-128(no) role111

role222
______________________________________________________________
NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform)
______________________________________________________________
User Auth Priv
____ ____ ____
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testtargetusr md5 des
(EngineID 0:0:0:63:0:1:0:0:0:15:10:3)

SNMPコミュニティ情報

次の例では、SNMPコミュニティ情報を示します。

switch# show snmp community

Community Group / Access context
_________ ______________ _______
dcnm_user network-admin
admin network-admin

SNMPホスト情報

次の例では、SNMPホスト情報を示します。

switch# show snmp host
Host Port Version Level Type SecName
____ ____ _______ ______ ____ ______
171.16.126.34 2162 v2c noauth trap public
171.16.75.106 2162 v2c noauth trap public
...
171.31.58.97 2162 v2c auth trap public
...

The show snmp command displays counter information for SNMP contact, location, and packet
settings.このコマンドは、CiscoMDS 9000ファミリDCNM-SAN全体で使用されている
情報を提供します（システム管理設定ガイド、SANの Cisco DCNMを参照）。次の例
を参照してください。

SNMP情報

次の例では、SNMP情報を示します。

switch# show snmp
sys contact:
sys location:
1631 SNMP packets input

0 Bad SNMP versions
0 Unknown community name
0 Illegal operation for community name supplied
0 Encoding errors
64294 Number of requested variables
1 Number of altered variables
1628 Get-request PDUs
0 Get-next PDUs
1 Set-request PDUs

152725 SNMP packets output
0 Too big errors
1 No such name errors
0 Bad values errors
0 General errors
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Community Group / Access
--------- ------
public rw
______________________________________________________________

SNMP USERS
______________________________________________________________
User Auth Priv(enforce) Groups
____ ____ _____________ ______
admin md5 des(no) network-admin
testusr md5 aes-128(no) role111

role222
______________________________________________________________
NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform)
______________________________________________________________
User Auth Priv
____ ____ ____
testtargetusr md5 des
(EngineID 0:0:0:63:0:1:0:0:0:15:10:3)

SNMPエンジン IDの表示

次の例では、SNMPエンジン IDを示します。

switch# show snmp engineID
Local SNMP engineID: [Hex] 8000000903000DEC2CF180

[Dec] 128:000:000:009:003:000:013:236:044:241:128

SNMPセキュリティグループの情報

次の例では、SNMPセキュリティグループの情報を示します。

switch# show snmp group
groupname: network-admin
security model: any
security level: noAuthNoPriv
readview: network-admin-rd
writeview: network-admin-wr
notifyview: network-admin-rd
storage-type: permanent
row status: active
groupname: network-admin
security model: any
security level: authNoPriv
readview: network-admin-rd
writeview: network-admin-wr
notifyview: network-admin-rd
storage-type: permanent
row status: active
groupname: network-operator
security model: any
security level: noAuthNoPriv
readview: network-operator-rd
writeview: network-operator-wr
notifyview: network-operator-rd
storage-type: permanent
row status: active
groupname: network-operator
security model: any
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security level: authNoPriv
readview: network-operator-rd
writeview: network-operator-wr
notifyview: network-operator-rd
storage-type: permanent
row status: active

その他の参考資料
SNMPの実装に関する詳細情報については、次の各項を参照してください。

MIB

MIBのリンクMIB

MIBを検索およびダウンロードするには、次の URL
にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_technical_reference_list.html

• CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB
• CISCO-SNMP-VACM-EXT-MIB

SNMPの機能の履歴
表 3 : SNMPの機能の履歴 （28ページ）に、この機能のリリース履歴を示します。リリース
3.x以降のリリースで導入または変更された機能のみが表に記載されています。

表 3 : SNMPの機能の履歴

機能情報リリー

ス

機能名

新しい中央インフラ SNMP機能詳細を追加します。4.2(1)中央インフラ SNMP機能

作成または CLIからの SNMPユーザのパスワードを変更するために、コマ
ンド switch (config) # snmpサーバ user user1: role1 auth md5 0xab0211gh priv
0x45abf342 localizedkeyでから desを削除します。

3.3(1a)CLIからSNMPユーザーの設定
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