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このマニュアルについて
December 2007, OL-15724-01-J
このマニュアルでは、Cisco Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム ターミネー
ション システム）ルータでの SNMP（簡易ネットワーク プロトコル）の実装について説明します。
SNMP には、ルータの動作パラメータ値を設定および検索するための各種コマンドがあります。
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域に保存さ
れます。MIB はルータ コンポーネントを記述する各種オブジェクトを格納し、各コンポーネント
のステータスに関する情報を提供します。ここでは、このマニュアルの概要を以下のセクションで
説明します。
•

マニュアルの変更履歴（p.xvi）

•

対象読者（p.xxi）

•

マニュアルの構成（p.xxi）

•

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.xxii）
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このマニュアルについて
マニュアルの変更履歴

マニュアルの変更履歴
以下の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更、追加、修正内容を記録したものです。
この表には、変更に対応するマニュアルのリリース番号、リビジョン番号、変更した日付、および
変更点を示します。

Cisco IOS リリース

Cisco RF スイッチ
ファームウェア Version

Part Number

発行日

12.2(33)SCA

3.90

OL-15724-01-J

2008 年 2 月

変更の説明
•

Cisco RF スイッチにインストールされている Cisco RF スイッチ ファームウェア Version 3.90
は、Cisco IOS Release 12.3(21)BC 〜 Cisco IOS Release 12.2(33)SCA で使用するため、以下の点が
変更および拡張されています。
− アップデートされたファームウェア Version 3.90 では、Address Resolution Protocol（ARP; ア
ドレス解決プロトコル）キャッシュ処理の問題が解決し、ARP がタイムアウト後に必ず
アップデートされるようになっています。
− Version 3.90 では、目的のエコー モード設定に応じてクライアントとネゴシエートするた
めに Telnet サーバが拡張されています。ユーザは set telnet echo コマンドを使用してローカ
ル エコーの初期状態の設定を行うことができます。ただし、クライアントがエコーのオプ
ション ネゴシエーションをサポートする場合は、Telnet サーバはこの設定をバイパスして、
クライアント設定を使用できます。
− Version 3.90 では、転送の進行に応じたバイト数が表示されるように Trivial File Transfer
Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）が拡張されています。
− Version 3.90 では、Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）タス
クのプライオリティは、ネットワーク タスクのプライオリティよりも下になっています。
このリリース以降、ping コマンドのプライオリティは、interface コマンドのプライオリティ
より高くなっています。
− Version 3.90 では、Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）の完全検証が Flash コン
テンツに対して行われないように show version コマンドが修正されています。現バージョ
ンでは、ファイル ヘッダ コンテンツのみ検証されます。完全な CRC チェックを行うには、
show files コマンドを使用します。
− Version 3.90 では、RS スイッチは、CLI キーワードと一致するパスワードを許可できます。
バージョン 3.80 では、許可されず Invalid Syntax（構文が無効です）と表示されていました。
− Version 3.9 では、新しい IP スタックと互換性を保つために Real-Time Operating System
（RTOS）カーネルが更新されます。

•

L2VPN Support over Cable をサポートするために、第 3 章「MIB の仕様」に新しい MIB の
DOCSIS-L2VPN-MIB が追加されました。Business Services over DOCSIS（BSOD）CableLabs 仕
様をサポートするため、Cisco CMTS 上のレイヤ 2 VPN（L2VPN）Support over Cable により、ポ
イントツーポイントの Transparent LAN Service（TLS; 透過型 LAN サービス）が提供されます。
L2VPN サポートの主な機能は次のとおりです。
− ポイントツーポイントの L2VPN フォワーディング モードをサポートします。
− ケーブル モデム（CM）ごとに 4 つの VPN ID までサポートします。
− 同じ VPN ID に属する 1 つまたは複数の SF で、CM ごとに複数のアップストリーム サービ
ス フローをサポートします。
− Cisco CMTS ルータで 1 つまたは複数の L2VPN トンネルのトランキング ポートとして動作
する 1 つのイーサネット Network System Interface（NSI）をサポートします。
− CM のプライマリ Security Association Identifier（SAID）を使用した Baseline Privacy Interface
Plus（BPI+; ベースライン プライバシー インターフェイス プラス）暗号化をサポートしま
す。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

xvi

OL-15724-01-J

このマニュアルについて
マニュアルの変更履歴

− CM コンフィギュレーション ファイルおよび CM 登録の L2VPN エンコーディングをサ
ポートします（L2VPN エンコーディングを使用した REG-REQ）
。
− CM および SF 転送ごとのサポートのため、アップストリーム L2VN トンネルをサポートし
ます。
− PRE2 NSF/SSO および N+1 ライン カード冗長性の切り替え時の L2VPN データベースの同
期および復旧と、アップストリーム SF とダウンストリーム SF をサポートします。
− アップストリームおよびダウンストリームの Quality of Service（QoS; サービス品質）をサ
ポートします。
− スタックされた IEEE 802.1q タグをサポートします。
− 1 つの Embedded Service/Application Functional Entity（eSAFE）ホストの L2VPN トンネルの
トラフィックの除外をサポートします。
− Cable Modem Interface Mask（CMIM）およびプライオリティによるレイヤ 2 分類機能をサ
ポートします。
− CM 間または既存の VLAN ID 間の重複 VLAN ID などのプロビジョニング エラーの検知を
サポートし、対応するエラー メッセージにより CM をオフラインに設定します。
− 非 L2VPN トラフィックを他のトンネル トラフィックから分離して、同じ RF MAC ドメイ
ン上で L2VPN トラフィックと非 L2VPN トラフィックの共存をサポートします。
•

Cisco CMTS で Service Independent Intercept（SII）をサポートするために、第 3 章「MIB の仕様」
に 3 つの MIB（CISCO-TAP2-MIB、CISCO-IP-TAP-MIB、および CISCO-802-TAP-MIB）が新た
に追加されました。SII 機能は、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク
管理プロトコル）バージョン 3（SNMPv3）を使用して、Cisco uBR7246VXR および
Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータの現在の Lawful Intercept（LI; 合法的傍受）
機能を強化します。SII は、SNMPv3 を使用して、CPE ベースまたは CM ベースの MAC 傍受を
追加することで、Cisco IOS Release 12.2(33)SCA 上のこの LI 機能を拡張します。SII は、SNMPv3
によるデータ傍受を提供するように設計されています。一方、PacketCable 傍受は Common Open
Policy Service（COPS）インターフェイスを使用した音声 IP 傍受向けに設計されています。SII
の主な機能は次のとおりです。
− 複数の Law Enforcement Agency（LEA; 法執行機関）が、互いを感知することなく、同じ
ターゲットに対して LI を実行できます。
− ルータの加入者サービスに影響を与えません。
− ターゲットは合法的傍受を検知できません。
− LEA はサービス プロバイダに通知しなくても LI を実行できます。
− SNMPv3、および View-based Access Control Model（SNMP-VACM-MIB）およびユーザ ベー
ス セキュリティ モデル（SNMP-USM-MIB）などのセキュリティ機能を使用して、LI の情
報およびコンポーネントへのアクセスを制限できます。
− レイヤ 1 およびレイヤ 3 トラフィックの通信傍受をサポートします。
− アップストリームおよびダウンストリームのトラフィックのレイヤ 2 通信傍受をサポート
します。
− LI に関する情報へのアクセスを、最高特権を持つユーザのみに限定できます。管理者は、
特権ユーザが LI 情報にアクセスできるように、アクセス権を設定する必要があります。
− 2 つのセキュア インターフェイスを使用して、傍受を実行できます。1 つは通信傍受を設
定するインターフェイス、もう 1 つは傍受したトラフィックを Mediation Device（MD; メ
ディエーション デバイス）に送信するインターフェイスです。
− Packet Intercept（PI）と共存させることができます。PacketCable 環境で PI をサポートして
音声傍受を行うには、CMTS で PacketCable 操作をイネーブルにして、それ以外の関連する
PacketCable 設定を必要に応じて実行する必要があります。
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Cisco IOS リリース

Cisco RF スイッチ
ファームウェア Version

Part Number

発行日

12.3(21)BC

3.80

OL-4952-06

2007 年 8 月

変更の説明
Cisco RF スイッチにインストールされている Cisco RF スイッチ ファームウェア Version 3.80 は、
Cisco CMTS 上で Cisco IOS Release 12.3BC を使用するため、Cisco RF スイッチ における SNMP MIB
に対し、以下の変更点および拡張をサポートしています。
•

SNMP MIB の get および set 変数は、AdminState MIB モジュールのキャッシュに保存できます。
SNMP キャッシュは、system-level set snmp cache ファームウェア コマンドを使用して、ディ
セーブルにしたり、再度イネーブルにしたりすることができます。このコマンドの設定は、Cisco
RF スイッチの NVRAM に格納されます。

•

Cisco RF スイッチ ファームウェア Version 3.80 では、Cisco CMTS のキャッシングを制御するた
めに新規 MIB object identifier（OID; オブジェクト ID）が追加されています。このようにキャッ
シングを制御するには、SNMP オブジェクト nruCacheSnmpData を使用します。これは、OID
1.3.6.1.4.1.6804.2.1.1.9 の読み取り / 書き込み整数です。

•

3 つのシステムレベル Cisco RF スイッチ ファームウェア コマンドは、次のキャッシング機能
およびオプションを反映するために導入または拡張されました。
− set snmp cache
− show config
− show module

コマンドの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Release Notes for Cisco RF Switch Firmware, Version 3.80』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2929/prod_release_note09186a00807d75e8.html#wp
959631
Cisco IOS リリース

Part Number

発行日

12.3(21)BC

OL-4952-05

2007 年 2 月

変更の説明
•

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB は、Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータでサ
ポートされています。Cisco Wideband Protocol は、複数の接合 RF チャネルを構成するダウン
ロード ワイドバンド チャネルをサポートします。

（注） CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB は uBR100012 CMTS ルータ上のみでサポートされて
おり、DOCSIS 3.0 標準をサポートする Cisco 専用 MIB です。

− 新規ワイドバンド共有ポート アダプタ カード、SPA-24XWBD-SFP サポート、OID
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.2.145 で ENTITY-MIB がアップデートされました。ENTITY-MIB の共
有ポート アダプタ物理エンティティおよび値については、「Cisco uBR100012
SPA-24XWBD-SFP 共有ポート アダプタ」
（p.3-71）を参照してください。
− インターフェイス ワイドバンド管理サポート用に IF-MIB がアップデートされました。
− ファイバ ノード用の設定とトポロジ情報を提供する ccwbFiberNodeTable が追加されまし
た。「CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB」（p.3-16）を参照してください。
− ワイドバンド ケーブル トラップ サポートで「シスコ SNMP 通知」
（p.4-4）がアップデート
されました。
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•

CM および CPE 情報を問い合わせる可能性のある新規テーブル オブジェクトによって
「CISCO-DOCS-EXT-MIB」
（p.3-25）が拡張されました。

•

DOCS-QOS-MIB で SNMP 拡張をサポートするために、テーブル（docsQosParamSetEntry、
docsQosServiceFlowEntry、docsQosServiceFlowStatsEntry、docsQosPHSEntry、
docsQosPktClassEntry、docsQosUpstreamStatsEntry）が追加されました。この拡張により、大規
模システムで CPU の消費が大幅に低下して、QoS MIB クエリー時間が大幅に改善されます。

•

SNMP クエリーを使用してスペクトル グループ情報の検索をサポートするために、新規テーブ
ルおよびオブジェクトによって「CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB」
（p.3-14）が拡張されました。

•

Unique Device Identifier（UDI; 固有デバイス識別情報）用に Cisco CMTS プラットフォーム サ
ポートがアップデートされました。電子的に格納された識別情報のある任意のシスコ製品から
の情報を表示する UDI 標準のサポートが追加されました。
「ENTITY-MIB の概要」
（p.3-73）を
参照してください。

•

課金パッケージの送信元インターフェイスの指定に使用される ccmtrCollectionSrcIfIndex オブ
ジェクトで、CISCO-CABLE-METERING-MIB がアップデートされました。

•

docsIfCmtsChannelUtilizationInterval オブジェクトが DOCS-IF-MIB に追加されました。このオブ
ジェクトは、アップストリームおよびダウンストリーム物理チャネルのロード / 使用率を評価
するメカニズムをオペレータに提供します。この情報は、容量計画とインシデント分析に使用
でき、特に上限値 QoS のプロビジョニングに便利です。

•

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB の uBR10012 および uBR7246VXR ルータ プラット
フォームのサポートが追加されました。

（注） Cisco CMTS のアドミッション制御の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a
00804d2537.html

Cisco IOS リリース

Part Number

発行日

12.3(17a)BC2

OL-4952-04

2006 年 7 月

変更の説明
• 「DOCS-DSG-IF-MIB」
（p.3-61）が追加されました。
•

ケーブル トラップ、「ケーブル MIB 関連の通知」
（p.4-17）が追加されました。

•

DOSCS-DSG-IF-MIB 検証能力の説明が追加されました。「DOCS-DSG-IF-MIB 検証の要件」
（p.A-46）を参照してください。

•

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB がケーブル ラインカードでサポートされています。

•

ケーブル トラップが追加されました。
「ケーブル MIB 関連の通知」
（p.4-17）を参照してくださ
い。

• 「DOCS-IF-MIB」（p.3-57）が draft-ietf-ipcdn-docs-rfmibv2-04.txt にアップデートされました。
• 「IF-MIB」
（p.3-78）が ifTable 内のサブインターフェイスをサポートしました。
•

ダイナミック共有秘密機能用に「CISCO-DOCS-EXT-MIB」
（p.3-25）がアップデートされました。
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Cisco IOS リリース

Part Number

発行日

12.3(17a)BC

OL-4952-03

2006 年 2 月

変更の説明
•

ケーブル固有 MIB のテーブル（表 3-2 [p.7] ）が追加されました。

•

付録 C「Cisco IOS Release 12.1(20)EC および IOS Release 12.3(9a)BC でサポートされる CMTS
MIB」が追加されました。表には、以下のユニバーサル ブロードバンド ルータの過去のリリー
スでサポートされている MIB が掲載されています。
− CiscoIOS Release 12.1(20)EC の Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ
− CiscoIOS Release 12.3(9a)BC の Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ
− CiscoIOS Release 12.3(9a)BC1 の Cisco uBR10012
− CISCO-AAA-SERVER-MIB
− CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
− CISCO-ENTITY-EXT-MIB
− CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

•

以下の MIB がアップデートされました。
− CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB — この MIB は、CiscouBR10012 ルータでサポートされて
います。
− CISCO-DOCS-EXT-MIB — すべてのケーブル モデムが割り当てられた DOCSIS コンフィ
ギュレーション ファイルの使用を保証するダイナミック共有秘密（DMIC）機能をサポー
トしています。これにより、サービス盗難試行から加入者が保護され、コンフィギュレー
ション ファイルの盗難や不正ダウンロードからオペレータが保護されます。
− ENTITY-MIB
− CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB — OID がアップデートされました。
− CISCO-ENVMON-MIB
− CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB 通知。「ケーブル MIB 関連の通知」（p.4-17）を参照して
ください。
− DOCS-QOS-MIB — ロード バランシング用に MIB オブジェクト情報が DCC をサポートす
るようにアップデートされました。

•

第 4 章「通知の監視」がアップデートされました。以下の情報が追加されました。
− 概要 — イベントの示す内容
− 考えられる原因 — 何が通知の原因になったのか
− 推奨処置 — 特定の通知が発生したときに実行すべきことに関する推奨事項

•

使用状況に基づく課金サポート機能がセクション「使用状況ベースの課金」
（p.A-41）に追加さ
れました。この機能は、Cisco uBR7246VXR および Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバン
ド ルータで導入されました。
サポートする機能には、新しい CISCO-CABLE-METERING-MIB が含まれており、Subscriber
Account Management Interface Specification（SAMIS）形式で加入者アカウントと課金情報を提供
するオブジェクトで構成されています。
Cisco CMTS の使用状況に基づく課金機能の詳細については、
以下の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801ef1d7.html
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このマニュアルについて
対象読者

Cisco IOS リリース

Part Number

発行日

12.3(9a)BC

OL-4952-02

2004 年 9 月（リビジョン表はありません）
。Cisco CMTS ルータ用
の Cisco IOS Release 12.1(20)EC および CiscoIOS Release 12.3(9a)BC
に含まれている MIB の一覧については、付録 C「Cisco IOS Release
12.1(20)EC および IOS Release 12.3(9a)BC でサポートされる CMTS
MIB」を参照してください。

12.1(20)EC

対象読者
このマニュアルは、ルータの設定およびネットワーク上でのパフォーマンス モニタを担当するシス
テム管理者およびネットワーク管理者が対象です。
また、ルータ用の管理アプリケーションの開発を担当するアプリケーション開発者にも、このマ
ニュアルが役に立ちます。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の各章で構成されています。
•

第 1 章「Cisco CMTS ルータ MIB の概要」では SNMP の概要を説明し、Cisco CMTS ルータに
実装された SNMP について説明します。

•

第 2 章「SNMP および MIB サポートの設定」では、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、ソフトウェア イメージに含まれている個々の MIB について説明
します。ルータへの MIB の実装による制約事項がある場合には、それについても併記します。

•

第 4 章「通知の監視」では、ルータでサポートされる SNMP トラップおよび通知機能について
説明します。

•

付録 A「Cisco CMTS MIB の使用」では、ルータ上で行う一般的な作業の方法を説明します。

•

付録 B「MIB オブジェクトと CLI の show コマンドの関係」では、よく使用する MIB のオブ
ジェクトと対応するケーブル関連の show コマンドの対照表を示します。

•

付録 C「Cisco IOS Release 12.1(20)EC および IOS Release 12.3(9a)BC でサポートされる CMTS
MIB」には、従来の IOS リリースからの Cisco CMTS MIB の一覧があります。

•

glossary — 用語集には、用語とその定義があります。
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ
ガイドライン
マニュアルの入手方法、サポートの取得、セキュリティ ガイドラインに関するフィードバックの提
供、セキュリティ ガイドラインに関する情報、および推奨するエイリアスと一般的なシスコ マニュ
アルについては、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参
照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

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）のドキュ
メント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
トのドキュメント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/
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C H A P T E R

1

Cisco CMTS ルータ MIB の概要
この章では、Cisco Cable Modem Termination System（CMTS; ケーブル モデム ターミネーション シ
ステム）ルータの概要を説明します。この章の内容は次のとおりです。
•

MIB の説明（p.1-2）

•

MIB 拡張の利点（p.1-3）

•

MIB の従属関係（p.1-3）

•

MIB タイプ（p.1-4）

•

オブジェクト ID（p.1-5）

•

SNMP の概要（p.1-6）

•

関連情報およびリンク（p.1-10）
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MIB の説明

MIB の説明
MIB は、SNMP マネージャによって管理できる情報の集合です。MIB の各オブジェクトは、IETF
などの機関によって定義された Object Identifier（OID; オブジェクト ID）によって編成および識別
されます。シスコが実装する SNMP は、RFC 1213 に記述されている MIB II の定義に準拠した MIB
を使用しています。
オブジェクトは、物理デバイス（ラインカード、クロック カード、共有ポート アダプタなど）
、ソ
フトウェア パラメータ（IP アドレス、動作モードなど）
、または実行時の統計情報（送信パケット
数、温度など）を参照できます。装置に同じタイプのオブジェクトが複数含まれる場合、OID の末
尾に一意のインスタンス番号が付加されるので、SNMP マネージャおよびエージェントは個々のオ
ブジェクトを区別することができます。
MIB には、次の 2 種類の管理オブジェクトを含めることができます。
•

スカラ オブジェクト — 単一のオブジェクト インスタンスを定義します（IF-MIB の ifNumber
や BGP4-MIB の bgpVersion など）。

•

テーブル オブジェクト — MIB テーブルにまとめられた、相互に関連性のある複数のオブジェ
クト インスタンスを定義します（たとえば、IF-MIB の ifTable は、ルータ上のインターフェイ
スを定義します）。MIB テーブルの各行で、特定のオブジェクトのすべてのパラメータ（IP ア
ドレス、クロック速度、ポート数など）が定義されます。SNMP マネージャは 1 つの要求で、
1 つの行の全情報を読み取ったり設定したりすることができます。
通常、テーブルの各行は一意のインデックス番号によって識別されます。このインデックスは
テーブルに応じて、物理的な属性（シャーシのスロット番号、カードのポート番号など）を反
映していることも、
（エラー メッセージやパケット統計をリストするテーブルのように）任意
の番号であることもあります。
各行には、行の作成、アクティブ化、非アクティブ化、または削除を表すステータス オブジェ
クトもあります。SNMP マネージャが新しい行を作成した時点では、行のステータスは通常
create に設定され、そのあとで必要なパラメータが入力されます。SNMP エージェントは SNMP
マネージャが行のステータスを activate に設定してから、その行のオブジェクトを使用します。
このように、SNMP マネージャが行の作成を終了し、必要なパラメータをすべて入力してから
でないと、SNMP エージェントはその行のパラメータを使用しないようになっています。
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MIB 拡張の利点

MIB 拡張の利点
Cisco CMTS uBR ルータ拡張管理機能により、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネッ
トワーク管理プロトコル）を通じてルータを管理することができるようになりました。この機能は、
ルータに含まれる MIB（Management Information Base; 管理情報ベース）の数を増やします。
Cisco CMTS uBR ルータ拡張管理機能を使用すると、次のことが可能になります。
•

SNMP ベースの NMS（Network Management System; ネットワーク管理システム）を通じた Cisco
CMTS ルータ リソースの管理と監視

•

Cisco CMTS uBR ルータ MIB 内の情報にアクセスするための SNMP set および get 要求の使用

•

インベントリ管理などの機能を実行するのに必要な時間とシステム リソースの削減

その他の利点には、次のようなものがあります。
•

ルータの障害とパフォーマンスをモニタリングするための標準ベース技術（SNMP）

•

すべての SNMP バージョン（SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3）のサポート

•

サービスに影響のある障害、アラーム、状態の通知

•

CLI（コマンドライン インターフェイス）以外を使用したルータ情報へのアクセス方法

MIB の従属関係
SNMP 仕様では、高度に構造化された階層形式で MIB が定義されています。この階層構造で下位
の MIB は、上位の MIB によって定義されたオブジェクトを使用します。各 MIB には「IMPORTS」
という名前のセクションがあり、その MIB が使用する、他の MIB によって定義済みのオブジェク
トがリストされます。
たとえば、ルータ インターフェイスの標準オブジェクトを定義する IF-MIB の場合、次の IMPORT
ブロックを使用しています。
IMPORTS
MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Counter32,
Integer32, TimeTicks, mib-2,
NOTIFICATION-TYPE
TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString,
PhysAddress, TruthValue, RowStatus,
TimeStamp, AutonomousType, TestAndIncr
MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP,
NOTIFICATION-GROUP
snmpTraps
IANAifType

Gauge32, Counter64,
FROM SNMPv2-SMI

FROM SNMPv2-TC
FROM SNMPv2-CONF
FROM SNMPv2-MIB
FROM IANAifType-MIB;

上記の例では、SNMPv2-SMI、SNMPv2-TC、SNMPv2-CONF、SNMPv2-MIB、および IANAifType-MIB
の各 MIB によって定義されたオブジェクトを IF-MIB が使用しています。SNMP 管理ソフトウェア
で IF-MIB を使用するには、これら他の MIB もロードする必要があります。
通常、大部分の SNMP マネージャは MIB の IMPORT ブロックを使用して、MIB をロードする順序
を自動的に判断します。ただし、手動で MIB をロードする場合には、適切な順序でロードする必
要があります。
MIB 間の従属関係を調べるには、Cisco IOS MIB Tool ページの SNMP Object Navigator に入っている
「View and Download MIBs」ツールを使用します。MIB Locator の URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/go/mibs
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MIB タイプ

MIB タイプ
Cisco CMTS の MIB は、次のカテゴリに大別されます。
•

SNMP 標準 MIB — SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 仕様に含まれ、SNMP ネットワーク
管理をサポートするすべてのエージェントでサポートされます。これらの MIB は、SNMP 管理
のフレームワークを提供し、一般的なオブジェクトおよびインターフェイスを定義します。

•

インターネット標準 MIB — IP、TCP、Internet Control Message Protocol（ICMP）など、よく使
用するプロトコルに関する情報を示すオブジェクトの汎用的な定義を提供します。これらの
MIB は通常、IETF によって Internet-Draft および Request for Comments（RFC）として定義され
ています。

•

シスコ製プラットフォームおよびネットワークレイヤ エンタープライズの MIB — シスコ製プ
ラットフォーム固有の情報を提供します。関連情報を追加して標準 MIB の機能を拡張する MIB
や、シスコ製プラットフォームの固有の機能に関する情報を提供する MIB があります。通常、
MIB の特定の機能を実装しているすべてのシスコ製プラットフォームで、共通のシスコ固有の
MIB が使用されています。Cisco IOS ソフトウェアで、関連する機能がアップデートされると、
これらの MIB も通常アップデートされます。

•

ケーブル固有 MIB — ケーブル インターフェイスに関する情報および Cisco CMTS プラット
フォームの関連情報を提供します。これらの MIB は、次のサブカテゴリに分類されます。
− DOCSIS 準拠 MIB — DOCSIS 仕様を作成し管理している CableLabs によって定義された
MIB です。DOCSIS 仕様が完成した時点で、これらの MIB も IETF に提出され、最終的に
RFC として公開されます。CableLabs では、DOCSIS Set-Top Gateway（DSG）など他の追加
ケーブル サービスの仕様も作成中なので、これらの MIB にはその他のサービスも含まれ
る可能性があります。
− シスコ固有のケーブル MIB — シスコ製プラットフォーム固有の機能に対応する DOCSIS
MIB を拡張します。

•

廃止された MIB — 以前のリリースの Cisco IOS ソフトウェアでサポートされていましたが、よ
り標準的で拡張性の高い MIB に置き換えられました。廃止された MIB は予告なく削除される
場合があるので、ネットワーク管理アプリケーションおよびスクリプトは、なるべく早く新し
い MIB に変換する必要があります。
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オブジェクト ID

オブジェクト ID
Object Identifier（OID; オブジェクト ID）は、管理対象のルータまたはその他のネットワーク装置上
の MIB オブジェクトを一意に識別します。すべての OID は階層型に編成され、最上位の OID は
IETF、ISO、ITU などの標準化機構によって割り当てられます。下位の OID は、個々のベンダー
（シスコシステムズなど）によって割り当てられます。
OID のレベルごとに、番号および名前の両方が割り当てられます。OID は階層構造になっているの
で、OID の形式（番号と名前）を簡単に変換することができます。
たとえば、すべてのベンダーが使用する SNMP 標準 MIB は、通常「1.3.6.1.2.1」で始まります。こ
れは次のように変換されます。
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1)
ベンダー固有の MIB は通常、
「1.3.6.1.4.1」で始まる OID を使用します。これは次のように変換さ
れます。
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1)
シスコにはその次の OID として「9」が割り当てられています。したがって、シスコ製プラット
フォーム固有の項目の OID は、一般に「1.3.6.1.4.1.9」で始まります。
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).cisco(9)
上記の OID はいずれも、番号および名前の形式を一緒に記載しています。通常は、各レベルの名前
または番号のいずれか一方だけを使用します。ただし、同じ OID の中で名前と番号を混在させるこ
とができます。たとえば、シスコ固有の最上位の OID は、「1.3.6.1.4.1.cisco」または
「iso.org.dod.internet.private.enterprises.9」と表記することもできます。
OID の形式（名前および番号）を変換したり、OID ツリーにおける特定の OID の位置を確認したり
するには、Cisco IOS MIB Tools ページの SNMP Object Navigator を使用します。MIB Locator の URL
は次のとおりです。
http://www.cisco.com/go/mibs
特定の MIB に含まれるオブジェクトおよび OID の全リストを入手するには、次の URL からテキス
ト ファイルをダウンロードできます。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/oid/
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SNMP の概要

SNMP の概要
Cisco CMTS ルータは、SNMP を使用して管理することができます。SNMP は、ネットワーク上の
装置を監視および管理するための標準フレームワークと共通言語を提供するアプリケーション レ
イヤ プロトコルです。SNMP フレームワークには、次の主要部分があります。
•

SNMP マネージャ — SNMP コマンド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
するシステム。最も一般的な管理システムは NMS と呼ばれ、ネットワーク管理専用の独立型
装置、またはネットワーク管理アプリケーションを実行するワークステーションのいずれかを
使用します。無料で利用できる簡素なコマンドライン アプリケーションから、洗練された GUI
（グラフィカル ユーザ インターフェイス）を備えた機能豊富な市販製品まで、さまざまなネッ
トワーク管理アプリケーションがあります。

•

SNMP エージェント — 管理対象の装置上のソフトウェア コンポーネントで、SNMP データを
維持し、SNMP マネージャと通信します。エージェントは通常、1 つまたは複数の特定の SNMP
マネージャにのみ応答するように設定し、権限のないユーザが装置にアクセスできないように
します。Cisco CMTS では、Cisco IOS ソフトウェアが SNMP エージェント ソフトウェアを実行
します。ただし CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用してイネーブルにしないかぎ
り、SNMP エージェントはアクティブにはなりません。

•

MIB（管理情報ベース）— SNMP で管理するオブジェクトは、構造化形式の ASCII テキスト
ファイルである MIB で定義します。業界全体でベンダー各社が使用する標準 MIB は、Internet
Engineering Task Force（IETF）および CableLabs などの機関によって作成および管理されてい
ます。シスコなどのベンダーも、自社製のプラットフォームおよび機能を管理するためのベン
ダー固有 MIB を作成しています。Cisco CMTS では、Cisco IOS ソフトウェア イメージに MIB
が組み込まれています。通常、Cisco IOS ソフトウェアのリリースごとに新しい MIB または変
更された MIB が含まれます。

SNMP マネージャは、次のようにして SNMP エージェントと通信します。
•

GET 要求 — SNMP マネージャはエージェントに GET 要求を送信し、装置から情報を取得しま
す。マネージャは、単独の GET 要求を使用してこの情報の 1 オブジェクトを一度に取得するこ
とができます。

•

SET 要求 — SNMP マネージャはエージェントに SET 要求を送信し、装置を設定します。単独
の SET 要求で一度に 1 アイテムずつ設定することも、BULK-SET 要求を使用して複数のパラ
メータを設定することもできます。

•

通知 — SNMP エージェントは（使用する SNMP バージョンに応じて）トラップまたはイン
フォーム メッセージを使用して、マネージャに特定のイベントが発生したことを非同期的に通
知します。エージェントが送信すべきトラップとインフォームのタイプは、ネットワーク管理
者が設定します。トラフィック統計などの情報メッセージから、カード障害などのクリティカ
ルな状況やエラーを警告する重要なメッセージまで、さまざまなタイプがあります。

SNMP の通知
SNMP エージェントは、次のような重要なシステム イベントが発生したときに、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

エージェントはアラーム状態を検知すると、次の動作を行います。
•

その状態の発生時刻、タイプ、および重大度の情報を記録します。

•

通知メッセージを生成し、所定の 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確認応答を必要としない、信頼性の低いメッセージ。
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•

インフォーム — SNMP マネージャが応答するまでメモリに保管される、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 リソースを多く使用します。

シスコが実装した SNMP では、RFC 1215 に記述された SNMP トラップの定義が使用されています。
エージェントがアラーム状態を検出すると、その発生時刻、タイプ、および重大度に関する情報を
記録し、通知メッセージを生成して所定の IP ホストに送信します。SNMP 通知は、トラップまた
はインフォームのいずれかで送信できます。Cisco CMTS uBR ルータ SNMP 通知をトラップまたは
イ ン フ ォ ー ム の ど ち ら に す る か を 指 定 す る に は、snmp-server host コ マ ン ド を 使 用 し ま す。
Cisco CMTS uBR ルータ通知の詳細は、第 4 章「通知の監視」を参照してください。

SNMP バージョン
Cisco IOS ソフトウェアは、次の SNMP バージョンをサポートしています。
•

SNMPv1 — SNMP。RFC 1157 に定義された完全なインターネット規格です。セキュリティはコ
ミュニティ ストリングに基づきます。

•

SNMPv2c — SNMPv2 用のコミュニティ ストリングに基づく管理フレームワーク。SNMPv2c
は、SNMPv2c（SNMPv2 クラシック）のプロトコル動作およびデータ タイプを更新したもので
あり、SNMPv1 のコミュニティ ベースのセキュリティ モデルを採用しています。また、
SNMPv2c
は 64 ビット カウンタのサポートを追加しています。

•

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、装置への安
全なアクセスを提供します。
− メッセージ整合性 — パケットが送信中の改ざんを防止します。
− 認証 — メッセージが有効な送信元から発信されたものである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、不正に傍受されないようにします。

ヒント

セキュリティ機能の優秀性という理由から、できるだけ SNMPv3 を使用することを推奨します。

SNMPv1 および SNMPv2c
SNMPv1 および SNMPv2c は、
両方ともコミュニティ ベースのセキュリティを使用しています。エー
ジェントの MIB にアクセスできる管理者のコミュニティを、
IP アドレスの Access Control List（ACL;
アクセス コントロール リスト）およびパスワードで定義します。
SNMPv2c サポートには、検索メカニズムと、管理ステーションへの詳細なエラー メッセージ レ
ポート機能が含まれています。検索メカニズムは、テーブルおよび大量情報の検索に対応し、伝送
に必要な往復回数を減らします。
SNMPv2c は、エラー処理のサポートを改善しています。SNMPv1 がすべてのエラー条件を単一の
エラー コードで報告していたのに対し、SNMPv2c には、各種のエラー タイプを使用してエラー状
況の種類を区別する、拡張エラー コードが含まれています。
また、SNMPv2 は次の 3 タイプの例外を報告します。
•

no such object 例外

•

no such instance 例外

•

end of MIB view 例外
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SNMPv3
SNMPv3 は、暗号化を使用し、セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベルを定義することに
よって、SNMP 通信のセキュリティを改善しています。
•

暗号化 — SNMPv3 は、Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）など業界標準のいくつ
かの暗号化規格に対応しています。

•

セキュリティ モデル — ユーザおよびユーザが所属するグループに関する認証ストラテジー。
組織のセキュリティ構造およびニーズに応じて、ユーザごとに異なるセキュリティ モデルを割
り当てることができます。

•

セキュリティ レベル — 1 つのセキュリティ モデルで許容されるセキュリティのレベル。
SNMPv1 および SNMPv2c では、read-only および read − write という 2 つのセキュリティ レベ
ルのみを使用していました。SNMPv3 では、ユーザ別に権限レベルをカスタマイズできる機能
が強化されています。

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 モデルおよびレベル
表 1-1 に、各種の SNMP バージョンで提供されるセキュリティ モデルおよびレベルを示します。
表 1-1

SNMP セキュリティ モデルおよびレベル

モデル

レベル

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
マッチングを使用

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
マッチングを使用

v3

noAuthNoPriv ユーザ名

なし

認証にユーザ名のマッチングを使
用

認証

暗号化

説明

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

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）規格に基づく
DES 56 ビット暗号化機能も提供

SNMP エージェントは、管理ステーションがサポートしている SNMP バージョンを使用するように
設定する必要があります。1 つのエージェントが複数のマネージャと通信する場合があります。そ
のため、ある管理ステーションとの通信には SNMPv1 プロトコルを使用し、別の管理ステーション
との通信には SNMPv2c、あるいは SNMPv3 を使用するように Cisco IOS ソフトウェアを設定するこ
とができます。

（注）

セキュリティの大幅な改善という理由から、すべての SNMP アプリケーションに SNMPv3 を使用
することを推奨します。さらに、SNMPv3 は、SNMPv1 でサポートされていない 64 ビット カウン
タをサポートしています。SNMPv1 を使用する場合、64 ビット カウンタとして定義されているオ
ブジェクトは表示できません。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

1-8

OL-15724-01-J

第1章

Cisco CMTS ルータ MIB の概要
SNMP の概要

RFC
MIB モジュールは通常、公式の討論および承認のため、IETF に提出済みの Request For Comment
（RFC; コメント要求）文書で定義されています。RFC は、インターネット協会およびインターネッ
ト コミュニティ全体で検討することを目的として、個人またはグループが作成します。
RFC ステータスに達する前に、Internet Draft（I-D）文書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）というラベルが付けられます。詳細については、インター
ネット協会および 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、シスコ製の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、このマニュアルで特に明記しないかぎり、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。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

1-9

第1章

Cisco CMTS ルータ MIB の概要

関連情報およびリンク

関連情報およびリンク
次の URL にアクセスすると、Cisco MIB の全般的な情報を入手することができます。これらのリン
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）
にアクセスしたりすることができます。
•

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

•

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

Cisco テクニカル サポート情報および FAQ
次の URL にアクセスすると、シスコの Technical Assistance Center（TAC）が作成した SNMP に関す
る情報を入手することができます。
•

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/tk605/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html：
SNMP の Cisco テクニカル サポート ページです。SNMP に関する一般的な情報へのリンクと、
SNMP によるデータ収集のヒントが記載されています。

•

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibs_9226.shtml：Cisco MIB に関する Frequently
Asked Questions（FAQ; よくある質問）のリストです。

•

http://www.cisco.com/warp/customer/109/cable_snmp_faq.shtml：DOCSIS ケーブル ネットワーク上
での SNMP の使用に関する 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 の設定情報を入手することができます。
•

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/prod_configuration_guide09186a008017d578.h
tml：SNMP サ ポ ー ト を 設 定 す る た め の 手 順 を 紹 介 し て い ま す。こ の 情 報 は、
『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Configuration Guide』Release 12.3 の「System Management」の一部です。

•

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_command_reference_book09186a008
017d0a2.html：SNMP コ マ ン ド に 関 す る 情 報 を 紹 介 し て い ま す。こ の 情 報 は、『Cisco IOS
Configuration Fundamentals Command Reference』Release 12.3 の「System Management」の一部です。

Cisco CMTS のマニュアル
Cisco CMTS ルータのケーブル固有のパラメータの設定については、次のマニュアルで記載してい
ます。
• 『Cisco Broadband Cable Command Reference Guide』：次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/prod_command_reference09186a00801a3a75.h
tml
• 『Cisco CMTS Feature Guide』：次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/products_feature_guide09186a00801a3ba8.html
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仕様および規格
ここでは、DOCSIS ケーブル ネットワークで使用する規格および仕様を示します。これらの規格の
一部は、DOCSIS ネットワークに必要な MIB、およびネットワーク管理のその他の側面を定義しま
す。

（注）

これらの規格の多くは SNMP 動作に直接影響するわけではなく、SNMP を通じて監視および管理す
るテーブルおよびオブジェクトを解釈するために理解しておく必要のある動作モードおよびパラ
メータを定義しています。

規格1

名称

DOCSIS 仕様 — これらの仕様は、DOCSIS ケーブル ネットワーク上での CMTS および Cable Modem（CM; ケーブル モ
デム）プラットフォームの動作を記述しています。
ANSI/SCTE 22-1 200

Data-over-Cable Service Interface Specifications 1.0 Radio Frequency Interface, version
1.0

SP-RFIv1.1-I09-020830

Data-over-Cable Service Interface Specifications Radio Frequency Interface
Specification, version 1.1

SP-RFIv2.0-I03-021218

Data-over-Cable Service Interface Specifications Radio Frequency Interface
Specification, version 2.0

SP-OSSIv2.0-I03-021218

Data-over-Cable Service Interface Specifications Operations Support System Interface
Specification, version 2.0

SP-BPI+-I09-020830

Data-over-Cable Service Interface Specifications Baseline Privacy Plus Interface
Specification, version 2.0

CableHome 仕様 — これらの仕様は CMTS プラットフォームには実装しませんが、CM および CPE 装置の動作を理解す
るのに役立ちます。
CH-SP-MIB-QOS-I03-040129

CableHome QOS MIB Specification

CH-SP-MIB-CAP-I05-040129

CableHome CAP MIB Specification

CH-SP-MIB-CDP-I05-040129

CableHome CDP MIB Specification

CH-SP-MIB-CTP-I05-040129

CableHome CTP MIB Specification

CH-SP-MIB-PSDEV-I05-040129

CableHome PSDEV MIB Specification

CH-SP-MIB-SEC-I05-040129

CableHome Security MIB Specification

CL-SP-MIB-CLABDEF-I03-040113

CableLabs Definition MIB Specification

1. サポートされる規格をすべて記載しているわけではありません。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

1-11

第1章

Cisco CMTS ルータ MIB の概要

関連情報およびリンク

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

1-12

OL-15724-01-J

C H A P T E R

2

SNMP および MIB サポートの設定
この章では、Cisco CMTS ルータに SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）および MIB（管理
情報ベース）サポートを設定する手順を説明します。具体的な内容は次のとおりです。
•

Cisco IOS リリースに対応する MIB サポートの確認（p.2-2）

•

MIB のダウンロードおよびコンパイル（p.2-4）

•

SNMP サポートのイネーブル化（p.2-6）

•

ルーティング ARP テーブルをポーリングする場合の高 CPU 使用率（p.2-7）
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Cisco IOS リリースに対応する MIB サポートの確認
次のいずれかの手順で、ルータ上で稼働している Cisco IOS リリースに含まれる MIB を調べます。
•

製品でサポートされている Cisco MIB（p.2-2）

•

MII メール サービスの使用（p.2-2）

製品でサポートされている Cisco MIB
Cisco MIBS Support ページでは、ほとんどの Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれている SNMP
機能について情報を得ることができます。この Web サイトにアクセスする手順は、
次のとおりです。

ステップ 1

CiscoMIBS Support ページにアクセスします。
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

ステップ 2

Cisco Access Product で、使用中の Cisco CMTS プラットフォームを選択し、このルータでサポート
されている MIB のリストを表示します。

ステップ 3

リストをスクロールし、該当する Cisco IOS ソフトウェア リリースを検索します。

MII メール サービスの使用
MIBs in Images（MII）メール サービスを使用すると、1 つまたは複数の Cisco IOS ソフトウェア イ
メージを含んだ電子メールを、シスコシステムズが管理するソフトウェア データベース宛に送信で
きます。このメール サービスは、指定されたソフトウェア イメージをソフトウェア データベース
から検索し、イメージが見つかった場合、各ソフトウェア イメージでサポートされる MIB のリス
トを電子メールで返送します。
MII メール サービスにアクセスする手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

show version コマンドを使用して、ルータが実行している Cisco IOS イメージのファイル名を表示
します。「System image file」で始まる行がファイル名を示しています。たとえば次の出力例では、
Cisco IOS イメージ ファイル名は「ubr7200-ik8s-mz.122-15.BC1.bin」です。
Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK8S-M), Version 12.2(15)BC1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE
SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 27-Mar-03 10:24 by cdei
Image text-base: 0x60008954, data-base: 0x6129C000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r) [dchjh 1r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 12.0(15)SC, EARLY DEPLOYMENT RELEASE
SOFTWARE (fc1)
uptime
System
System
System

is 1 week, 22 hours, 53 minutes
returned to ROM by reload at 11:19:36 UTC Tue Jun 24 2003
restarted at 11:21:08 UTC Tue Jun 24 2003
image file is "slot0:ubr7200-ik8s-mz.122-15.BC1.bin"

ステップ 2

電子メールの本文にイメージ ファイル名だけを書き込み、mii@external.cisco.com に送信します
（「slot0:」などのデバイス名、または TFTP URL で表されるファイルの保管場所は省略してくださ
い）。

ステップ 3

数分後、MII メール サービスによって、この Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれる MIB のリ
ストが電子メールで返送されます（MII メール サービスの使用法についてのヘルプを入手するに
は、件名を HELP、本文を空白にした電子メールを mii@external.cisco.com に送信します）。

ヒント

また、特権 EXEC プロンプトにログインし、次のコマンドを入力することによって、
特定の Cisco IOS
ソフトウェアを実行しているルータでサポートされる MIB の簡略形式のリストを表示することも
できます。
Router# show subsys | include mibs
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MIB のダウンロードおよびコンパイル
ここでは、MIB をダウンロードしてルータ用にコンパイルする手順について説明します。
•

MIB の取り扱いに関する考慮事項（p.2-4）

•

MIB のダウンロード（p.2-5）

•

MIB のコンパイル（p.2-5）

MIB の取り扱いに関する考慮事項
MIB で作業を行う際は、次の点に注意してください。
•

データ タイプの定義が一致していないと、コンパイル エラーまたは警告メッセージが表示さ
れることがあります。たとえば、OLD-CISCO-CPU-MIB、OLD-CISCO-MEMORY-MIB、および
OLD-CISCO-SYSTEM-MIB ではそれぞれ、次のように Object Identifier（OID; オブジェクト ID）
の定義方法が異なります。
OLD-CISCO-CPU-MIB.my
1cpu
OBJECT IDENTIFIER ::= {local 1 }
OLD-CISCO-MEMORY-MIB.my
1env
OBJECT IDENTIFIER ::= {local 1 }

定義の不一致による MIB コンパイル エラーまたは警告メッセージが表示されないようにする
には、一方の MIB 定義をもう一方と同じに編集します。その他の不一致のタイプには、次のも
のがあります。
MIB A
Datatype1 ::= INTEGER(0...100)
Datatype2 ::= INTEGER(1...50)
MIB B
Datatype1 ::= DisplayString
Datatype2 ::= OCTET STRING (SIZE(0...255))

•

多くの MIB が、他の MIB から定義をインポートしています。管理アプリケーションで MIB の
ロードが必要になり、オブジェクトが未定義であるという問題が生じた場合には、次の MIB を
記載された順序でロードしてみてください。
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

•

特定の MIB の従属関係を調べるには、
次の URL にある MIB Locator の Cisco IOS MIB Tools ペー
ジの SNMP Object Navigator 内にある「View and Download MIBs」ツールを使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

•

トラップの定義、代替サイズの定義、およびヌル OID の詳細については、次の URL を参照し
てください。
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/app_notes/mib-compilers

•

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
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MIB のダウンロード
システムにまだ存在しない MIB をダウンロードするには、次の手順に従います。

ステップ 1

次の URL にある Cisco IOS MIB Tools ページにアクセスします。
http://www.cisco.com/go/mibs
その URL にダウンロードする MIB がなければ、ステップ 4 に示す URL を使用します。

ステップ 2

MIB Locator ツールへのリンクをクリックします。

ステップ 3

MIB Locator ツールでは、特定の MIB を表示することも、特定のプラットフォームまたはソフト
ウェア リリース用のすべての MIB を表示することもできます。

ステップ 4

また、次の URL から、業界標準の MIB をダウンロードできます。
•

http://www.ietf.org

•

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

MIB のコンパイル
Cisco CMTS を SNMP ベースの管理アプリケーションと統合化する場合は、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。一部の SNMP マネージャでは、特定の場所にすべて
の MIB を保存した時点で自動的にこの処理が行われます。ユーザが手動でこの作業を行う必要の
ある SNMP マネージャもあります。手順の詳細については、ご使用のマネージャのマニュアルを参
照してください。
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SNMP サポートのイネーブル化
Cisco CMTS に SNMP サポートを設定する手順を以下にまとめます。これらの基本設定コマンドは、
SNMPv2c 用です。SNMPv3 の場合には、SNMP ユーザおよびグループも設定する必要があります。

ステップ 1

CLI（コマンドライン インターフェイス）を使用して、SNMP の基本設定を行います（コマンドお
よび設定手順については、後述のマニュアル一覧を参照）。

ステップ 2

SNMP read-only コミュニティおよび 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

ステップ 3

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 4

多数のトラップ（特に Syslog イベントおよびアラームのトラップ）をイネーブルにする場合は、ト
ラップ キュー サイズをデフォルトの 10 より大きく設定してください。
Router(config)# snmp-server queue-length queue-size

queue-size の値は 1 〜 1000 トラップの範囲で設定できます。Syslog イベントのトラップを送信する
システムの場合、このサイズを最低でも 100 にすることを推奨します。デフォルトは 10 です。
ステップ 5

トラップをイネーブルにする方法については、
「通知のイネーブル化」
（p.4-3）を参照してください。

SNMP コマンドの詳細については、次のマニュアルを参照してください。
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』Release 12.2 の「System Management」
は、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』Release 12.2 の「System Management」
は、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_r/ffrprt3/index.htm
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ルーティング ARP テーブルをポーリングする場合の高 CPU 使用率
SNMP を使用して大容量のルーティング テーブルおよび Address Resolution Protocol（ARP; アドレ
ス解決プロトコル）テーブルをポーリングする場合、シスコ製ルータにパフォーマンスの問題が発
生する可能性があります。ここでは、この問題の概要と防止方法を説明します。
SNMP ネットワーク管理ステーションは、シスコ製ルータに照会して、他のネットワークを学習で
きます。管理ステーションはこのルーティング情報を使用して他のルータを検出し、周辺のネット
ワークについて、それらのルータに照会します。これにより、管理ステーションはネットワーク全
体のトポロジーを学習することができます。
ルータはルーティング テーブルをハッシュ形式で保存するので、迅速かつ効率的にテーブルを検索
できます。ただし、RFC 1213 では、SNMP はルートを辞書的順序で返す必要があると定められてい
ます。つまり、OID ツリーにおける OID の順序でルートをリストします。
そのため、ルーティング情報に関する SNMP 要求を処理するたびに、ルータは一連のエントリを
OID 順にソートしてから、応答用の Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）を構築
する必要があります。ルーティング テーブルが大容量になると、ルータは処理に長い時間を要する
ようになり、テーブル エントリをソートするための CPU 処理レベルが増大します。

（注）

ルーティング テーブル全体への要求に応答するための CPU サイクル数は、テーブルのサイズに
よって決まります（ルート数が多いほど CPU サイクルが多く必要になります）。そのため、現在
ルータで CPU スパイクが発生していなくても、ルーティング テーブルのサイズが増大するとスパ
イクが発生する可能性があります。

CPU スケジューラでは、SNMP は低優先順位プロセスです。つまり、CPU は SNMP 以外の要求を
処理してから SNMP 要求を処理します。したがって、SNMP ルート ポーリングの実行中に CPU ス
パイクが発生しても、ルータのパフォーマンスに影響はありません。
SNMP を使用してルーティング テーブルまたは ARP テーブルを検索するときのパフォーマンス低
下を防ぐには、次のいずれかの手順に従ってルータを設定します。
•

ルータ上での CEF ファスト スイッチングのイネーブル化（p.2-8）

•

snmp-server view コマンドの使用（p.2-8）

SNMP トラフィックの制御の詳細については、次の URL にあるアプリケーション ノート『IP Simple
Network Management Protocol (SNMP) Causes High CPU Utilization』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/technologies_tech_note09186a00800948e6.shtml

ヒント

高 CPU 使用率のその他の原因については、次の URL にあるテクニカル サポート資料を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/ipsnmphighcpu.shtml
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ルータ上での CEF ファスト スイッチングのイネーブル化
SNMP GET-NEXT 要求を使用してルーティング テーブルまたは ARP テーブルを検索するときのパ
フォーマンス低下を防ぐには、ルータ上で Cisco Express Forwarding（CEF）ファスト スイッチング
をイネーブルにします。ファスト スイッチングがイネーブルに設定されているかどうかに応じて、
ルータは SNMP 要求を異なった方法で処理します。
•

ファスト スイッチングがイネーブルでない場合、ルータは Routing Information Base（RIB; ルー
ティング情報ベース）の情報を使用して、ルーティング テーブルまたは ARP テーブルに関す
る SNMP 要求に応答します。RIB のエントリは OID 順にソートされていないので、ルータは
最初にこれらのテーブルを OID 値でソートしなければならず、結果的に CPU 使用率が高くな
ります。

•

ファスト スイッチングがイネーブルの場合、ルータは Forwarding Information Base（FIB; 転送情
報ベース）の情報を使用して、ルーティング テーブルまたは ARP テーブルに関する SNMP 要
求に応答します。FIB のエントリは、ルートの OID による辞書的順序で保管されています。し
たがって、ルータは SNMP 要求に応答する前にルーティング テーブルをソートする必要がな
いので、応答時間が短縮され、CPU 使用率は低くなります。

snmp-server view コマンドの使用
パフォーマンスの問題を防ぐためのもう 1 つの方法は、SNMPv3 のビューを使用し、ルータにルー
ト テーブルの照会を未然に終了させ、代わりに「complete」メッセージを応答させることです。そ
の結果、要求によるルート テーブル（ipRouteTable）および ARP テーブル（ipNetToMediaTable）の
検索が阻止され、それ以外のすべての要求が可能になります。
次のコマンド例では、ルート テーブルおよび ARP テーブルに関する要求をブロックし、それ以外
のすべての要求を許可する cutdown という名前のビューを作成しています。これらのコマンドを
ルータに入力するときは、適切なビュー名およびコミュニティ ストリングを使用してください。
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

view cutdown internet included
view cutdown ipRouteTable excluded
view cutdown ipNetToMediaTable excluded
view cutdown at excluded
community public view cutdown RO
community private view cutdown RW

この設定を行うと、ルータは SNMP 要求の一部として IP ルート テーブルまたは ARP テーブルを返
さなくなります。その結果、SNMP ネットワークの検出によるルータの CPU スパイクは防止され
ますが、ルータの管理性はある程度低下します。
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MIB の仕様
この章では、Cisco CMTS ルータ上の各 MIB（Management Information Base; 管理情報ベース）につ
いて説明します。各 MIB またはその Object Identifier（OID; オブジェクト ID）のルータ上での実装
について制約がある場合は、その制約事項を示します。
特に明記しないかぎり、Cisco CMTS での MIB の実装は、定義済みの標準 MIB に従います。表に示
されていない MIB テーブルまたはオブジェクトは、標準 MIB 定義での定義に従って実装されます。

（注）

Cisco IOS ソフトウェア リリースに含まれるすべての MIB がルータで完全にサポートされるわけで
はありません。一部の MIB はまったくサポートされません。その他の MIB は機能すると考えられ
ますが、ルータ上でテストされていません。また、一部の MIB は廃止されていますが、ソフトウェ
アから削除することはできません。MIB がイメージに含まれていても、必ずしも Cisco CMTS プ
ラットフォームでサポートされているとは限りません。

（注）

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用してルータのルーティング テーブル エントリ
をポーリングするときのパフォーマンス問題を防ぐ方法については、
「ルーティング ARP テーブル
をポーリングする場合の高 CPU 使用率」（p.2-7）を参照してください。
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MIB サポートの概要
Cisco IOS ソフトウェア リリースには、特定の MIB のサポートが組み込まれています。Cisco IOS ソ
フトウェアの各バージョンには、その特定のソフトウェア イメージの特定のリリースでサポートさ
れている MIB 内のオブジェクトへの SNMP 要求に応答するためのコードが含まれています。
通常、Cisco IOS ソフトウェアのリリースごとに、ある程度までサポートが変更されます。変更の
内容としては、一般に次のものがあります。
•

MIB の適正な使用を妨げていた問題点やソフトウェアの不具合の修正

•

MIB の最新バージョン、または以前はサポートされていなかったオプションのオブジェクトを
サポートするためのソフトウェアのアップデート

•

新しく導入された機能の一部分である新しい MIB のサポートの追加

特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースに特定の MIB が含まれていても、その MIB がルータ上で
完全にサポートされているとは限りません。同様に、MIB の特定のオブジェクトにアクセスできる
としても、そのオブジェクトが完全にサポートされているとは限りません。

（注）

原則として、廃止されたオブジェクトおよび MIB は使用しないでください。これらは、より機能
性に優れた別のオブジェクトおよび MIB に置き換えられています。また、廃止されたオブジェク
トおよび MIB は、今後のリリースで予告なく削除される可能性があります。

（注）

MIB の正確なサポート内容は、使用する Cisco IOS ソフトウェア イメージおよび Cisco IOS ソフト
ウェア リリースによって異なります。他のリリースおよびソフトウェア イメージにどの MIB が含
「Cisco IOS リリースに対応する MIB サポートの確認」
（p.2-2）を参照
まれているかを調べるには、
してください。

表 3-1 に、Cisco CMTS ルータ用の、Cisco IOS Release 12.3BC から Cisco IOS Release 12.2(33)SCA ま
で含まれている MIB の一覧を示します。グレーの欄は、その MIB が該当するプラットフォームお
よびソフトウェア リリースに含まれていないことを意味します。特に明記しないかぎり、記載され
たリリースのすべてのソフトウェア イメージに各 MIB が含まれています。ソフトウェア イメージ
に含まれている MIB が、実際にはサポートされていないか、または部分的にしかサポートされて
いない場合があります。
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表 3-1

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の Cisco uBR10012 および uBR7200 シリーズ ルータに含まれる MIB

Cisco uBR7200 シリーズ
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

Cisco uBR10012
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

ATM-MIB

ATM-MIB

BGP4-MIB

BGP4-MIB

BRIDGE-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-802-TAP-MIB

CISCO-802-TAP-MIB

CISCO-AAA-SERVER-MIB

CISCO-AAA-SERVER-MIB

CISCO-AAL5-MIB

CISCO-AAL5-MIB

CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB

CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB

CISCO-ATM-EXT-MIB

CISCO-ATM-EXT-MIB

CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB

CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB

CISCO-BGP4-MIB

CISCO-BGP4-MIB

CISCO-BULK-FILE-MIB

CISCO-BULK-FILE-MIB

（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-BUS-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB

CISCO-CABLE-METERING-MIB

CISCO-CABLE-METERING-MIB

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB
CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB

CISCO-CAR-MIB

CISCO-CAR-MIB

CISCO-CASA-FA-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-CASA-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-CDP-MIB

CISCO-CDP-MIB

CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB

CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
CISCO-COMPRESSION-SERVICE-ADAPTER-MIB
CISCO-CONFIG-COPY-MIB

CISCO-CONFIG-COPY-MIB

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

CISCO-DOCS-EXT-MIB

CISCO-DOCS-EXT-MIB

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB

CISCO-ENTITY-EXT-MIB

CISCO-ENTITY-EXT-MIB

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
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表 3-1

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の Cisco uBR10012 および uBR7200 シリーズ ルータに含まれる MIB（続き）

Cisco uBR7200 シリーズ
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

Cisco uBR10012
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

CISCO-ENVMON-MIB
CISCO-FLASH-MIB

CISCO-FLASH-MIB

CISCO-FRAME-RELAY-MIB

CISCO-FRAME-RELAY-MIB

CISCO-FTP-CLIENT-MIB

CISCO-FTP-CLIENT-MIB

（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-HSRP-EXT-MIB

CISCO-HSRP-EXT-MIB

CISCO-HSRP-MIB

CISCO-HSRP-MIB

CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB

CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB

CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB
CISCO-IETF-IP-MIB
CISCO-IETF-NAT-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-IMAGE-MIB

CISCO-IMAGE-MIB

CISCO-IP-TAP-MIB

CISCO-IP-TAP-MIB

CISCO-IPMROUTE-MIB

CISCO-IPMROUTE-MIB

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB

（-k8- または -k9- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-IPSEC-MIB

CISCO-IPSEC-MIB

（-k8- または -k9- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB

CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB

（-k8- または -k9- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-IP-STAT-MIB

CISCO-IP-STAT-MIB

CISCO-ISDN-MIB
CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-LEC-EXT-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-LECS-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-LES-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-MEMORY-POOL-MIB

CISCO-MEMORY-POOL-MIB

CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB
CISCO-NTP-MIB

CISCO-NTP-MIB

CISCO-PIM-MIB

CISCO-PIM-MIB

CISCO-PING-MIB

CISCO-PING-MIB

CISCO-PPPOE-MIB
CISCO-PROCESS-MIB

CISCO-PROCESS-MIB

CISCO-PRODUCTS-MIB

CISCO-PRODUCTS-MIB

CISCO-QUEUE-MIB

CISCO-QUEUE-MIB

CISCO-RMON-SAMPLING-MIB

CISCO-RMON-SAMPLING-MIB

CISCO-RTTMON-MIB

CISCO-RTTMON-MIB

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

3-4

OL-15724-01-J

第3章

MIB の仕様
MIB サポートの概要

表 3-1

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の Cisco uBR10012 および uBR7200 シリーズ ルータに含まれる MIB（続き）

Cisco uBR7200 シリーズ
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

Cisco uBR10012
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

CISCO-SNAPSHOT-MIB

CISCO-SNAPSHOT-MIB
CISCO-SRP-MIB

CISCO-SYSLOG-MIB

CISCO-SYSLOG-MIB

CISCO-TAP2-MIB

CISCO-TAP2-MIB

CISCO-TCP-MIB

CISCO-TCP-MIB

CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB

CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB

CISCO-VPDN-MGMT-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-VPDN-MGMT-EXT-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
CISCO-VSIMASTER-MIB
DOCS-BPI-MIB

DOCS-BPI-MIB

（-k8- または -k9- ソフトウェア イメージのみ）
DOCS-BPI-PLUS-MIB

DOCS-BPI-PLUS-MIB

（-k8- または -k9- ソフトウェア イメージのみ）

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降でサポートされるナロー
バンド ファイバ ノードおよびマルチキャスト

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB

DOCS-DSG-IF-MIB

DOCS-DSG-IF-MIB

DOCS-IF-MIB

DOCS-IF-MIB

DOCS-IF-EXT-MIB

DOCS-IF-EXT-MIB

DOCS-QOS-MIB

DOCS-QOS-MIB

DOCSIS-L2VPN-MIB

DOCSIS-L2VPN-MIB
DTI-MIB

ENTITY-MIB

ENTITY-MIB*

ETHERLIKE-MIB

ETHERLIKE-MIB

EVENT-MIB（-is- ソフトウェア イメージのみ）

EVENT-MIB

EXPRESSION-MIB（-is- ソフトウェア イメージのみ）

EXPRESSION-MIB

HC-RMON-MIB

HC-RMON-MIB

IF-MIB

IF-MIB

IGMP-STD-MIB

IGMP-STD-MIB

INT-SERV-MIB

INT-SERV-MIB

IP-MIB

IP-MIB

IPMROUTE-STD-MIB

IPMROUTE-STD-MIB

ISDN-MIB
LAN-EMULATION-CLIENT-MIB
（-is- ソフトウェア イメージのみ）
MSDP-MIB

MSDP-MIB

NOTIFICATION-LOG-MIB
（-is- ソフトウェア イメージではサポートされない）
nruCacheSnmpData

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

3-5

第3章

MIB の仕様

MIB サポートの概要

表 3-1

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の Cisco uBR10012 および uBR7200 シリーズ ルータに含まれる MIB（続き）

Cisco uBR7200 シリーズ
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

Cisco uBR10012
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB

OLD-CISCO-CPU-MIB

OLD-CISCO-CPU-MIB

OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

OLD-CISCO-IP-MIB

OLD-CISCO-IP-MIB

OLD-CISCO-MEMORY-MIB

OLD-CISCO-MEMORY-MIB

OLD-CISCO-SYSTEM-MIB

OLD-CISCO-SYSTEM-MIB

OLD-CISCO-TCP-MIB

OLD-CISCO-TCP-MIB

OLD-CISCO-TS-MIB

OLD-CISCO-TS-MIB

PIM-MIB

PIM-MIB

RFC1213-MIB

RFC1213-MIB

RFC1231-MIB
RFC1253-MIB

RFC1253-MIB

RFC1315-MIB

RFC1315-MIB

RFC1381-MIB
RFC1382-MIB
RFC1406-MIB

RFC1406-MIB

RFC1407-MIB

RFC1407-MIB

RFC1595-MIB

RFC1595-MIB

RMON-MIB

RMON-MIB

RMON2-MIB

RMON2-MIB

RS-232-MIB

RS-232-MIB

RSVP-MIB

RSVP-MIB

SMON-MIB

SMON-MIB

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-FRAMEWORK-MIB

SNMP-FRAMEWORK-MIB

SNMP-MPD-MIB
SNMP-NOTIFICATION-MIB

SNMP-NOTIFICATION-MIB

SNMP-PROXY-MIB

SNMP-PROXY-MIB

SNMP-TARGET-MIB

SNMP-TARGET-MIB

SNMP-USM-MIB

SNMP-USM-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-MIB

SNMP-VACM-MIB

SNMP-VACM-MIB

TCP-MIB

TCP-MIB

UDP-MIB

UDP-MIB
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表 3-2 に、ケーブル固有の MIB を示します。
表 3-2

ケーブル固有の MIB

MIB の名前

MIB の説明

DOCS-IF-MIB

ケーブル モデムおよび CMTS の DOCSIS 準拠 Radio Frequency（RF; 無線
周波数）インターフェイスを記述します。この MIB は、RFC 2670 とし
てリリースされています。
CMS および CMTS 上の DOCSIS 1.1 固有 Baseline Privacy Interface Plus
（BPI+; ベースライン プライバシー インターフェイス プラス）の属性を
記述します。これは、MIB のドラフト リビジョン 05 です。

DOCS-BPI-PLUS-MIB

（注）

この MIB は、初期の DOCSIS 1.0 リリースで使用されていた
DOCS-BPI-MIB の代用となるものです。

CISCO-DOCS-EXT-MIB

DOCSIS 標準 RFI MIB（DOCS-IF-MIB）を、QoS（Quality of Service）属
性や接続ステータスのほか、CMTS でサポートされるケーブル モデムや
Customer Premise Equipment（CPE; 顧客宅内機器）デバイスに関する情報
などの Cisco 固有の拡張項目で拡張します。

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB

CMTS 上のリモート ケーブル モデムの SNMP ポーリングを促進します。

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB

スペクトル管理とフラップ リスト属性を記述します。

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB

Cable Modem Termination System
（CMTS; ケーブル モデム ターミネーショ
ン システム）アドミッション制御の管理をイネーブルにします。

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB

Cisco CMTS 上 の Hot Standby Connection to Connection Protocol（HCCP）
N+1 冗長性の動作を記述します。

CISCO-CABLE-METERING-MIB

Subscriber Account Management Interface Specification（SAMIS）フォーマッ
ト（Cisco CMTS の従量制課金）で、加入者のアカウントおよび課金情報
を記述します。

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB

Subscriber Traffic Management（STM; 加入者トラフィック管理）機能のた
めの SNMP サポートを記述します。

DOCS-QOS-MIB

QoS 属性を記述します。これは、MIB のドラフト リビジョン 05 です。

（注）

MIB のリビジョン 02 を実装した Cisco IOS Software Release
12.1(4)CX。リビジョン 05 では、テーブルと属性が大幅に変更さ
れています。

DOCS-SUBMGT-MIB

加入者管理属性を記述します。これは、MIB のリビジョン 02 です。

IGMP-STD-MIB

RFC 2933 での定義に従って、Internet Group Management Protocol（IGMP）
属性を記述します。

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB

ケーブル モデムと CMTS の動作を記述します。RFC 2669 としてリリー
スされたこの MIB では、Syslog とイベント テーブルのみがサポートさ
れます。

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB

これは、RFC2669（DOCS-CABLE-DEVICE-MIB）を拡張したものです。
ケーブル モデムと CMTS でサポートされるすべてのトラップを定義し
ます。

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB

CMTS 上でワイドバンド DOCSIS をサポートするオブジェクトが含まれ
ます。
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MIB の仕様
ここでは各 MIB について簡単に説明するとともに、MODULE-IDENTITY、および SNMP マネー
ジャの使用時に MIB へアクセスするために使用する上位レベルの OID を示します。

ATM-MIB
ATM-MIB には、RFC 1695 の定義に従って、Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）
インターフェイス、仮想リンク、クロスコネクト、ATM Adaptation Layer 5（AAL5; ATM アダプテー
ション レイヤ 5）のエンティティおよび接続の管理に使用する ATM および AAL5 オブジェクトが
含まれています。
ATM-MIB の MODULE-IDENTITY は atmMIB で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は 1.3.6.1.2.1.37
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.atmMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

BGP4-MIB
BGP4-MIB は、RFC 1657 の定義に従って、Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プ
ロトコル）の実装に関連する情報へのアクセスを提供します。この MIB は、以下を提供します。
•

BGP 設定情報

•

BGP ピアに関する情報およびピアとの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

BGP4-MIB の MODULE-IDENTITY は bgp であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.15
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.bgp）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

BRIDGE-MIB
BRIDGE-MIB は、RFC 1493 の定義に従って、MAC アドレスに基づくレイヤ 2 ブリッジングに関連
する情報へのアクセスを提供します。
BRIDGE-MIB の MODULE-IDENTITY は dot1dBridge であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.17
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.dot1dBridge）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズ ルータで Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行
する場合にのみサポートされます。Cisco uBR7200 シリーズおよび Cisco uBR10012 ルータ（ケーブ
ル インターフェイス間のブリッジングをサポートしない）では、この MIB はサポートされません。
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CISCO-802-TAP-MIB
CISCO-802-TAP-MIB には、レイヤ 2 ストリームで合法的傍受を設定および実行する SNMP 管理オ
ブジェクトが含まれています。この MIB を CISCO-TAP2-MIB とともに使用して、MAC アドレスに
基づいてトラフィックを傍受します。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の Cisco CMTS ルータは、
SNMPv3 を使用して、
ケーブル モデム
（CM）
および CPE の MAC ベースの傍受をサポートします。

CISCO-802-TAP-MIB テーブルおよびオブジェクト
次の表に、CISCO-802-TAP-MIB テーブルおよびオブジェクトを示します。
表 3-3

CISCO-802-TAP-MIB テーブルおよびオブジェクト

オブジェクト

説明

c802tapStreamTable

傍受する IEEE 802 データ ストリームを示します。

c802tapStreamCapabilities

この装置での設定が可能な傍受ストリームのタイプを表示しま
す。タイプは、ハードウェアまたはソフトウェア機能によって
異なります。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-AAA-SERVER-MIB
CISCO-AAA-SERVER-MIB に は、ル ー タ 内 お よ び ル ー タ 外 の Authentication, Authorization, and
Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）サーバに関する情報が含まれています。この
MIB は、以下を提供します。
•

AAA サーバの構成情報（外部 AAA サーバの ID を含む）

•

AAA 機能の統計情報

•

AAA サーバのステータス（状態）情報

MIB の制約事項
casConfigTable の設定オブジェクトは読み取り専用として実装されています。
表 3-4

CISCO-AAA-SERVER-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

casConfigTable

•

casAddress

読み取り専用

•

casAuthenPort

読み取り専用

•

casAcctPort

読み取り専用

•

casKey

読み取り専用

•

casConfigRowStatus

読み取り専用
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CISCO-AAL5-MIB
CISCO-AAL5-MIB には、AAL5 Virtual Channel Connection（VCC; 仮想チャネル接続）のパフォーマ
ンス統計情報が含まれています。この MIB は、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、ATM-MIB（RFC 1695）の aal5VccTable に保管される情報を補足する追加の統計情報を
提供します。
CISCO-AAL5-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoAal5MIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.66（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoAal5MIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB
CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB は、CISCO-ENVMON-MIB の ciscoEnvMonSupplyStatusTable テーブ
ルを補足し、電源障害に関する追加情報を提供します。この MIB はさらに、CISCO-ENVMON-MIB
の新しい温度および電圧の通知を定義します。
CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoAccessEnvMonMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.61
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoAccessEnvMonMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

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 CISCO-AAL5-MIB を補足し、ATM インターフェイス上の VCC
に関する AAL5 パフォーマンスの追加の統計情報を提供します。
CISCO-ATM-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoAtmExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.88（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoAtmExtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB
CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB は、ATM-MIB の 拡 張 機 能 を 含 み、Cisco CMTS の Permanent
Virtual Circuit（PVC; 相手先固定接続）のステータスに関する追加の通知およびトラップを提供しま
す。
CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoAtmPvcTrapExtnMIB であり、上
位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.97
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoAtmPvcTrapExtnMIB）です。
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MIB の制約事項
CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB には次の制約事項があります。
表 3-5

CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB の制約事項

この MIB は、予告なく廃止および置換される可能性のある実験的な MIB です。
この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

CISCO-BGP4-MIB
CISCO-BGP4-MIB には、BGP ルーティング テーブルのエントリに関する追加情報など、BGP4-MIB
のシスコシステムズ独自の拡張機能が含まれています。
CISCO-BGP4-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoBgp4MIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.187（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoBgp4MIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB
CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB には、シスコ製プラットフォーム独自の BGP ポリシー
ベース アカウンティング用のオブジェクトが含まれています。
CISCO-BGP-POLICY-ACCOUNTING-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoBgpPolAcctMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.148
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoBgpPolAcctMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS
Release 12.1EC でのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.2BC ではサポートされません。

CISCO-BULK-FILE-MIB
CISCO-BULK-FILE-MIB には、バルク ファイル転送のために、各種ファイル形式（ASN.1/BER、バ
イナリ、および ASCII）の SNMP データのファイルを作成および削除するオブジェクトが含まれて
います。
CISCO-BULK-FILE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoBulkFileMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.81（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoBulkFileMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズおよび
Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。
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CISCO-BUS-MIB
CISCO-BUS-MIB には、LAN Emulation（LANE; LAN エミュレーション）タギングを使用する ATM
VLAN（仮想 LAN）上で稼働中の各 Broadcast and Unknown Server（BUS）の動作に関するオブジェ
クトが含まれています。
CISCO-BUS-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoBusMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.40（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoBusMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズお
よび Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB
CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB には、CMTS アドミッション制御の管理をイネーブルにす
るオブジェクトが含まれています。アドミッション制御とは、次のようなイベントのリソースを割
り当てたり管理したりするときに、Cisco CMTS が従うべき規則のことです。
•

CPU およびメモリの使用率 — 発生するイベントを監視する際の、メイン プロセッサ、ライン
カード、Broadband Processing Engine（BPE）などの物理エンティティ上のデータおよびしきい
値設定。

•

しきい値およびチャネル帯域利用率（アップストリームおよびダウンストリーム）の設定は、
用途によって異なります。

Cisco CMTS でアドミッション制御のために監視されるイベントには、次のものがあります。

（注）

•

ダイナミック サービス フローの作成要求 — ダイナミック サービス フローでは、レイヤ 2 帯
域幅リソースのオンデマンド予約が可能です。CMTS は、音声コールまたはビデオ セッション
中に Cable Modem（CM; ケーブル モデム）に特別な QoS をダイナミックに提供するため、帯
域幅が効率的に利用できます。

•

CM 登録中のリソース要求 — CM 登録時には、CMTS リソースが必要です。CMTS リソースは、
CM が登録要求を受信したときに確認されます。

Cisco CMTS のアドミッション制御の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide_chapter09186a00804d2537.
html
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MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-6

CISCO-CABLE-ADMISSION-CTRL-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

ccacEventHistTable

•

ccacEventHistTableSize

ccacEventHistTableSize オブジェクトには、ccacEventHistTable に
記述できるエントリの数が規定されます。
ccacEventHistTable の容量が、このオブジェクトによって規定さ
れた値に達すると、新しいエントリを記録するため、エージェ
ントによって最も古いエンティティが削除されます。0 の値を
指定した場合、履歴は保持されません。
ccacEventHistTableSize の上限は 5000 です。

•

ccacSysRscConfigStatus

読み取り専用

CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB
CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB に は、Cisco CMTS 上 の Hot Standby Connection to Connection
Protocol（HCCP）N+1 冗長性の動作に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableAvailabilityMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.242
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCableAvailabilityMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズ ルータではサポートされません。

•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.2(8)BC1 以降を使用する Cisco uBR10012 ルータでサポート
されます。

CISCO-CABLE-METERING-MIB
CISCO-CABLE-METERING-MIB には、Subscriber Account Management Interface Specification（SAMIS）
フォーマット（Cisco CMTS の従量制課金）で加入者のアカウントおよび課金情報を提供するオブ
ジェクトが含まれています。このフォーマットは、Data-over-Cable Service Interface Specifications
（DOCSIS; データオーバーケーブル サービス インターフェイス仕様）Operations Support System
Interface（OSSI）仕様によって規定されています。
CISCO-CABLE-METERING-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableMeteringMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.424
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCableMeteringMIB）です。

（注）

Cisco CMTS の従量制課金機能の使用方法の詳細については、次の URL を参照してください。
http://lbj.cisco.com/targets/ucdit/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122limit/122bc/122bc_15/ubrs
amis.htm
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MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

Cisco CMTS ルータをリブートすると、CLI コマンドによって表示されるパケット カウンタは
0 にリセットされます。SNMP コマンドによって表示されるパケット カンタは、ルータをリ
セットしても保持されます。これらのカウンタは 64 ビット値で、高使用率の状況では 0 にロー
ルオーバーされることがあります。

•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC 以降のリリースでのみサポートされます。

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB
CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB は、Subscriber Traffic Management（STM; 加入者トラフィック
管理）機能のための SNMP サポートを提供します。この機能により、ネットワーク管理者は、許容
される帯域幅を超過してリソースを使用することで Service-level agreement（SLA; サービス レベル
契約）に違反したユーザを識別できます。
この MIB は、cable qos enforce-rule コマンドと同様の設定オプションを提供します。また、show
cable qos enforce-rule コマンドおよび show cable subscriber-usage コマンドによって表示される属性
へのアクセスも提供します。
CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableQosMonitorMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.341
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCableQosMonitorMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以降のリリースでサポートされます。

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB
CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB は、Cisco CMTS のスペクトル管理およびフラップリスト動作のサ
ポートを提供します。
スペクトル管理は、CMTS でダウンストリームおよびアップストリームのプラント障害を識別し、
管理エンティティにレポートし、自動的に最小限に抑えるために、CMTS に備わった機能です。
ケーブル スペクトル管理の目的は、次のとおりです。
•

ケーブル プラントでのアップストリーム ノイズ イベントによって発生する長時間のサービス
中断を防止すること。

•

ケーブル ネットワークの障害管理とトラブルシューティングを提供すること。この MIB では、
次の新しいテーブルとオブジェクトがサポートされています。
− ccsSpecGroupFreqTable
− ccsUpInSpecGroupTable
− ccsUpInCombGroupTable
− ccsUpSpecMgmtSpecGroup
− ccsUpSpecMgmtSharedSpectrum
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CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableSpectrumMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.114
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCableSpectrumMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-7

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

ccsUpSpecMgmtTable

•

ccsUpSpecMgmtSNR

このオブジェクトは、次の 3 つの状況で 0 を返します。
実際の信号対雑音比（SNR）が 0 である場合（入力ノイ
ズ キャンセレーションを使用している場合）、アップス
トリームにオンラインの CM が存在しない場合、または
ルータ上の SNMP エージェントが有効な SNR 値を判別
できなかった場合です。

•

ccsUpSpecMgmtSpecGroup

読み取り専用。このオブジェクトの値が 0 の場合、アッ
プストリームにスペクトル グループが割り当てられてい
ません。

•

ccsUpSpecMgmtSharedSpectrum

読み取り専用。アップストリームに割り当てられたコン
バイナ グループ。
（注）コンバイナ グループ番号が同じ
アップストリームは、
物理的に同じ RF ドメインとして扱
い、それぞれ独自の周波数を割り当てる必要があります。
このオブジェクトの値が 0 の場合、アップストリームは
物理的に他のアップストリームと一緒に扱われません。

ccsCmFlapTable

•

•

ccsFlapAging
ccsFlapListMaxSize
ccsFlapInsertionTime
ccsFlapMissThreshold
ccsFlapPowerAdjustThreshold
ccsFlapResetAll, ccsFlapClearAll
ccsFlapResetNow

これらのオブジェクトは、Cisco IOS Release 12.2(11)BC3
以降を使用する Cisco uBR10012 ルータでサポートされ
ます。

ccsCmFlapDownstreamIfIndex
ccsCmFlapUpstreamIfIndex
ccsCmFlapMacAddr

インデックス オブジェクトは、
csCmFlapDownstreamIfIndex、ccsCmFlapUpstreamIfIndex、
ccsCmFlapMacAddr です。このテーブルは ccsFlapTable の
代用となるもので、ダウンストリーム、アップストリー
ム、および MAC アドレスをフラッピングが発生したモ
デムのインデックスとして使用します。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、このテーブルに
はモデムの状態変化の記録が保持され、問題のあるケー
ブル モデムの特定に使用できます。モデムの状態変化が
検出されると、自動的にモデム単位のエントリがテーブ
次のオブジェクトは、Cisco IOS
Release 12.3(23)BC 以降のリリース ルに追加されます。このテーブルは、管理システムによっ
でサポートされます。
て削除はできますが、追加することはできません。

SPA ダウンストリームを使用する NB CM の場合、
ccsCmFlapDownstreamIfIndex をモジュラ ケーブル イン
ターフェイスの SNMP IF インデックスの IF インデック
スとする必要があります。
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MIB グループ オブジェクト
表 3-8 に、CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB に追加されたグループとオブジェクトを示します。
表 3-8

CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB グループ オブジェクト

MIB オブジェクト

変更点

ccsSpecGroupFreqTable

スペクトル グループの周波数および帯域設定が含まれま
す。

•

ccsSpecGroupNumber

•

ccsSpecGroupFreqIndex

Unsigned32

•

ccsSpecGroupFreqType

INTEGER

•

ccsSpecGroupFreqLower

Unsigned32

•

ccsSpecGroupFreqUpper

Unsigned32

•

ccsSpecGroupStorage

StorageType

•

ccsSpecGroupRowStatus

RowStatus

ccsUpInSpecGroupTable

スペクトル グループに割り当てられたケーブル アップ
ストリーム インターフェイスが含まれます。スペクトル
グループには、スペクトル グループのケーブル アップス
トリーム インターフェイスに割り当て可能な 1 つまたは
複数の固定周波数、または周波数帯域が含まれます。

•

ccsSpecGroupNumber

Unsigned32

•

ccsSpecGroupUpstreamIfIndex

InterfaceIndex

•

ccsSpecGroupUpstreamStorage

StorageType

•

ccsSpecGroupUpstreamRowStatus

RowStatus

ccsUpInCombGroupTable

コンバイナ グループ内のすべてのケーブル アップスト
リーム インターフェイスが含まれます。各コンバイナ グ
ループは、一意の RF ドメインです。同じコンバイナ グ
ループ内のケーブル アップストリーム インターフェイ
スは、物理的に同じ RF ドメインとして扱われます。

•

ccsCombGroupNumber

Unsigned32

•

ccsCombGroupUpstreamIfIndex

InterfaceIndex

•

ccsCombGroupUpstreamStorage

StorageType

•

ccsCombGroupUpstreamRowStatus

RowStatus

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB
Cisco IOS 12.3(21)BC の CISCO-BABLE-WIDEBAND-MIB
CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB には、CMTS 用のチャネル ボンディング プロトコルをサポートす
るオブジェクトが含まれています。CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB は、CMTS 上でのワイドバン
ド DOCSIS をサポートしています。ワイドバンド DOCSIS は、単一の 256QAM ダウンストリーム
チャネルの帯域幅を超える、ケーブル モデムあたりのデータ レートを向上させます。
DOCS-CABLE-WIDEBAND-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCableWidebandMIBObjects であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.479 です。
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ワイドバンド チャネルや接合グループは、MPEG-TS パケットを送信するための、1 つまたは複数
の物理 RF チャネルの論理グループです。ワイドバンド チャネルは、MPEG-TS パケットにカプセ
ル化された DOCSIS 接合パケットを、ワイドバンド Cisco CMTS から 1 つまたは複数のワイドバン
ド ケーブル モデムに送信します。
Cisco IOS 12.2(33)SCA の ナローバンド チャネルとワイドバンド チャネル
Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降のリリースでは、Cisco CMTS は、RF チャネルが 1 つだけの標準
DOCSIS ダウンストリーム チャネルでナローバンド チャネルをサポートします。ナローバンド チャ
ネルのファイバ ノードは、ファイバ ベースのダウンストリーム信号を電気信号として同軸 RF ケー
ブルで終端させる光ノードです。このタイプのナローバンド チャネルは、Shared Port Adaptor（SPA;
共有ポート アダプタ）ダウンストリーム チャネルに適用される新しいナローバンド チャネルとは
区別されます。
Cisco IOS 12.3(23)BC のナローバンドは、CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB の次の 2 つのテーブルを
サポートするため、拡張されています。
•

ccwbWBtoRFMappingTable

•

ccwbWBtoNBMappingTable

これらの MIB オブジェクトは、次の特権 EXEC コマンドに対応しています。
•

show hw-module bay all mapping wideband-channel

•

show hw-module bay all association wideband-channel

MIB の注記と制約事項
CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB には次の制約事項があります。
表 3-9

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

注記と制約事項

ccwbRFChannelTable

このテーブルには、
物理 RF チャネルの属性が含まれてい
ます。

•

ccwbRFChannelFrequency

Unsigned32
（注）北米のサブスプリット チャネル計画を採用してい
るケーブル プラントでの適切な範囲は、54 〜 860 MHz で
す。スペクトル範囲は、一部の欧州のチャネル プラント
用に、下限 47 MHz と上限 862 MHz が含まれるよう拡張
されています。

•

ccwbRFChannelWidth

読み取り専用
（注）National Television Standards Committee（NTSC）の標
準に従って運営されるケーブル プラントでは、6 MHz の
値が適切です。ETSI の標準に従って運営されるケーブル
プラントでは、8 MHz の値が適切です。

•

•

ccwbRFChannelRowStatus

ccwbRFChannelAnnex

値：
•

active(1)

•

createAndGo(4)

•

destroy(6)

読み取り / 作成。値はすべての RF チャネルと同じにしま
す。
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表 3-9

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

注記と制約事項

•

ccwbRFChannelModulation

読み取り / 作成。値はすべての RF チャネルと同じにしま
す。

•

ccwbRFChannelStorageType

値は volatile(2) です。

•

ccwbRFChannelNum

Unsigned32

•

ccwbRFChannelMpegPkts

読み取り専用。Counter64

ccwbRFChannelQamTable

このテーブルには、ワイドバンド チャネルで利用可能な
物理 RF チャネルを提供する外部エッジ QAM の情報が
含まれています。

•

ccwbRFChanQamTos

実装されていません。

•

ccwbRFChanQamVlanId

実装されていません。

•

ccwbRFChanQamPriorityBits

実装されていません。

•

ccwbWBtoNBRowStatus

読み取り専用

•

ccwbWBtoNBStorageType

値：

•

ccwbRFChanQamIPAddressType

ccwbWBtoRFMappingTable

•

volatile(2)

•

読み取り専用

インターネット アドレス タイプ ipv4 のみがサポートさ
れています。
このテーブルには、WCMTS で利用可能な RF チャネルへ
のワイドバンド チャネルの関連情報が含まれています。
これは読み取り専用テーブルに変換されます。

•

ccwbWBtoRFStorageType

値は volatile(2) です。

•

ccwbWBtoRFRowStatus

値：

ccwbFiberNodeDescrTable

•

active(1)

•

createAndGo(4)

•

destroy(6)

このテーブルには、CMTS 上のファイバ ノードの説明が
含まれています。

•

ccwbFiberNodeDescription

読み取り専用

•

ccwbFiberNodeDescrStorageType

値：

•

ccwbFiberNodeDescrRowStatus

ccwbFiberNodeTable

•

volatile(2)

•

読み取り専用

読み取り専用
これは、ナローバンド インデックス、ワイドバンド コン
トローラ インデックス、ワイドバンド rf ポートなど、
ファイバ ノードの設定およびトポロジー情報を提供す
る、読み取り専用のテーブルです。

•

ccwbFiberNodeNBIfIndx

読み取り専用

•

ccwbFiberNodeWBContlrPhyIndx

読み取り専用

•

ccwbFiberNodeWBRFPort

読み取り専用
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表 3-9

CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト
•

•

ccwbFiberNodeStorageType

ccwbFiberNodeRowStatus

ccwbWBCmStatusTable

•

ccwbWBCmStatusValue

ccwbWBBondGrpTable

•

ccwbWBBondGrpSecondary

ccwbWBtoRFMappingTable

注記と制約事項
値：
•

volatile(2)

•

読み取り専用

読み取り専用
このテーブルには、ワードバンド ケーブル接続のステー
タスが含まれています。
読み取り専用
このテーブルは、ワイドバンド インターフェイスのプラ
イマリ インターフェイスまたは非プライマリ インター
フェイスに関する情報を提供します。
値：
•

true(1)：ワイドバンド インターフェイス（BG）がセ
カンダリの場合

•

false(2)：セカンダリでない場合

このテーブルは、ワイドバンド ファイバ ノードおよび関
連するインターフェイスを、RF ダウンストリームにマッ
ピングします。
このテーブルは、Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降を使
用する Cisco uBR10012 ルータでのみサポートされます。
この MIB テーブルは、show hw-module bay all mapping
wideband-channel 特権 EXEC コマンドに対応していま
す。

ccwbWBtoNBMappingTable

このテーブルは、ワイドバンド ファイバ ノードを、ダウ
ンストリーム チャネルのナローバンド ファイバ ノード
にマッピングします。
このテーブルは、Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降を使
用する Cisco uBR10012 ルータでのみサポートされます。
この MIB テーブルは、show hw-module bay all association
wideband-channel 特権 EXEC コマンドに対応していま
す。

これは、DOCSIS 3.0 標準に準拠したシスコ独自の MIB です。

CISCO-CALL-HISTORY-MIB
CISCO-CALL-HISTORY-MIB には、発信されたコールの記録を維持するルータ上のコール履歴テー
ブルに保管された情報に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-CALL-HISTORY-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCallHistoryMib であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.27（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCallHistoryMib）で
す。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。
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CISCO-CAR-MIB
CISCO-CAR-MIB には、Committed Access Rate（CAR; 専用アクセス レート）と呼ばれる重み付き速
度制限を使用するインターフェイス上のパケット フィルタリング動作に関する情報を提供するオ
ブジェクトが含まれています。
CISCO-CAR-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCarMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.113（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCarMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-CASA-FA-MIB
CISCO-CASA-FA-MIB は、CISCO-CASA-MIB を補足し、Cisco Appliance Services Architecture（CASA）
Forwarding Agent（FA）を管理するための追加のオブジェクトを含んでいます。
CISCO-CASA-FA-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCasaFaMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.115（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCasaFaMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズお
よび Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-CASA-MIB
CISCO-CASA-MIB には、Cisco Appliance Services Architecture（CASA）エンティティ（マネージャ
エージェントまたはフォワーディング エージェントのいずれか）の管理に必要なオブジェクトが含
まれています。
CISCO-CASA-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCasaMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.122（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCasaMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズお
よび Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-CDP-MIB
CISCO-CDP-MIB には、ルータ上で Cisco Discovery Protocol（CDP）を管理し、CDP ネイバ テーブ
ルを表示するためのオブジェクトが含まれています。
CISCO-CDP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCdpMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.23（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCdpMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB
CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB には、ATM やフレーム リレーなど、回線ベース インターフェ
イス上の回線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 の MODULE-IDENTITY は ciscoCircuitInterfaceMIB であり、上位
レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.160
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCircuitInterfaceMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB
CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB は、QoS（Quality of Service）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、いくつか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 uBR7200 および uBR10k 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、同じ設定を持つ複
数の QoS オブジェクトによって共有されます。

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。

（注）

これらのインデックスは、QoS 設定が変更された場合でも、ルータの再起動時に再使用しないでく
ださい。

QoS 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 — 同じインスタンスが複数存在する場合があります。
同じ QoS 機能の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 — それぞれに一意の実行時インスタンスがあります。QoS 機能の複数のイ
ンスタンスには、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、同じ設定を持つ複数のオブジェ
クトを区別します。

CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoCBQosMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.166（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCBQosMIB）です。
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MIB の制約事項
表 3-10 に、Cisco uBR7200 シリーズ ルータにおける、CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB のオブジェ
クトの制約事項を示します。各 MIB オブジェクトの詳細な定義については、標準 MIB ファイルを
参照してください。この表に示されていない MIB テーブルオブジェクトは、MIB の定義に従って
実装されます。
表 3-10

uBR7200 シリーズ ルータの CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

cbQosServicePolicyTable

•

cbQosFrDLCI

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosAtmVCI

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosAtmVPI

サポートされません。常に 0 です。

cbQosInterfacePolicyTable

•

cbQosInterfacePolicyIndex

サポートされません。常に 0 です。

cbQosFrameRelayPolicyTable

•

cbQosFRPolicyIndex

サポートされません。常に 0 です。

cbQosATMPVCPolicyTable

•

cbQosATMPolicyIndex

サポートされません。常に 0 です。

cbQosQueueingCfgTable

•

cbQosQueueingCfgFlowEnabled

サポートされません。常に false(2) です。

•

cbQosQueueingCfgIndividualQSize

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosQueueingCfgDynamicQNumber サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosQueueingCfgPrioBurstSize

サポートされません。常に 0 です。

cbQosREDCfgTable

•

cbQosREDCfgMeanQsize

PRE1 ではサポートされません。常に 0 です。

•

cbQosREDCfgDscpPrec

DSCP ベースはサポートされません。

cbQosREDClassCfgTable

ポリシーに対して IP precedence が設定されている場合、
次のようになります。
•

PRE1 の場合、このテーブルでは 7 つのすべての IP
precedence のエントリが利用できます。ポリシーに対
し て IP precedence が 設 定 さ れ て い な い 場 合、
cbQosREDClassCfgEntry の MIB オブジェクトは 0 の
値になります。

•

PRE2 の場合、このテーブルでは設定された
IP precedence のエントリのみが利用できます。

cbQosTSCfgTable

•

cbQosTSCfgBurstSize

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSCfgExtBurstSize

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSCfgAdaptiveEnabled

サポートされません。常に false(2) です。

•

cbQosTSCfgAdaptiveRate

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSCfgLimitType

サポートされません。常に average(1) です。
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表 3-10

uBR7200 シリーズ ルータの CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

cbQosCMStatsTable

•

cbQosCMDropByte64

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosCMDropByteOverflow

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosCMDropByte

サポートされません。常に 0 です。

cbQosPoliceStatsTable

•

cbQosPoliceConformedBitRate

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosPoliceExceededBitRate

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosPoliceViolatedBitRate

サポートされません。常に 0 です。

cbQosQueueingStatsTable

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosQueueingDiscardByte64

•

cbQosQueueingDiscardByteOverflow サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosQueueingDiscardByte

サポートされません。常に 0 です。

cbQosTSStatsTable

•

cbQosTSStatsDelayedByteOverflow

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDelayedByte

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDelayedByte64

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDelayedPktOverflow

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDelayedPkt

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDelayedPkt64

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDropByteOverflow

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDropByte

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsDropByte64

サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosTSStatsActive

ダイナミックではありません。cbQosTSStatsActive は、ト
ラフィック シェーピングが設定されている場合は
true(1)、設定されていない場合は false(2) となります。

cbQosREDClassStatsTable

•
•
•

cbQosREDRandomDropPktOverflow カウントは、cbQosREDValue（IP precedence）ごとではな
く、ク ラ ス ご と に 記 録 さ れ ま す。cbQosPolicyIndex と
cbQosREDRandomDropPkt
cbQosObjectsIndex
の値が同じカウンタは、同じカウンタ
cbQosREDRandomDropPkt64
を持つことになります。

•

cbQosREDRandomDropByteOverflow サポートされません。常に 0 です。

•

cbQosREDRandomDropByte

•

cbQosREDRandomDropByte64

•

cbQosREDTailDropPktOverflow

•

cbQosREDTailDropPkt

•

cbQosREDTailDropPkt64

•

cbQosREDTailDropByteOverflow

•

cbQosREDTailDropByte

•

cbQosREDTailDropByte64

カウントは、cbQosREDValue（IP precedence）ごとではな
く、ク ラ ス ご と に 記 録 さ れ ま す。cbQosPolicyIndex と
cbQosObjectsIndex の値が同じカウンタは、同じカウンタ
を持つことになります。
サポートされません。常に 0 です。
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表 3-10

uBR7200 シリーズ ルータの CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト
•

cbQosREDTransmitPktOverflow

•

cbQosREDTransmitPkt

•

cbQosREDTransmitPkt64

•

cbQosREDTransmitByteOverflow

•

cbQosREDTransmitByte

•

cbQosREDTransmitByte64

変更点
カウントは、cbQosREDValue（IP precedence）ごとではな
く、ク ラ ス ご と に 記 録 さ れ ま す。cbQosPolicyIndex と
cbQosObjectsIndex の値が同じカウンタは、同じカウンタ
を持つことになります。

CISCO-COMPRESSION-SERVICE-ADAPTER-MIB
CISCO-COMPRESSION-SERVICE-ADAPTER-MIB には、ルータにインストールされたハードウェア
ベースの圧縮サービス アダプタの統計情報およびステータス情報のあるオブジェクトが含まれて
います。
CISCO-COMPRESSION-SERVICE-ADAPTER-MIB の MODULE-IDENTITY は
ciscoCompressionServiceAdapterMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.57
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoCompressionServiceAdapterMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータに存在しますが、こ
れらのルータは圧縮サービス アダプタ ラインカードをサポートしていないので、この MIB は
サポートされません。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

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。
•

ネットワークとの間でのコンフィギュレーション ファイルのコピー

•

実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへのコピーおよび
スタートアップ コンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションへのコピー

•

ローカル Cisco IOS ファイル システムとの間でのスタートアップ 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 ファイルのコピー

CISCO-CONFIG-COPY-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoConfigCopyMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.96
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoConfigCopyMIB）で
す。
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MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-11

CISCO-CONFIG-COPY-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

ccCopyTable

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコ
ル）、tftp(1) だけがサポートされます。File Transfer Protocol（FTP;
ファイル転送プロトコル）
、ftp(2)、および Remote Copy Protocol
（RCP）、rcp(3) はサポートされません。

•

ccCopyProtocol

•

ccCopySourceFileType
ccCopyDestFileType

送信元および宛先のファイル タイプとしては、iosFile(2) および
terminal(5) という値はサポートされません。

•

cCopyUserName および
ccCopyUserPassword

FTP および RCP がサポートされる場合にのみ有効なので、サ
ポートされません。

CISCO-CONFIG-MAN-MIB
CISCO-CONFIG-MAN-MIB には、ルータの設定をトラッキングして変更を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、ルータの別の場所および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
によって実行コンフィギュレーションの変更を報告することです。
CISCO-CONFIG-MAN-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoConfigManMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.43（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoConfigManMIB）で
す。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-DOCS-EXT-MIB
CISCO-DOCS-EXT-MIB には、Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS）インターフェ
イス MIB である DOCS-IF-MIB の拡張機能をサポートするオブジェクトが含まれています。また、
この MIB には次のような機能があります。
•

ダイナミックな共有秘密機能（DMIC）を設定するための属性が含まれます。

•

ケーブル モデムが共有秘密のセキュリティ チェックに失敗した場合にトラップを生成します。

•

CMTS により、すべてのオンライン CM で割り当てられた DOCSIS コンフィギュレーション
ファイルが使用できるようにします。

このサポートにより、加入者によるサービス盗難に対する保護と、コンフィギュレーション ファイ
ルの盗難や不正ダウンロードに対する保護が行われます。コンフィギュレーション ファイルは、CM
と CMTS の接続時に確認される共有秘密によって署名されます。
この MIB には、Cisco CMTS を管理するオブジェクトのほかに、以下を管理するためのオブジェク
トがあります。
•

ルータの QoS 設定

•

各インターフェイス上の CM 数のカウンタなど、DOCSIS 1.0 CM および Customer Premises
Equipment（CPE; 顧客宅内機器）デバイス
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•

アップストリーム チャネルのスペクトル管理 — インターフェイスおよび各アップストリーム
上の、モデム総数、登録モデム数、アクティブなモデム数のカウントを保持するオブジェクト

•

CM CPE 情報 — CPE 情報を照会するための新しい 2 つのテーブルが CISCO-DOCS-EXT-MIB に
追加されました。
− cdxCmToCpeTable には、CM の背後に接続された CPE に関するオブジェクトが含まれます。
ここでは、CM に接続された各 CPE の IP アドレスと IP アドレス タイプの情報が提供され
ます。
− cdxCpeToCmTable には、CPE が接続された CM に関する情報を照会するオブジェクトが含
まれます。

（注）

この MIB は、DOCSIS 1.0 CM の情報を提供します。DOCSIS 1.1 CM については、DOCS-QOS-MIB
を参照してください。

CISCO-DOCS-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoDocsExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.7（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoDocsExtMIB）で
す。最もよく使用される OID は、ccsFlapObjects.ccsFlapTable.ccsFlapEntry.ccsFlapInsertionFails
（1.3.6.1.4.1.9.9.114.1.1.5.1.4）です。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA でのワイドバンド サポート
この MIB モジュールには、MCNS/DOCSIS 準拠の Radio Frequency（RF; 無線周波数）インターフェ
イスの QoS をサポートするスケジューラのためのオブジェクトが含まれます。また、この MIB で
はスケジューラの各種ステータスが表示されるため、スケジューラの現在のステータスが監視でき
ます。
•

RateLimit：MC インターフェイス レイヤはサポートされていません。

•

Bandwidth Queue：MC インターフェイスでは、ケーブル インターフェイスのアップストリーム
でのみサポートされており、ダウンストリームではサポートされていません。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-12

CISCO-DOCS-EXT-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

cdxCmToCpeTable
cdxCpeToCmTable
cdxCmCpeTable

GET-NEXT 要求を使用してこのテーブルの行を検索
すると、MAC アドレスの検索に長い時間がかかり、
テーブルが大容量の場合は CPU プロセッサ時間が大
量に消費される可能性があります。
GET 要求で装置の MAC アドレスをテーブル イン
デックスとして使用し、個々の行を検索してくださ
い。そうすればパフォーマンスの問題を防ぐことがで
き、また、検索された行に装置の最新のリアルタイム
データが含まれることが保証されます。
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表 3-12

CISCO-DOCS-EXT-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

cdxCmCpeAccessGroup

Cisco uBR10012 ルータは、cdxCmCpeAccessGroup の
オブジェクト（cable host access-group コマンドに相
当）をサポートしていません。Cisco uBR10012 ルータ
では、DOCS-SUBMGT-MIB の機能と同様の機能を使
用してください。

cdxIfUpChannelTable

•

cdxIfUpChannelNumActiveUGS
cdxIfUpChannelMaxUGSLastOneHour
cdxIfUpChannelMinUGSLastOneHour
cdxIfUpChannelAvgUGSLastOneHour
cdxIfUpChannelMaxUGSLastFiveMins
cdxIfUpChannelMinUGSLastFiveMins
cdxIfUpChannelAvgUGSLastFiveMins

Unsolicited Grant Service（UGS）フローに関連するオ
ブ ジ ェ ク ト は、Cisco IOS Release 12.1(8)EC お よ び
Cisco IOS Release 12.2(15)BC1a 以降のリリースでのみ
サポートされます。

•

cdxIfUpChannelAvgLastOneHour

正確な値を表示するのは、Cisco IOS Release 12.1(8)EC
および Cisco IOS Release 12.2(15)BC1a 以降のリリー
スに限られます。

cdxCmtsServiceExtTable

DOCSIS 1.0 動作用にプロビジョニングされた CM に
関してのみ、ダウンストリーム トラフィック カウン
タを報告します。DOCSI 1.1 および DOCSIS 2.0 CM に
ついては、DOCS-QOS-MIB の
docsQosServiceFlowStatsTable を使用してください。
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表 3-12

CISCO-DOCS-EXT-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

cdxCmtsCmTable

•

cdxCmtsCmQosProfile

CM と QoS プ ロ フ ァ イ ル の 関 連 付 け は、Cisco IOS
Release 12.1(19)EC および Release 12.2(11)BC2 以降の
リリースでのみサポートされます。

•

cdxCmCpeEntry

Cisco uBR7100 シリーズ ルータがブリッジング モー
ドで動作している場合、cdxCmCpeEntry の行で、異な
る MAC アドレスに同じ IP アドレスが表示される可
能性があります。この状況は、最初の装置がオフライ
ンになり、その IP アドレスが 2 番めの装置に割り当
てられた場合に発生します。
ルータはブリッジング モードなので、DHCP 要求から
IP アドレスを抽出することができず、そのためすべて
の IP アドレスがスタティックであると想定されま
す。これはブリッジング モードにあるときに予測さ
れる動作であり、ルータがデフォルトであるルーティ
ング モードで動作しているときには発生しません。
•

cdxCmCpeEntry に関する GET 要求では、ルータ
がすでにこのテーブルへの別の要求（SNMP GET
または CLI の show コマンドによる）を処理して
いる場合には NULL が返されます。

•

ルータが CM または CPE の MAC アドレスによっ
てインデックスされる他のテーブル
（cdrqCmtsCmStatusTable、
docsIfCmtsMacToCmTable、
docsQosCmtsMacToSrvFlowTable など）への要求
を処理している場合にも、NULL が返されます。
最初の要求が終了するまで待ち、そのあと
cdxCmCpeEntry に関する要求を再び実行してく
ださい。

cdxCmtsCmStatusExtTable

•

cdxIfCmtsCmStatusLastResetTime

•

cdxIfCmtsCmStatusOnlineTimesNum
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表 3-12

CISCO-DOCS-EXT-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

cdxCmtsCmStatusDMICTable

このテーブルには、CMTS Dynamic Message Integrity
Check（DMIC）に失敗したモデムのリストが含まれま
す。

•

cdxCmtsCmDMICMode

DMIC 機能は、CMTS DMIC の妥当性チェックに失敗
した CM が実行すべき処置に応じて、次のモードで動
作します。
•

notConfigured(1) — このケーブル インターフェイ
スに対して DMIC が設定されていません。

•

mark(2) — デフォルトでは、マーク オプションを
使用するすべてのケーブル インターフェイス上
で DMIC 機能がイネーブルになっています。この
モードでは、CM が CMTS DMIC の妥当性チェッ
クに失敗した場合でも、CM はオンラインになり
ます。

•

lock(3) — ロック オプションを使用すると、DMIC
の妥当性チェックに続けて 2 回失敗した CM に制
限付きの QoS 設定が割り当てられます。
ロックされた CM には特別な QoS プロファイル
が使用され、cdxCmtsCmDMICLockQos の設定に
より指定されます。カスタマーが CM をリセット
すると、その CM は再登録されますが、その後も
制限付きの QoS プロファイルを使用します。ロッ
クされた CM で制限つきの QoS プロファイルを
使用するという制限を解除するには、オフライン
に切り替え、24 時間以上オフラインのままにして
おく必要があります。その時点で、有効な DOCSIS
コンフィギュレーション ファイルを使用した再
登録が可能になります。システム オペレータは、
cdxCmtsCmStatusDMICUnLock オブジェクトを設
定することにより、CM のロックを手動で解除す
ることができます。

•

•

cdxCmtsCmDMICLockQos

reject(4) — リジェクト モードでは、CMTS DMIC
妥当性チェックに失敗した CM はオンラインに
できません。

cdxCmtsCmDMICMode が lockingMode(3) に設定され
ている場合、このオブジェクトには、
docsIfQosProfIndex が設定されていればその値が示す
制限付きの QoS プロファイル番号が設定され、設定
されていないか無効であれば 0 の値が設定されます。
cdxCmtsCmDMICMode が lockingMode(3) に設定され
ていてこのオブジェクトが定義されていない場合、
CMTS のデフォルトとして、ダウンストリームおよび
アップストリーム サービスの最大フロー レートを 10
kbps に制限する特殊な QoS プロファイルが使用され
ます。ただし、このためには、モデムで QoS プロファ
イルの作成を許可する必要があります。
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CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB
CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB には、リモート クエリー機能によって監視および収集される
オブジェクトが含まれています。この機能は、Cisco CMTS 上で cable modem remote-query コマン
ドを使用してイネーブルにします。
CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoDocsRemoteQueryMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.59
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoDocsRemoteQueryMIB）です。通常、
頻繁に使用されている OID は、cdrqCmtsCmSigQSignalNoise（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.4）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.2(4)BC1 以降のリリースでのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

表 3-13

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

cdrqCmtsCmStatusTable

GET-NEXT 要求を使用してこのテーブルの行を検索することは
推奨できません。MAC アドレスの検索に長い時間がかかり、
テーブルが大容量の場合は CPU プロセッサ時間が大量に消費
される可能性があるからです。
GET 要求で装置の MAC アドレスをテーブル インデックスとし
て使用し、個々の行を検索してください。そうすればパフォー
マンスの問題を防ぐことができ、また、検索された行に装置の
最新のリアルタイム データが含まれることが保証されます。
cdrqCmtsCmStatusTable に関する GET 要求では、ルータがすで
にこのテーブルへの別の要求（SNMP GET または CLI の show
コマンドによる）を処理している場合には NULL が返されます。
ルータが CM または CPE の MAC アドレスによってインデック
スされる他のテーブル（cdxCmCpeEntry、
docsIfCmtsMacToCmTable、docsQosCmtsMacToSrvFlowTable な
ど）への要求を処理している場合にも、NULL が返されます。最
初の要求が終了するまで待ち、そのあと cdrqCmtsCmStatusTable
に関する要求を再び実行してください。

CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB には、システム内のすべての物理エンティティのメモリ プー
ルのステータスを監視するためのオブジェクトが含まれます。専用のオンボード プロセッサおよび
メモリを搭載したラインカードもこの対象となります。
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB を使用すると、Cisco uBR10012 ルータのケーブル ラインカー
ドおよび Broadband Processing Engine（BPE）に関して、CPE およびメモリの使用状況を監視するこ
とができます。ここには、Cisco MC16X および MC28X シリーズのラインカードが含まれます。
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoEnhancedMemPoolMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.221
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEnhancedMemPoolMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.3(9a)BC 以降のリリースでのみサポートされます。

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
CISCO-ENTITY-ALARM-MIB を使用すると、シャーシ、スロット、モジュール、電源装置、ファ
ン、モジュール ポートなどのシステム コンポーネントによって生成されるアラームをルータで監
視することができます。

（注）

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB は、物理エンティティのアラームを監視します。

MIB の制約事項
表 3-14 に、ルータにおける、CISCO-ENTITY-ALARM-MIB のオブジェクトの制約事項を示します。
各 MIB オブジェクトの詳細な定義は、該当する MIB を参照してください。
表 3-14

CISCO-ENTITY-ALARM-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

ceAlarmDescrTable

読み取り専用

ceAlarmFilterProfileTable

実装されていません。

ceAlarmCutOff

実装されていません。

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB
CISCO-ENTITY-ASSET-MIB は、ENTITY-MIB 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。スロットでラインカードを着脱したり、ラインカードの動作に
影響するコマンドを CLI プロンプトに入力したりすると、ceAssetTable オブジェクトが自動的に更
新されます。
CISCO-ENTITY-ASSET-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoEntityAssetMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.92（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEntityAssetMIB）で
す。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-ENTITY-EXT-MIB
CISCO-ENTITY-EXT-MIB には、ENTITY-MIB（RFC 2737）の entityPhysicalTable を補足するオブ
ジェクトが含まれています。これらのオブジェクトは、entityPhysicalTable のエントリ（CPU また
はその他のタイプのオンボード プロセッサ）に関する情報を提供します。
CISCO-ENTITY-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は EntityExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.195（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEntityExtMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、アクティブまたはスタンバイ プロセッサである物理エンティティに対してのみ
サポートされます。

•

ceExtConfigRegNext と ceExtSysBootImageList のセット動作は、アクティブ Route Processor（RP;
ルート プロセッサ）である物理エンティティでのみサポートされます。

•

セカンダリ RP の ceExtSysBootImageList はブートバーから返される（BOOT 環境変数に関する
情報を表示するために）ため、セカンダリ RP の ceExtSysBootImageList は、設定がアクティブ
RP から同期される場合のみ、アクティブ RP からアップデートされます。強制的に同期処理を
実行するには、write memory コマンドを使用します。

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB には、ENTITY-MIB（RFC 2737）の entityPhysicalTable を補足
する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、Field-Replaceable Unit（FRU; 現場
交換可能ユニット）である entityPhysicalTable エントリの設定および動作ステータスに関する情報
を提供します。
スロットでラインカードを着脱したり、ラインカードの動作に影響するコマンドを CLI プロンプト
に入力したりすると、cefcModuleTable オブジェクトが自動的に更新されます。
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoEntityFRUControlMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.117
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEntityFRUControlMIB）です。

MIB の制約事項
表 3-15 に、ルータにおける、CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB のオブジェクトの制約事項を示
します。各 MIB オブジェクトの詳細な定義は、該当する 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

変更点

cefcModuleTable

•

cefcModuleAdminStatus

サポートされる値：
•

Enable(1)

•

Reset(3)

Write はサポートされません。
•

•

cefcModuleOperStatus

cefcModuleResetReason

cefcFRUPowerSupplyGroupTable

サポートされる値：
•

Unknown(1) — 読み取り専用

•

Ok(2) — 読み取り専用

•

Failed(7) — 読み取り専用

サポートされる値：
•

Unknown(1) — 読み取り専用

•

PowerUp(2) — 読み取り専用

•

ManualReset(5) — 読み取り専用

サポートされません。
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表 3-15

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

cefcFRUPowerSupplyTable

サポートされません。

•

cefcMaxDefaultInLinePower

サポートされません。

•

cefcPowerStatusChange

サポートされません。
リダンダント電源の場合、
ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif を使用してください。

1.

entPhysicalEntry（entPhysicalTable の entPhysicalClass として module(9) を持つ）には、対応する cefcModuleTable
中のエントリがあります。

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB には、ENTITY-MIB（RFC 2737）の entityPhysicalTable を補足するオ
ブジ ェクトが 含まれてい ます。こ れらのオブ ジェクト は、センサ（温度セ ンサなど）である
entityPhysicalTable エントリに関する情報を提供します。
CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB の MODULE-IDENTITY は entitySensorMIB であり、
上位レベルの OID
は 1.3.6.1.4.1.9.9.91（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.entitySensorMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS
Release 12.1EC でのみサポートされます。

•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。
温度のレポートには、CISCO-ENVMON-MIB を使用してください。

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB は、Cisco CMTS ルータのコンポーネントに割り当てられ
た OID を 定 義 し ま す。こ の MIB の OID は、ENTITY-MIB に お い て、entPhysicalTable 内 の
entPhysicalVendorType フィールド値として使用されます。各 OID は、物理エンティティのタイプ
（ファン トレイ、電源装置、カードなど）を一意に識別します。

（注）

この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア リリースで新しいコンポーネントのサポートが導入される
と、それらのコンポーネントの OID を反映してアップデートされます。

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoEntityVendortypeOIDMIB
であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.12.3
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoModules.ciscoEntityVendortypeOIDMIB）です。

MIB の制約事項
表 3-16 に、ルータのエンティティを記述する CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB のオブジェ
クトおよび OID を示します。各 MIB オブジェクトの詳細な定義は、該当する MIB を参照してくだ
さい。
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表 3-16

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB オブジェクトおよび制約事項

MIB オブジェクト（OID の割り当て）

変更点

cevChassis

•

cevChassisUbr7246（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.57）

Cisco uBR7246 シャーシ

•

cevChassisUbr7223（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.68）

Cisco uBR7223 シャーシ

•

cevChassisUbr7246Vxr（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.134）

Cisco uBR7246VXR シャーシ

•

cevChassisUbr10012（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.183）

Cisco uBR10012 シャーシ

•

cevChassisUbr7111（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.211）

Cisco uBR7111 シャーシ

•

cevChassisUbr7111E（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.212）

Cisco uBR7111E シャーシ

•

cevChassisUbr7114（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.213）

Cisco uBR7114 シャーシ

•

cevChassisUbr7114E（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.214）

Cisco uBR7114E シャーシ

cevPowerSupply

•

cevPowerSupplyUbr10012AC (1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.6.150)

UBR10012 シリーズ AC 電源入力モジュール

•

cevPowerSupplyUbr10012DC (1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.6.151)

UBR10012 シリーズ DC 電源入力モジュール

•

cevPowerSupplyC10KDC（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.6.55）

DC 電源装置

•

cevPowerSupplyC10KAC（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.6.56）

AC 電源装置

cevFan

•

cevFanTrayUbr10012 (1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.6.151)

UBR10012 シリーズ ファン アセンブリ モジュール

cevModule

cevModuleCpuType
•

cevC7200Io1fe（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.1）

Cisco uBR7200 シリーズ用 UBR7200-I/O-FE コントローラ

•

cevC7200Io（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.2）

Cisco uBR7200 シリーズ用 UBR7200-I/O コントローラ

•

cevCpu7200Npe300（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.9）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-300 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe175（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.14）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-175 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe225（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.15）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-225 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe100（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.26）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-100 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe150（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.27）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-150 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe200（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.28）

Cisco uBR7200 シリーズ用 NPE-200 プロセッサ

•

cevCpu7200Npe400（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.39）

Cisco uBR7246VXR 用 NPE-400 プロセッサ

•

cevCpu7200Npeg1（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.56）

Cisco uBR7246VXR 用 NPE-G1 プロセッサ

•

cevCpuCreRp（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.5.29）

Central Routing Engine — Cisco uBR10012 用ルート プロセッサ

•

cevCpuCreFp（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1. 9.5.30)

Central Routing Engine — Cisco uBR10012 用フォワーディン
グ プロセッサ

cevModuleC7xxxType
•

cevC7xxxMc14a（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.1）

Cisco uBR-MC14C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevC7xxxMc16a（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.2）

Cisco uBR-MC16C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevC7xxxMc11（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.3）

Cisco uBR-MC11-FPGA ケーブル インターフェイス ライン
カード

•

cevC7xxxMc12a（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.4）

Cisco uBR-MC12C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevC7xxxMc11a（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.5）

Cisco uBR-MC11C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevC7xxxIo1feTxIsl（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.6）

ファスト イーサネット I/O コントローラ

•

cevC7xxxMc28（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.8）

Cisco uBR-MC28C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevC7xxxIo2FE（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.7.12）

Cisco uBR7200 シリーズ用 UBR7200-I/O-2FE/E コントローラ
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表 3-16

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB オブジェクトおよび制約事項（続き）

MIB オブジェクト（OID の割り当て）

変更点

cevModuleUbrType（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27）
•

cevUbrMc16s（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.2）

Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc11（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.3）

Cisco uBR-MC11-FPGA ケーブル インターフェイス ライン
カード

•

cevUbrMc11c（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.4）

Cisco uBR-MC11C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc12c（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.5）

Cisco uBR-MC12C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc14c（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.6）

Cisco uBR-MC14C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc16b（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.8）

Cisco uBR-MC16B ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc16c（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.9）

Cisco uBR-MC16C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc16e（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.10）

Cisco uBR-MC16E ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc28c（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.11）

Cisco uBR-MC28C ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrClk（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.16）

Cisco uBR7246VXR ルータ用 Cisco National Clock Card

•

cevUbrMc28cBnc（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.22）

Cisco uBR-MC28C-BNC ケーブル インターフェイス ライン
カード

•

cevUbrMc520sD（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.32）

Cisco uBR-MC5X20S-D ケーブル インターフェイス ライン
カード

•

cevUbrMc28u（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.34）

Cisco uBR-MC28U ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc16u（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.35）

Cisco uBR-MC16U ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc28ux（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.36）

Cisco uBR-MC28X ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc16ux（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.37）

Cisco uBR-MC16X ケーブル インターフェイス ラインカード

•

cevUbrMc520uD（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.27.38）

Cisco uBR-MC5X20U-D ケーブル インターフェイス ライン
カード

cevModule100012Type
•

cevPos1oc12（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.1）

Cisco uBR10-1OC12/P-SMI OC-12 POS アップリンク ライン
カード

•

cevGe（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.3）

Cisco uBR10-1GE ギガビット イーサネット アップリンク ラ
インカード

•

cevSrpOc48SmSr（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.11）

Cisco uBR10012 OC-48 DPT/POS インターフェイス モジュー
ル（短距離）

•

cevSrpOc48SmLr1（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.26）

Cisco uBR10012 OC-48 DPT/POS インターフェイス モジュー
ル（長距離）

•

cevC10K48MbFlashCard（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.18）

48MB フラッシュ カード

•

cevC10K128MbFlashCard（1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.32.19） 128MB フラッシュ カード

•

cevSpa24xWbdSfp(1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.2.145)

Cisco SPA-24-XWBD-SFP 共有ポート アダプタ（cevPortGe）
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CISCO-ENVMON-MIB
CISCO-ENVMON-MIB には、環境センサ（電圧、温度、ファン、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、これらのセンサのステータスが変化した場合の通知をイネーブルおよ
び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 IOS Release 12.2BC 以降
では、温度モニタリングには CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB の代わりにこの MIB を使用してくださ
い。
ルータの温度テスト ポイントがクリティカルな状態になると、環境モニタ機能によってシャットダ
ウンが実行され、ciscoEnvMonShutdownNotification（設定されている場合）が送信されます（「通知
のイネーブル化」[p.4-3] を参照）。
CISCO-ENVMON-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoEnvMonMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.13（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoEnvMonMIB）です。

MIB の制約事項
表 3-17 に、ルータにおける、CISCO-ENVMON-MIB のオブジェクトの制約事項を示します。
この MIB がサポートされる条件は、次のとおりです。
•

Cisco IOS Release 12.1(11)EC および Cisco IOS Release 12.2(4)BC1 以降のリリースを使用する
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ

•

Cisco IOS Release 12.2(8)BC2 以降のリリースを使用する Cisco uBR10012 ルータ

各 MIB オブジェクトの詳細な定義は、該当する MIB を参照してください。
表 3-17

CISCO-ENVMON-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

ciscoEnvMonTable

•

ciscoEnvMonEnableStatChangeNotif

Cisco IOS Release 12.3(18)BC 以降のリリースでサ
ポートされます。
この変数では、システムで
ciscoEnvMonVoltStatusChangeNotif、
ciscoEnvMonTempStatusChangeNotif、
ciscoEnvMonFanStatusChangeNotif、
ciscoEnvMonSuppStatusChangeNotif が 作 成 さ れ た
かどうかを示します。false の値を設定すると、uBR
システムによるこの通知の生成が抑止されます。

•

通知は廃止されています。
ciscoEnvMonEnableTemperatureNotification ciscoEnvMonEnableStatChangeNotif を使用してくだ
さい。
ciscoEnvMonEnableFanNotification,

•

ciscoEnvMonEnableRedundantSupply

•
•

ciscoEnvMonEnableVoltageNotification

ciscoEnvMonTemperatureStatusTable

•

ciscoEnvMonEnableTemperatureNotification サポートされる値：

•

ciscoEnvMonTemperatureNotification

•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータの場合、ubr7200(8)

•

Cisco uBR10012 ルータの場合、c10000(10)

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

3-36

OL-15724-01-J

第3章

MIB の仕様
MIB の仕様

表 3-17

CISCO-ENVMON-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

ciscoEnvMonVoltageStatusTable

•

ciscoEnvMonVoltageNotification

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

•

ciscoEnvMonEnableVoltageNotification

Cisco IOS Release 12.1(19)EC お よ び Cisco IOS
Release 12.2(4)BC 以降のリリースでサポートされ
ます。

ciscoEnvMonFanStatusTable

•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200
シリーズ ルータではサポートされません。

•

Cisco IOS Release 12.2(11)BC1 以降のリリース
を使用する場合に限り、Cisco uBR10012 ルー
タでサポートされます。

•

ciscoEnvMonFanStatusIndex

常に 1 です。ファン トレイごとに 1 つのテーブル
行のみサポートされます。

•

ciscoEnvMonFanStatusDescr

常に Fan Tray です。

•

ciscoEnvMonFanState

サポートされる値：

ciscoEnvMonSupplyStatusTable

•

ciscoEnvMonSupplyStatusIndex

•

normal(1) — 両方のファンが動作しています。

•

warning(2) — 一方のファンが動作していませ
ん。

•

critical(3) — どちらのファンも動作していませ
ん。

•

notPresent(5) — ファン トレイがありません。

•

notFunctioning(6) — ステータスを取得できま
せん。

•

Cisco IOS Release 12.1 EC および Cisco IOS
Release 12.2(11)BC1 以降のリリースでサポー
トされます。

•

Cisco uBR7200 シリーズ ルータでは、
このテー
ブ ル が 正 確 な 結 果 を レ ポ ー ト す る の は、
Cisco IOS Release 12.1(19)EC および Cisco IOS
Release 12.2(15)BC1 以降のリリースに限られ
ます。

uBR10012 の場合：
•

1 の場合、PEM0 です。

•

2 の場合、PEM1 です。

•

ciscoEnvMonSupplyStatusDescr

uBR10012 の場合、有効な値は PEM0 または PEM1
です。

•

ciscoEnvMonSupplyState

サポートされる値は次のとおりです。
•

normal(1) — 電源装置が動作しています。

•

critical(3) — 電源装置が動作していません。

•

notPresent(5) — 電源装置がありません。
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表 3-17

CISCO-ENVMON-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト
•

ciscoEnvMonSupplySource

ciscoEnvMonAlarmContacts

変更点
サポートされる値：
•

unknown(1) — 電源装置がないか、または未知
の電源装置です。

•

ac(2) — AC 電源装置

•

dc(3) — DC 電源装置

実装されていません。

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-FLASH-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoFlashMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.10（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoFlashMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

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 に記
述されていないフレーム リレー情報が含まれています。
CISCO-FRAME-RELAY-MIB の MODULE-IDENTITY は FrameRelayMIB であり、上位レベルの OID
は 1.3.6.1.4.1.9.9.49（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoFrameRelayMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-FTP-CLIENT-MIB
CISCO-FTP-CLIENT-MIB には、ネットワーク管理用に File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プ
ロトコル）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-FTP-CLIENT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoFtpClientMIB であり、上位レベルの OID
は 1.3.6.1.4.1.9.9.80（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoFtpClientMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。
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CISCO-HSRP-EXT-MIB
CISCO-HSRP-EXT-MIB は、CISCO-HSRP-MIB の拡張版です。セカンダリ Hot Standby Router Protocol
（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。
CISCO-HSRP-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoHsrpExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.107（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoHsrpExtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-HSRP-MIB
CISCO-HSRP-MIB には、RFC 2281 に定義されている Cisco Hot Standby Router Protocol（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。
CISCO-HSRP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoHsrpMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.106（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoHsrpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB
CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB は、ATM-MIB を補足します。この MIB は、次の URL にある
IETF ドラフト
『Definitions of Supplemental Managed Objects for ATM Interface』
の Section 「
9 ATM Related
Trap Support」の Virtual Channel Link（VCL）セクションを実装します。
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-atommib-atm2-19.txt
CISCO-IETF-ATM2-PVCTRAP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIetfAtm2PvctrapMIB であり、上
位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.29
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIetfAtm2PvctrapMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB
CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB には、異なるバージョンの IP（IPv4 および IPv6）を使用している
可能性のあるネットワーク間での IP トラフィックの転送を管理および記述するためのオブジェク
トが含まれています。
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この MIB は、RFC 2096『IP Forwarding Table MIB』で定義されている、現在の IP-FORWARD-MIB
に代わるものとして提案されたインターネット ドラフトの最初のバージョンに準拠しています。シ
スコでは、上記のインターネット ドラフトが確定され、RFC 2096 に代わる新しい RFC がリリース
されるまでの間、この一時的な MIB を実装して、機能を提供しています。
CISCO-IETF-IP-FORWARD-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIetfIpForward であり、上位レベル
の OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.85
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIetfIpForward）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下ではサポートされません。
•

Cisco uBR10012 ルータ

•

Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージ

CISCO-IETF-IP-MIB
CISCO-IETF-IP-MIB には、異なるバージョンの IP（IPv4 および IPv6）を使用している可能性のあ
るネットワーク間で IP および ICMP プロトコル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、RFC 2011『SNMPv2 Management Information Base for the Internet Protocol using SMIv2』
に定義されている、現在の IP-MIB に代わるものとして提案されたインターネット ドラフトの最初
のバージョンに準拠しています。シスコでは、上記のインターネット ドラフトが確定され、RFC
2011 に代わる新しい RFC がリリースされるまでの間、この一時的な MIB を実装して、機能を提供
しています。
CISCO-IETF-IP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIetfIpMIB で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.86（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIetfIpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下ではサポートされません。
•

Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージ

•

Cisco uBR10012 ルータ

CISCO-IETF-NAT-MIB
CISCO-IETF-NAT-MIB には、RFC 3022 に定義されているルータの Network Address Translation
（NAT;
ネットワーク アドレス変換）の動作に関するオブジェクトが含まれています。NAT 設定、NAT バ
インディング、および実行時統計に関するオブジェクトがあります。
この MIB は、このサポートを提供する目的で提案されているインターネット ドラフトの最初の
バージョンに準拠しています。シスコでは、上記のインターネット ドラフトが確定され、新しい
RFC がリリースされるまでの間この一時的な MIB を実装して、機能を提供しています。
CISCO-IETF-NAT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIetfNatMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.77（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIetfNatMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS Release 12.2BC の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズ
および Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-IMAGE-MIB
CISCO-IMAGE-MIB は、ルータ上で稼働している Cisco IOS ソフトウェア イメージの特性および機
能を識別します。
CISCO-IMAGE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoImageMIB であり、トップレベル OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.25（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoImageMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-IP-ENCRYPTION-MIB
CISCO-IP-ENCRYPTION-MIB には、ルータ上の暗号化 IP トラフィックおよび使用されているクリ
プトマップに関する情報を提供するオブジェクトが含まれています。
CISCO-IP-ENCRYPTION-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIpEncryptionMIB であり、上位レベル
の OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.52
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoIpEncryptionMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.1EC で
のみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。

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。
CISCO-IPMROUTE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIpMRouteMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.2（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIpMRouteMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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CISCO-IP-STAT-MIB
CISCO-IP-STAT-MIB には、IP 統計情報（IP パケットに関連付けられた IP precedence および MAC [
メディア アクセス制御 ] アドレス別）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。この MIB を使用してその他の IP 統計情報にアクセスするには、CLI で ip accounting
mac-address コマンドおよび ip accounting precedence コマンドを発行します。
CISCO-IP-STAT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIpStatMIB で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.84（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoIpStatMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-IP-TAP-MIB
CISCO-IP-TAP-MIB には、IP レイヤ 3 ストリームで合法的傍受を設定および実行する SNMP 管理オ
ブジェクトが含まれています。この MIB を CISCO-TAP2-MIB とともに使用して、IP アドレスに基
づいてトラフィックを傍受します。Cisco CMTS ルータは、IPv4 タイプの傍受のみをサポートしま
す。

CISCO-IP-TAP-MIB テーブルおよびオブジェクト
次の表に、CISCO-IP-TAP-MIB テーブルおよびオブジェクトを示します。
表 3-18

テーブルおよびオブジェクト

オブジェクト

説明

citapStreamTable

傍受する IP ストリームを示します。

citapStreamCapabilities

このタイプの装置での設定が可能な傍受ストリームのタイプを
表示します。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB
CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB には、IPSec ベースの Virtual Private Networks（VPN; 仮想私設
網）を管理するためのオブジェクトが含まれています。これらのオブジェクトには、Internet Key
Exchange（IKE）ネゴシエーションおよびトンネル、データ トンネル、履歴トレンド分析、および
パケット カウンタに関する情報が含まれます。この MIB は、ネットワーク上の障害および侵入試
行に関する通知も定義します。
CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIpSecFlowMonitorMIB であり、
上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.171
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoIpSecFlowMonitorMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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CISCO-IPSEC-MIB
CISCO-IPSEC-MIB には、IPSec ベースの VPN を設定および管理するための機能に関連するオブジェ
クトが含まれています。
CISCO-IPSEC-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIPsecMIB であり、トップレベル OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.62（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoIPsecMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、DES 暗号化をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージ（-k8- または -k9-）での
みサポートされます。

CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB
CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB には、IPSec VPN に関する IETF 規格案を実装するオブジェクトが
含まれています。具体的には、この MIB はダイナミックにインスタンシエートされた IPSec プロト
コル構造（トンネル、セキュリティ アソシエーションなど）を、それらの作成元ポリシー エンティ
ティ（ポリシー定義、クリプトマップ、トランスフォームなど）にマッピングします。
CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIpSecPolMapMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.172
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoIpSecPolMapMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、DES 暗号化をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージ（-k8- または -k9-）での
みサポートされます。

CISCO-ISDN-MIB
CISCO-ISDN-MIB には、ルータ上の ISDN インターフェイスのステータスを記述するオブジェクト
が含まれています。
CISCO-ISDN-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoIsdnMib であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.26（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoIsdnMib）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB
CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB は、シスコシステムズによる標準 ATM-MIB の拡張版です。この MIB
には、ATM インターフェイスを介して LANE VLAN に送信されるパケットを送信する VCC を識別
するオブジェクトが含まれています。
CISCO-LEC-DATA-VCC-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoLecDataVccMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.69
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoLecDataVccMIB）で
す。
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MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズおよび
Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-LEC-EXT-MIB
CISCO-LEC-EXT-MIB は、シスコシステムズによる標準 ATM-MIB の拡張版です。この MIB には、
LAN Emulation Client（LEC; LANE クライアント）をその VLAN にマッピングするオブジェクトが
含まれています。
CISCO-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoLecExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.77（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoLecExtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズおよび
Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-LECS-MIB
CISCO-LECS-MIB は、シスコシステムズによる標準 ATM-MIB の拡張版です。この MIB には、シ
スコ製ルータ上の LANE VLAN の設定に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-LECS-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoLecsMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.38（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoLecsMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する Cisco uBR7100 シリーズおよび
Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-LES-MIB
CISCO-LES-MIB は、シスコの標準 ATM-MIB の拡張版です。この MIB は、
ルータ上の LAN Emulation
Service（LES; LAN エミュレーション 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-LES-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoLesMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.39（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoLesMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS の「-is-」ソフトウェア イメージを実行する
Cisco uBR7200 シリーズ ルータでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

Cisco uBR7100

シリーズおよび

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。
CISCO-MEMORY-POOL-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoMemoryPoolMIB であり、上位レベル
の OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.48
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoMemoryPoolMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB
CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB は、Network-Based Application Recognition（NBAR）の
SNMP サポートを提供します。これには、インターフェイス単位でのプロトコル検出のイネーブル
化およびディセーブル化、および特定のイベント発生時に生成されるトラップの設定が含まれま
す。現在の NBAR 設定および実行時の統計情報も表示することができます。
CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB の MODULE-IDENTITY は
ciscoNbarProtocolDiscoveryMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.244
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoNbarProtocolDiscoveryMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータでのみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースでサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.1 EC ではサポートされません。

CISCO-NDE-MIB
CISCO-NDE-MIB には、NetFlow Data Export（NDE; NetFlow データ エクスポート）機能の設定およ
び動作に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-NDE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoNDEMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.226（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoNDEMIB）です。
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MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.1EC で
のみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。

CISCO-NTP-MIB
CISCO-NTP-MIB には、ルータ上で動作している Network Time Protocol（NTP）クライアントおよび
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。
CISCO-NTP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoNtpMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.168（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoNtpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.2BC で
のみサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。

CISCO-PIM-MIB
CISCO-PIM-MIB は、ルータ上の Protocol Independent Multicast（PIM）を管理するためのオブジェク
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-PIM-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoPimMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.184（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoPimMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.2BC ソフトウェア イメージでのみサポートされます。Cisco IOS
Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

CISCO-PING-MIB
CISCO-PING-MIB には、ルータ上で ICMP エコー（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。
CISCO-PING-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoPingMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.16（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoPingMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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CISCO-PPPOE-MIB
CISCO-PPPOE-MIB には、Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）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。これらのオブジェクトは、PPPoE セッションをシステム レベル
および Virtual Channel（VC; 仮想チャネル）レベルで表記します。
CISCO-PPPOE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoPppoeMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.194（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoPppoeMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下ではサポートされていません。
•

Cisco uBR10012 ルータ

•

Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージ

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 記 述 し ま す。CISCO-PROCESS-MIB を 使 用 す る と、Cisco uBR10012 ま た は
uBR7246VXR ルータのラインカード、ケーブル インターフェイス ラインカード、および Broadband
Processing Engine（BPE）に関して、CPE およびメモリの使用状況を監視することができます。
CISCO-PROCESS-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoProcessMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.109（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoProcessMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下をサポートしています。
•

Cisco IOS Release 12.3(9a)BC 以降の BC リリースを使用する Cisco uBR10012 ルータの PRE2 モ
ジュール

•

Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降の BC リリースを使用する Cisco uBR7246VXR ルータおよび
Cisco uBR10012 ルータの PRE1 モジュール

•

ラインカードが分散したプロセッサ（BPE など）の CPU 統計情報は、Cisco IOS Release
12.3(9a)BC 以降のリリースでサポートされます。

表 3-19 に、CISCO-PROCESS-MIB の制約事項をまとめます。
表 3-19

Cisco CMTS ルータの CISCO-PROCESS-MIB

オブジェクト名
cpmCPUTotalTable

説明
Cisco uBR10012 ルータのアクティブ Performance Routing Engine
（PRE）についてのみ維持されます。スタンバイ PRE やライン
カードの統計情報は維持されません。つまり、
cpmCPUTotalPhysicalIndex は必ずアクティブ PRE のインデック
スになります。
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CISCO-PRODUCTS-MIB
CISCO-PRODUCTS-MIB は、シスコ製ハードウェア プラットフォームに割り当てられた OID を表
示します。
CISCO-PRODUCTS-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoProductsMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.12.2（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoModules.ciscoProductsMIB）です。

MIB の制約事項
表 3-20 に、Cisco CMTS ルータに関連する OID を示します。
表 3-20

CISCO-PRODUCTS-MIB の Cisco CMTS ルータ OID

オブジェクト名

オブジェクト ID

説明

ciscoUBR7246

1.3.6.1.4.1.9.1.179

Cisco uBR7246 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7223

1.3.6.1.4.1.9.1.210

Cisco uBR7223 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7246VXR 1.3.6.1.4.1.9.1.271

Cisco uBR7246VXR ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR10012

1.3.6.1.4.1.9.1.317

Cisco uBR10012 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7111

1.3.6.1.4.1.9.1.344

Cisco uBR7111 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7111E

1.3.6.1.4.1.9.1.345

Cisco uBR7111E ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7114

1.3.6.1.4.1.9.1.346

Cisco uBR7114 ユニバーサル ブロードバンド ルータ

ciscoUBR7114E

1.3.6.1.4.1.9.1.347

Cisco uBR7114E ユニバーサル ブロードバンド ルータ

CISCO-QUEUE-MIB
CISCO-QUEUE-MIB には、ルータ上でインターフェイス 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。
CISCO-QUEUE-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoQueueMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.37（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoQueueMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-RMON-SAMPLING-MIB
CISCO-RMON-SAMPLING-MIB には、RMON-MIB および RMON2-MIB を補足するオブジェクトが
含まれ、これらの MIB の推定カウンタ値の統計的な信頼性に関する追加情報を提供します。
CISCO-RMON-SAMPLING-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoRmonSamplingMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.104
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoRmonSamplingMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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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 の概念上の Round-Trip Time（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 動作（たとえば、FTP または HTTP の GET 要求）を定義し、その結果から、動作の成功また
は失敗、および完了までの所要時間がわかります。
CISCO-RTTMON-MIB の MODULE-IDENTITY は RttMonMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.42（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoRttMonMIB）です。

（注）

ルータのレスポンダ アプリケーションが稼働していないために宛先ルータへの RTT 接続を確立で
きない場合、rttMonCtrlOperConnectionLostOccurred トラップが生成されます。ただし、ルータへの
物理接続が切断された場合には、このトラップは生成されません。

CISCO-SLB-EXT-MIB
CISCO-SLB-EXT-MIB には、CISCO-SLB-MIB を補足するオブジェクトが含まれ、ルータ上の Server
Load Balancing（SLB）動作に関する追加情報を提供します。具体的には、この MIB には Dynamic
Feedback Protocol（DFP）マネージャおよびレイヤ 7 ポリシー ロードバランシング機能に関するオ
ブジェクトが含まれます。
CCISCO-SLB-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoSlbExtMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.254（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoSlbExtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.1EC の
「-is-」ソフトウェア イメージでのみサポートされます。
Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。

CISCO-SLB-MIB
CISCO-SLB-MIB には、ルータ上の Server Load Balancing（SLB）および Dynamic Feedback Protocol
（DFP）に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-SLB-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoSlbMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.161（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoSlbMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.1EC の
「-is-」ソフトウェア イメージでのみサポートされます。
Cisco IOS Release 12.2BC を使用する Cisco CMTS ルータではサポートされません。
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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 ルーティングおよび専用シリア
ル回線でのルーティングでシステム リソースを効率的に使用するのに役立ちます。
CISCO-SNAPSHOT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoSnapshotMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.19（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoSnapshotMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-SRP-MIB
CISCO-SRP-MIB には、Spatial Reuse Protocol（SRP）インターフェイスおよびリングを監視および
設定するためのオブジェクトが含まれています。
CISCO-SRP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscosrpMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.60（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscosrpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータではサポートされませ
ん。

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
るための手段を提供します。Cisco IOS のすべての Syslog メッセージに、メッセージ名および重大
度、メッセージ テキスト、メッセージを生成したエンティティ名、および省略可能なタイムスタン
プが含まれます。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各種の
カウントも含まれています。
CISCO-SYSLOG-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoSyslogMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.41（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoSyslogMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB では、
CLI から入力された debug コマンドで生成されたメッセージはトラッキングされま
せん。

（注）

Syslog イベントのトラップをイネーブルにするときは、snmp-server queue-length コマンドを使用
して、トラップ キュー サイズをデフォルトの 10 より大きく設定してください。キュー サイズは 1
〜 1000 トラップの範囲で設定できます。
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CISCO-TAP2-MIB
CISCO-TAP2-MIB には、ルータでの合法的傍受を制御する SNMP 管理オブジェクトが含まれていま
す。Mediation Device（MD; メディエーション デバイス）は、ルータ経由でトラフィックを送信す
るターゲットの合法的傍受を MIB で設定して実行します。CISCO-TAP2-MIB MIB は、Service
Independent Intercept（SII）機能をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージにバンドルされて
います。CISCO-TAP2-MIB は、CISCO-IP-TAP-MIB および CISCO-802-TAP-MIB と連携して、特定
の傍受を定義します。

CISCO-TAP2-MIB テーブルおよびオブジェクト
次の表に、CISCO-TAP2-MIB MIB テーブルおよびオブジェクトを示します。
表 3-21

CISCO-TAP2-MIB テーブルおよびオブジェクト

オブジェクト

説明

cTap2MediationTable

装置の通信を傍受するときに使用する MD を示します。

cTap2StreamTable

傍受するトラフィック ストリームを示します。このリストは、
傍受のタイプに依存しない汎用フィールドで構成されます。

cTap2DebugTable

実装している装置により生成される合法的傍受デバッグ メッ
セージが含まれます。

cTap2MediationNewIndex

新しい cTap2Mediation エントリのインデックス値として使用さ
れる値が含まれます。

cTap2MediationCapabilities

MD テーブルにある特定のフィールドに対する装置機能を表示
します。この装置機能は、ハードウェアまたはソフトウェア機
能によって異なります。

cTap2DebugAge

実装している装置によって cTap2DebugTable のエントリが管理
される時間（分単位）が含まれます。この時間になるとエント
リは削除されます。

cTap2DebugMaxEntries

実装している装置によって一度に管理されるデバッグ メッセー
ジの最大数が含まれます。この制限に達すると、リストから古
いメッセージが削除されます。

次の表に、CISCO-IP-TAP-MIB 通知を示します。
表 3-22

CISCO-TAP2-MIB 通知

通知

説明

ciscoTap2MIBActive

設定したデータ ストリームに相当するパケットを傍受するよう
にルータまたはスイッチの傍受が有効になると送信されます。
実際の傍受ストリーム
タ イ プ の 識 別 を 行 う、対 応 す る
cTap2StreamType オブジェクトの値がこの通知に含まれます。

ciscoTap2MediationTimedOut

傍受する装置によって傍受が削除されると送信されます。これ
は、cTap2MediationTimeout オブジェクトに指定された時間が経
過したために発生する場合があります。

ciscoTap2MediationDebug

cTap2MediationTable にリストされたイベントへの介入が必要な
場合に送信されます。

ciscoTap2StreamDebug

cTap2StreamTable にリストされたイベントへの介入が必要な場
合に送信されます。
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表 3-22

CISCO-TAP2-MIB 通知（続き）

通知

説明

ciscoTap2Switchover

現在アクティブなプロセッサに障害が発生し、傍受する装置で
別のルータ プロセッサが有効になって処理を引き継ぐときに送
信されます。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

CISCO-TCP-MIB
CISCO-TCP-MIB には、ルータ上で Transmission Control Protocol（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、TCP-MIB の拡張版です。
CISCO-TCP-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoTcpMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.9.6（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoTcpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB
CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB は、VLAN（仮想 LAN）グループ ID を、ルーテッド
VLAN インターフェイスのインターフェイス インデックスにマッピングします。
CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB の MODULE-IDENTITY は
ciscoVlanIfTableRelationshipMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.9.128
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanIfTableRelationshipMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS ソフトウェア イメージに含まれていても、Cisco CMTS プラットフォーム
ではサポートされません。

CISCO-VPDN-MGMT-EXT-MIB
CISCO-VPDN-MGMT-EXT-MIB は、CISCO-VPDN-MGMT-MIB を 補 足 し、Virtual Private Dial-up
Network（VPDN; 仮想私設ダイヤルアップ網）トンネルおよびセッションに関する追加の情報を提
供します。この MIB には次のテーブルが含まれ、CISCO-VPDN-MGMT-MIB には存在しない読み取
り専用の情報を提供します。
•

cvpdnTunnelExtTable — Layer 2 Tunnel Protocol（L2TP; レイヤ 2 トンネル プロトコル）トンネル
に関する情報（トンネル統計情報、UDP ポート番号など）を提供します。

•

cvpdnSessionExtTable — L2TP セッションに関する情報のほかに、セッション パケット カウン
ト、パケット シーケンス情報、ウィンドウ サイズ、および動作特性に関する情報を提供します。
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CISCO-VPDN-MGMT-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoVpdnMgmtExtMIB であり、上位レ
ベルの OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.51
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoVpdnMgmtExtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

読み取り専用です。この MIB を使用してルータに VPDN を設定することはできません。

•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS「-is-」ソフトウェ
ア イメージでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

CISCO-VPDN-MGMT-MIB
CISCO-VPDN-MGMT-MIB は、ルータの Virtual Private Dialup Network（VPDN; 仮想私設ダイヤル
アップ網）機能に関する動作情報を提供します。この MIB ではルータ上の VPDN トンネル情報を
モニタできますが、VPDN を設定することはできません。
VPDN を使用すると、ルータはインターネット サービス プロバイダー（ISP）とホーム ゲートウェ
イの間で PPP（ポイントツーポイント プロトコル）トラフィックを転送することができます。
CISCO-VPDN-MGMT-MIB には、VPDN トンネリング情報を含むいくつかのテーブルがあります。
•

cvpdnSystemTable — システム全体の VPDN 情報を提供します。

•

cvpdnTunnelAttrTable — 各アクティブ トンネルに関する情報を提供します。

•

cvpdnSessionAttrTable — 各トンネル内の各アクティブ セッションに関する情報を提供します。

•

cvpdnUserToFailHistInfoTable — 最新の障害に関する情報をトンネル ユーザ別に提供します。

•

cvpdnTemplateTable — 各 VPDN テンプレートを識別し、そのテンプレートに対応付けられたア
クティブ セッション数を示します。テンプレート名の制約事項および SNMP に対する影響に
ついては、表 3-23 を参照してください。

CCISCO-VPDN-MGMT-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoVpdnMgmtMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.4.1.9.10.24
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.ciscoVpdnMgmtMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•
•
•

読み取り専用です。この MIB を使用してルータに VPDN を設定することはできません。
Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.2BC
「-is-」ソフトウェア イメージでのみサポートされます。
Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

表 3-23 に示す MIB オブジェクトは、廃止予定です。これらは現時点ではサポートされていますが、
今後は段階的に使用不能になるので、後継のオブジェクトを使用することを推奨します。各 MIB オ
ブジェクトの詳細な定義は、該当する MIB を参照してください。
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表 3-23

廃止された CISCO-VPDN-MGMT-MIB オブジェクト

MIB オブジェクト

変更点

cvpdnTunnelTotal

cvpdnSystemTunnelTotal に置き換えられています。

cvpdnSessionTotal

cvpdnSystemSessionTotal に置き換えられています。

cvpdnDeniedUsersTotal

cvpdnSystemDeniedUsersTotal に置き換えられています。

cvpdnTunnelTable

cvpdnTunnelAttrTable に置き換えられています。

cvpdnTunnelSessionTable

cvpdnSessionAttrTable に置き換えられています。

cvpdnTemplateTable

SNMP では、VPDN テンプレート名の長さが 128 文字以内に制
限されています。cvpdnTemplateTable のテンプレート名の中に
この長さを超えたものがある場合、128 文字を超えないテンプ
レート名（cvpdnTemplateName）のテーブル エントリを取得す
るには、個々に GET 要求を使用する必要があります。

CISCO-VSIMASTER-MIB
CISCO-VSIMASTER-MIB には、ATM インターフェイスを制御する Virtual Switch Interface（VSI）プ
ロトコルのマスター側に関するオブジェクトが含まれています。
CISCO-VSIMASTER-MIB の MODULE-IDENTITY は ciscoVsiMasterMIB であり、上位レベルの OID
は 1.3.6.1.4.1.9.9.162（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoVsiMasterMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS Release 12.2BC ソフトウェア イメージでのみサポートされます。Cisco IOS Release
12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

DOCS-BPI-MIB
DOCS-BPI-MIB には、DOCSIS 1.0 Baseline Privacy Interface（BPI）機能を設定、運用、および監視
するためのオブジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 3083『Baseline Privacy Interface
Management Information Base for DOCSIS Compliant Cable Modems and Cable Modem Termination
Systems』としてリリースされています。
DOCS-BPI-MIB の MODULE-IDENTITY は docsBpiMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.2.1.10.127.5（iso.org.dod.internet.mgmt-mib-2.transmission.docsIfMIB.docsBpiMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下でのみサポートされます。
•

DES 暗号化をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージ（-k8- または -k9-）

•

DOCSIS 1.0 ソフトウェア イメージ（Cisco IOS Release 12.1EC）
。DOCSIS 1.1 ソフトウェア イ
メージ（Cisco IOS Release 12.2BC 以降のリリース）では、この MIB の代わりに
DOCS-BPI-PLUS-MIB を使用してください。
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DOCS-BPI-PLUS-MIB
DOCS-BPI-PLUS-MIB には、DOCSIS 1.1 Baseline Privacy Interface Plus（BPI+）機能を設定、運用、
および監視するためのオブジェクトが含まれています。この MIB は現在、インターネット ドラフ
ト『Management Information Base for DOCSIS Cable Modems and Cable Modem Termination Systems for
Baseline Privacy Plus』として検討されています。このドラフトの最新版は
draft-ietf-ipcdn-bpiplus-mib-11.txt ですが、作業が進行中であるため予告なく変更される可能性があ
ります。
DOCS-BPI-PLUS-MIB の MODULE-IDENTITY は docsBpi2MIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.2.1.10.127.6（iso.org.dod.internet.mgmt-mib-2.transmission.docsIfMIB.docsBpi2MIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下でのみサポートされます。
•

DES 暗号化をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージ（-k8- または -k9-）

•

DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 ソフトウェア イメージ（Cisco IOS Release 12.2BC 以降）
DOCSIS 1.0 ソフトウェア イメージ（Cisco IOS Release 12.1EC）では、この MIB の代わりに
DOCS-BPI-MIB を使用してください。

•

ナローバンド ファイバ ノード インターフェイス コンフィギュレーションの DOCSIS BPI+ は、
Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降を使用する Cisco uBR10012 ルータでのみサポートされます。
ナローバンド ファイバ ノードのこのアプリケーションは、Shared Port Adapter（SPA; 共有ポー
ト アダプタ）用にサポートされているナローバンド機能とは区別されます。

表 3-24

DOCS-BPI-PLUS-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsBpi2CmtsCACertTable

このテーブルを使用してルート認証局（CA）の認証を
Cisco CMTS ルータにロードすることはできません。
ルート CA の認証は、常にローカル bootflash またはフ
ラッシュ ディスクにロードする必要があります（セキュ
リティおよび運用上の理由から、ルート CA の認証はリ
ムーバブル フラッシュ ディスクではなく bootflash に
ロードすることを推奨します）。

docsBpi2CmtsIpMulticastMapTable
docsBpi2CmtsMulticastAuthTable.

このテーブルは、Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降を使
用する Cisco uBR10012 ルータの DOCS-BPI-PLUS-MIB で
サポートされます。

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB には、DOCSIS 準拠の CMTS プラットフォームおよび CM 装置を設定
および監視するためのオブジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 2669 としてリリースさ
れています。
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB の MODULE-IDENTITY は docsDev で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は
1.3.6.1.2.1.69（iso.org.dod.internet.mgmt-mib-2.docsDev）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
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表 3-25

DOCS-CABLE-DEVICE-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsDevEventTable

このテーブルは、Cisco IOS Release 12.1(5)EC 以降のリ
リースでサポートされ、最大 50 のイベントを格納しま
す。
このテーブルが一杯のときに新しいイベントが発生する
と、最も古いイベントが削除され、新しいイベントに置
き換えられます。ただし、docsDevEvIndex は引き続き最
大値 2,147,483,647 まで増分されます。

•

docsDevSerialNumber docsDevRole
docsDevSTPControl

CMTS ではサポートされません。

•

docsDevSoftware

このオブジェクトのグループは CMTS ではサポートされ
ません。

•

docsDevCpeIpMax

DOCSIS 1.1 の最初の仕様ではこのオブジェクトが 1 に設
定されていましたが、CableLabs の調査により、このデ
フォルト値だとある種の状況下で PC が通信不能になる
ことが判明しました（たとえば、PC を起動したあと、CM
に接続する前または CM の電源がオンにならないうちに
デフォルトでプライベート IP アドレスを使用する場合
など）。PC を通信可能にするには、CM を再起動する必
要があります。
IP フィルタリングをディセーブルにするために、デフォ
ルトを –1 にするという変更が提案されましたが、この変
更は最終的な承認が得られず、実装されていません。し
たがって、このパラメータを –1 または 1 より大きい値に
設定することを推奨します。

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB
DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB には、DOCS-CABLE-DEVICE-MIB を補足し、DOCSIS 準拠の
CMTS プラットフォームおよび CM に関するトラップと通知を定義および設定するためのオブジェ
クトが含まれています。
DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB の MODULE-IDENTITY は docsDevTrapMIB であり、上位レベル
の OID は 1.3.6.1.2.1.69.10（iso.org.dod.internet.mgmt-mib-2.docsDev.docsDevTrapMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-26

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsDevTable

•

docsIfDocsisCapability

•

docsIfDocsisOperMode

どちらのオブジェクトも廃止されます。
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DOCS-IF-EXT-MIB
DOCS-IF-EXT-MIB には、DOCS-IF-MIB を補足し、オンラインの CM の機能およびステータスに関
する情報を提供するオブジェクトが含まれています。
DOCS-IF-EXT-MIB の MODULE-IDENTITY は docsIfExtMib であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.2.1.10.127.21（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.docsIfMIB.docsIfExtMib）です。

MIB の制約事項
表 3-27

DOCS-IF-EXT-TRAP-MIB の制約事項

MIB オブジェクト
docsDevTable

変更点
Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以 降 の リ リ ー ス で は、
DOCSIS 2.0 仕様をサポートするために、この MIB は廃止
されました。この MIB のオブジェクトは、『DOCSIS 2.0
Operations Support System Interface Specification』
（SP-OSSIv2.0-I04-030730）に記述された要件に準拠する
ため、DOCS-IF-MIB の新しいオブジェクトおよび提案済
みの DOCS-RFI-MIB の新しいオブジェクトで置き換えら
れました。
docsIfDocsisCapability および docsIfDocsisOperMode の後
継です。

•

docsIfDocsisBaseCapability

•

docsIfCmtsCmStatusDocsisRegMode docsIfCmtsCmStatusDocsisMode の後継です。

DOCS-IF-MIB
DOCS-IF-MIB には、DOCSIS 準拠の CMTS プラットフォームおよび CM 上の無線周波数（RF）イ
ンターフェイ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。この MIB は、RFC
2670 としてリリースされています。この MIB は、draft-ietf-ipcdn-rfmibv2-05.txt にアップデートされ
ました。
DOCS-IF-MIB の MODULE-IDENTITY は docsIfMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.127
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.docsIfMIB）で す。最 も よ く 使 用 さ れ る
OID
は、
docsIfUpChannelWidth（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.2.1.3）です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
表 3-28

DOCS-IF-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsIfUpstreamChannelTable

•

docsIfUpChannelWidth
docsIfUpChannelSlotSize

チャネル幅とミニスロットのサイズは関連していま
す。チャネル幅またはミニスロット サイズを個別に
設定しようとすると、新しい値がもう一方の値の現在
の設定と非互換である場合はエラーになります。
これら両方のオブジェクトの一括設定は、Cisco IOS
Release 12.2(15)BC2 以降のリリースでのみサポートさ
れます。
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表 3-28

DOCS-IF-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

docsIfCmtsMacToCmTable

GET-NEXT 要求を使用してこのテーブルの行を検索
しようとすると、MAC アドレスの検索に長い時間が
かかり、テーブルが大容量の場合は CPU プロセッサ
時間が大量に消費される可能性があるため、行わない
でください。代わりに、GET 要求で装置の MAC アド
レスをテーブル インデックスとして使用し、個々の
行を検索してください。そうすればパフォーマンスの
問題を防ぐことができ、また、検索された行に装置の
最新のリアルタイム データが含まれることが保証さ
れます。
docsIfCmtsMacToCmTable に 関 す る GET 要 求 で は、
ルータがすでにこのテーブルへの別の要求（SNMP
GET または CLI の show コマンドによる）を処理して
いる場合には NULL が返されます。ルータが CM また
は CPE の MAC アドレスによってインデックスされ
る他のテーブル（cdxCmCpeEntry、
cdrqCmtsCmStatusTable、
docsQosCmtsMacToSrvFlowTable など）への要求を処
理している場合にも、NULL ストリングが返されま
す。
最初の要求が終了するまで待ち、そのあと
docsIfCmtsMacToCmTable に関する要求を再び実行し
てください。

docsIfCmtsModulationTable

•

docsIfCmtsModGuardTimeSize

•

docsIfCmtsModPreambleLen

特定の変調プロファイルに関して CLI で設定した値
と一致しないガード タイム
（docsIfCmtsModGuardTimeSize）およびプリアンブル
長（docsIfCmtsModPreambleLen）を、SNMP エージェ
ントが報告する場合があります。
この状況は、使用する PHY タイプおよびケーブル イ
ンターフェイスに対して CLI の値が不適切なときに
発生し、その場合、CLI で指定された値がより適切な
値で上書きされます。

docsIfCmtsTable

•

docsIfCmtsUcdInterval

読み取り専用

•

docsIfSigQSignalNoise

このオブジェクトは、
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以
降のリリースでスペクトル グループを設定している
場合、Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス
ラインカードとともに使用することはできません。

•

docsIfUpChannelStatus

実装されていません。
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表 3-28

DOCS-IF-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

•

docsIfUpChannelModulationProfile

Cisco CMTS に 2 つの変調プロファイル（ダイナミッ
クなアップストリーム変調）が設定されている場合、
このオブジェクトは 2 つのプロファイルのうち現在
アクティブなプロファイルを返します。つまり、この
オブジェクトを 1 つのプロファイルで設定していて
も、次にオブジェクトを読み取る時点では、もう一方
のプロファイルが返される可能性があります。

•

docsIfQosProfMaxTxBurst

廃止されており、常に NULL を返します。

•

docsIfCmtsCmStatusExtUnerroreds

•

docsIfCmtsCmStatusExtCorrecteds

•

docsIfCmtsCmStatusExtUncorrectables

Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースでのみ
サポートされます。それより前のリリースでは、これ
らのオブジェクトは常に NULL を返します。

•

docsIfCmtsServiceCreateTime

•

docsIfCmtsQosProfilePermissions

docsIfCmtsChannelUtilizationTable

Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 より前のリリースでは、
このオブジェクトは同じ CM のすべての Service ID
（SID）に 同 じ 作 成 時 刻 を 返 し ま す。Cisco IOS
Release 12.2(15)BC1 以降のリリースでは、このオブ
ジェクトは各 SID の正しい作成時刻を返します。
このオブジェクトは、Cisco IOS Release 12.1(20)EC、
Cisco IOS Release 12.2(4)BC1 以降のリリースでは QoS
プロファイル権限を正確に設定します。
読み取り専用

•

docsIfCmtsChannelUtIfType

値は、IANAifType です。

•

docsIfCmtsChannelUtId

値は、Integer32 です。

•

docsIfCmtsChannelUtUtilization

値は、Integer32 です。

•

docsIfCmtsChannelUtilizationInterval

読み取り / 書き込み

docsIfUpstreamChannelTable

•

docsIfUpChannelPreEqEnable

docsIfSignalQualityTable

•

docsIfSigQExtUnerroreds

読み取り専用。値は 64 ビットのカウンタです。

•

docsIfSigQExtCorrecteds

読み取り専用。値は 64 ビットのカウンタです。

•

docsIfSigQExtUncorrectables

読み取り専用。値は 64 ビットのカウンタです。

docsIfCmtsDownChannelCounterTable

読み取り専用

•

docsIfCmtsDownChnlCtrId

値は、Integer32 です。

•

docsIfCmtsDownChnlCtrTotalBytes

値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsDownChnlCtrUsedBytes

値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsDownChnlCtrExtTotalBytes

値は、Counter64 です。

•

docsIfCmtsDownChnlCtrExtUsedBytes

値は、Counter64 です。

docsIfCmtsUpChannelCounterTable

読み取り専用

•

docsIfCmtsUpChnlCtrId

値は、Integer32 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrTotalMslots

値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrUcastGrantedMslot 値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrTotalCntnMslots

値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrUsedCntnMslots

値は、Counter32 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrExtTotalMslots

値は、Counter64 です。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

3-59

第3章

MIB の仕様

MIB の仕様

表 3-28

DOCS-IF-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

（注）

変更点

•

docsIfCmtsUpChnlCtrExtUcastGrantedMsl 値は、Counter64 です。
ots

•

docsIfCmtsUpChnlCtrExtTotalCntnMslots 値は、Counter64 です。

•

docsIfCmtsUpChnlCtrExtUsedCntnMslots 値は、Counter64 です。

docsIfCmtsQosProfilePermissions を使用して CM から「create by modem」権限を削除する場合、CM
による今後のアクティビティだけが禁止され、CM によって作成された未使用の QoS プロファイル
だけが削除されます。現在使用中の QoS プロファイルには影響がありません。この動作は、no cable
qos permission modem コマンド（CM によって作成された QoS プロファイルをただちに削除し、そ
れらのモデムをオフラインにする）とは異なります。

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の制約事項
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA のテーブル docsIfDownstreamChannelTable および
docsIfCmtsDownChannelCounterTable には、ナローバンド SPA ダウンストリーム チャネルのための
エントリがありません。ナローバンド情報は、CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB MIB に含まれてい
ます。
ただし、Cisco IOS Release 12.3(23)BC では次の点が変更されました。
•

docsIfCmtsCmStatusTable — 表 3-29 を参照してください。このオブジェクトは、対応するナロー
バンド チャネルの CNMP IF インデックス、またはモジュラ ケーブル インターフェイスの
SNMP IF インデックスを指し示します。

表 3-29

docsIfCmtsCmStatusTable

MIB 属性

値

docsIfCmtsCmStatusIndex

変更点

影響なし

docsIfCmtsCmStatusMacAddress

影響なし

docsIfCmtsCmStatusIpAddress

影響なし

docsIfCmtsCmStatusDownChannelIfIndex

NB チャネル インデックス 未知の場合、0 を返します。

docsIfCmtsCmStatusUpChannelIfIndex

Up チャネル

docsIfCmtsCmStatusRxPower

影響なし

docsIfCmtsCmStatusTimingOffset

影響なし

docsIfCmtsCmStatusEqualizationData

影響なし

docsIfCmtsCmStatusValue

影響なし

docsIfCmtsCmStatusUnerroreds

影響なし

docsIfCmtsCmStatusCorrecteds

影響なし

docsIfCmtsCmStatusUncorrectables

影響なし

docsIfCmtsCmStatusSignalNoise

影響なし

docsIfCmtsCmStatusMicroreflections

影響なし

docsIfCmtsCmStatusExtUnerroreds

影響なし

docsIfCmtsCmStatusExtCorrecteds

影響なし

docsIfCmtsCmStatusExtUncorrectables

影響なし

docsIfCmtsCmStatusDocsisRegMode

影響なし

未知の場合、0 を返します。
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表 3-29

docsIfCmtsCmStatusTable（続き）

MIB 属性

値

docsIfCmtsCmStatusModulationType

影響なし

docsIfCmtsCmStatusInetAddressType

影響なし

docsIfCmtsCmStatusInetAddress

影響なし

docsIfCmtsCmStatusValueLastUpdate

影響なし

変更点

DOCS-DSG-IF-MIB
これは、DOCSIS Set-top Gateway（DSG）用の MIB モジュールです。DSG は、ケーブル セットトッ
プ クライアントに対して、Out-Of-Band（OOB; 帯域外）メッセージングのための単方向 IP データ
グラム送信を提供します。単方向 IP データグラム送信のことを、DSG トンネルと言います。DSG
トンネルは、DSG から発信されるブロードキャスト、ユニキャスト、またはマルチキャスト IP デー
タグラム ストリームを送信し、セットトップ クライアントへの OOB メッセージを送信します。こ
れは、1 つまたは複数のダウンストリーム DOCSIS チャネル上を送信されます。1 つのダウンスト
リーム DOCSIS チャネル上に複数の DSG トンネルが存在する場合もあります。
このリリースでは、次の MIB テーブルが追加されています。
•

dsgIfClassifierTable — インバウンド パケットをトンネルに分類するための属性と、DSG クライ
アント用の分類子が含まれます。分類子が適用されるダウンストリーム チャネルで DCD メッ
セージが符号化されます。

•

dsgIfTunnelTable — トンネルのグループが含まれます。各トンネルは、宛先 MAC アドレスと
QoS サービス クラス名に関連付けられます。

•

dsgIfTunnelGrpToChannelTable — トンネルのグループを、1 つまたは複数のダウンストリーム
チャネルに関連付けます。

•

dsgIfDownstreamChannelTable — 関連付けられたタイマー、ベンダー固有のパラメータ インデッ
クス、特定のダウンストリームのチャネル リスト インデックスが含まれます。

•

dsgIfClientIdTable — クライアントの識別タイプおよび値が含まれます。ベンダー固有のパラ
メータ識別も含まれます。

•

dsgIfVendorParamTable — DSG の規則内、または DCD メッセージの DSG 設定ブロック内で、
ベンダーが DSG クライアントに特定のパラメータを送信することを許可します。

•

dsgIfChannelListTable — DSG トンネルの 1 つまたは複数のダウンストリーム周波数のリストが
含まれます。

•

dsgIfTimerTable — DCD メッセージによって DSG クライアントに送信されるタイマーが含まれ
ます。

（注）

DOCS-DSG-IF-MIB では、RPR+ モードはサポートされていません。

（注）

DOCS-DSG-IF-MIB では、Cisco uBR7200 シリーズおよび Cisco uBR10012 ルータでの DSG 1.0 機能
の動作を設定、制御、監視するためのオブジェクトが定義されています。DSG の詳細については、
次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00806ea4f4.html

（注）

DOCS-DSG-IF-MIB の上位レベルの OID は 1.3.6.1.4.1.4491.2.1.3
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cableLabs.clabProject.clabProjDocsis.dsgIfMIB）です。
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MIB の制約事項
Cisco IOS Release 12.3(23)BC より前のリリースでは、DOCS-DSG-IF-MIB の制約事項はありません
（この MIB に示されているすべてのオブジェクトが、MIB 定義の定義通りに実装されています）。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA でのワイドバンド サポート
DOCS-DSG-IF-MIB は、次のように DSG インターフェイスを管理するように定義されています。
•

DSG は MC インターフェイスの CGD マスター インターフェイス上で設定される。

•

パケットはマルチキャストによって DSG に送信される。

•

Cisco IOS は、IGMP コンフィギュレーション コマンドを使用してパケットを制御する。

Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降では、Cisco IOS は dsgIfTunnelGrpToChannelTable 内で MC インター
フェイスにマッピングされた SNMP に対応していません。このような場合、
INCONSISTENT_VALUE_ERROR システム メッセージがレポートされ、
次のような該当するエラー
メッセージが表示されます。
Cannot set dsg tunnel group to Modular-Cable interface, set on CGD's host downstream
instead.

DOCS-QOS-MIB
DOCS-QOS-MIB には、DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 ケーブル ネットワークで使用可能な QoS 機
能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。この MIB は、インターネット ド
ラフト『Data Over Cable System Interface Specification Quality of Service Management Information Base』
として公開されています。
DOCS-QOS-MIB の MODULE-IDENTITY は docsQosMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.2.1.10.127.7（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.docsIfMIB.docsQosMIB）です。

MIB の注記と制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.2(4)BC1 〜 Release 12.2(11)BC3 でのみサポートされ、DOCSIS 1.1
動作に対応します。それ以降のリリースでは、DOCSIS 2.0 仕様に準拠するため、この MIB は廃止
されています。
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表 3-30

DOCS-QOS-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsQosCmtsMacToSrvFlowTable

GET-NEXT 要求を使用してこのテーブルの行を検索しよ
うとすると、MAC アドレスの検索に長い時間がかかり、
テーブルが大容量の場合は CPU プロセッサ時間が大量
に消費される可能性があるため、行わないでください。
代わりに、GET 要求で装置の MAC アドレスをテーブル
インデックスとして使用し、個々の行を検索してくださ
い。そうすればパフォーマンスの問題を防ぐことができ、
また、検索された行に装置の最新のリアルタイム データ
が含まれることが保証されます。
docsQosCmtsMacToSrvFlowTable に関する GET 要求では、
ルータがすでにこのテーブルへの別の要求（SNMP GET
または CLI の show コマンドによる）を処理している場
合には NULL が返されます。ルータが CM または CPE の
MAC アドレスによってインデックスされる他のテーブ
ル（cdxCmCpeEntry、cdrqCmtsCmStatusTable、
docsIfCmtsMacToCmTable など）への要求を処理している
場合にも、NULL が返されます。
最初の要求が終了するまで待ち、そのあと
docsQosCmtsMacToSrvFlowTable に関する要求を再び実
行してください。

docsQosParamSetTable

•

docsQosParamSetMaxTrafficBurst

•

docsQosServiceClassDirection

このテーブルには、管理される装置で定義された
DOCSIS 1.1 QOS パラメータのセットが記述されます。
このオブジェクトは、ベストエフォート、非リアルタイ
ム ポーリング、およびリアルタイム ポーリング バース
トに関してのみ有効です。他のバーストに関しては、こ
のオブジェクトは 0 を報告します。

•

ダウンストリーム サービス クラスを設定する場合、これ
docsQosServiceClassSchedulingType らのオブジェクトは同じ SET 要求の一部として一緒に設
定する必要があります。

•

docsQosParamSetEntry**

docsQosServiceFlowStatsTable

•

docsQosServiceFlowStatsEntry**

docsQosPHSTable

•

QoS パラメータの一意のセットを識別します。
DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 動作用にプロビジョニン
グ さ れ た CM に 関し て の み、ダ ウ ンス ト リ ー ム ト ラ
フィック カウンタを報告します。DOCSIS 1.0 CM の場合
は、CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmtsServiceExtTable を
使用してください。
サービス フローの統計情報のセットを記述します。テー
ブルのエントリは、各サービス フロー ID ごとに存在し
ます。ifIndex は、docsCableMaclayer(127) の ifType です。
このテーブルには、Payload Header Suppression（PHS）エ
ントリのセットが記述されます。

docsQosPHSEntry**

docsQosPktClassTable

•

docsQosPktClassEntry**

単一パケット分類子規則を規定する、このテーブル内の
エントリ
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表 3-30

DOCS-QOS-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト

変更点

docsQosServiceFlowTable

•

docsQosServiceFlowEntry**

サービス フローを記述します。テーブルのエントリは、
各 サ ービ ス フロ ー ID ご とに 存 在 しま す。ifIndex は、
docsCableMaclayer(127) の ifType です。

docsQosUpstreamStatsTable

•

docsQosUpstreamStatsEntry**

docsQosServiceFlowLogTable

docsQosDynamicServiceStatsTable

アップストリーム サービス フローの統計情報のセット
を記述します。
削除された DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 サービス フ
ローを記録しますが、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードで cable sflog コマンドを使用してロギングをイ
ネーブルにするまでは、このテーブルには情報が含まれ
ません。
（DOCSIS 1.0 モデムには適用されません）

•

docsQosDCCReqs

読み取り専用。インターフェイスを通過するダイナミッ
ク チャネル変更要求メッセージの数。このカウントは、
ダウンストリーム方向の行でのみ、0 以外の値となりま
す。

•

docsQosDCCRsps

読み取り専用。インターフェイスを通過するダイナミッ
ク チャネル変更応答メッセージの数。このカウントは、
アップストリーム方向の行でのみ、0 以外の値となりま
す。

•

docsQosDCCAcks

読み取り専用。インターフェイスを通過するダイナミッ
ク チャネル変更確認応答メッセージの数。このカウント
は、ダウンストリーム方向の行でのみ、0 以外の値とな
ります。

•

docsQosDCCs

読み取り専用。成功したダイナミック チャネル変更トラ
ンザクションの数。このカウントは、ダウンストリーム
方向の行でのみ、0 以外の値となります。

•

docsQosDCCFails

読み取り専用。失敗したダイナミック チャネル変更トラ
ンザクションの数。このカウントは、ダウンストリーム
方向の行でのみ、0 以外の値となります。

** これらのテーブルの SNMP クエリー セッションは改良されています。

（注）

CMTS のロード バランシングおよびダイナミック チャネル変更の詳細については、次の URL を参
照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801b17f2.html#wp
1027177
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DOCS-SUBMGT-MIB
DOCS-SUBMGT-MIB には、DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 ケーブル ネットワークのサブスクライ
バ管理機能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。これらのオブジェクトに
は、パケット フィルタリングおよび CPE 装置の制御が含まれ、サブクライバによる故意または偶
発的な悪用からケーブル ネットワークを保護するのに役立ちます。
この MIB は、インターネット ドラフト『Management Information Base for Data Over Cable Service
Interface Specification (DOCSIS) Cable Modem Termination Systems for Subscriber Management』として
公開されています。
DOCS-SUBMGT-MIB の MODULE-IDENTITY は docsSubMgt であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.3.83.4（iso.org.dod.internet.experimental.83.docsSubMgt）です。これは実験的な MIB であるた
め、仕様が確定した時点で上位レベルの OID が変更される予定です。

MIB の制約事項
この MIB には次の制約事項があります。
•

Cisco uBR10012 ルータは、この MIB のパケット フィルタリング オブジェクトをサポートして
いません。

•

DOCSIS 1.1 および DOCSIS 2.0 動作に対応する Cisco IOS Release 12.2BC 以降のリリースでのみ
サポートされます。

•

Cisco uBR-MC16U/X および Cisco uBR-MC28U/X ケーブル インターフェイス ラインカードは、
Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以降のリリースに限り、この MIB および MIB のオブジェクトを
サポートします。

表 3-31

DOCS-SUBMGT-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

docsSubMgtCpeIpTable

特定の CM に関してリストされる CPE 装置は、その CM
をリセットした時点で自動的にクリアされるわけではあ
りません。問題が発生した場合は、特定の CM に関して
docsSubMgtCpeControlReset オブジェクトを True に設定
し、その CM のすべての CPE エントリを消去してくださ
い。

•

docsSubMgtCpeControlMaxCpeIp

このオブジェクトは、グローバル コンフィギュレーショ
ン モードの cable modem max-cpe コマンドによって上書
きすることができます。

DOCSIS-L2VPN-MIB
DOCSIS-L2VPN-MIB には、Cisco CMTS ルータが L2VPN をサポートするために使用する SNMP 管
理オブジェクトが含まれています。この MIB は、L2VPN Support over Cable 機能をサポートする
Cisco IOS ソフトウェア イメージにバンドルされています。

DOCSIS-L2VPN-MIB テーブルおよびオブジェクト
次の表に、Cisco CMTS ルータによってサポートされる DOCSIS-L2VPN-MIB のテーブルを示しま
す。
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表 3-32

DOCSIS-L2VPN-MIB テーブルおよびオブジェクト

MIB オブジェクト

説明

docsL2vpnIdToIndexTable

内部で割り当てられたローカル エージェントの docsL2vpnIdx
value for that DocsL2vpnIdentifier 値を提供する、オクテット文字
列 DocsL2vpnIdentifier によってインデックス化

docsL2vpnIndexToIdTable

グロー バル L2VPN ID を提 供する エー ジェント のロー カル
docsL2vpnIdx によってインデックス化

docsL2vpnCmTable

フォワーディング モードに関係なく、CM のすべての L2VPN で
共通の L2VPN per-CM 情報を記述します。

docsL2vpnVpnCmTable

各 CM の L2VPN フォワーディングの動作を記述します。

docsL2vpnVpnCmStatsTable

各 VPN の CM とのパケットのやり取りに関する統計情報が含
まれます。

docsL2vpnPortStatusTable

各ブリッジ ポートで現在動作している各 VPN のランタイム状
態に関する要約を表示します。

docsL2vpnSfStatusTable

per-SF L2VPN Encoding で設定された各アップストリーム サー
ビス フローの SF 固有の L2VPN フォワーディング ステータス
を表示します。

docsL2vpnPktClassTable

L2VPN トラフィックにのみ適用されるパケット分類機能に
L2VPN 固有のオブジェクトを提供します。このテーブルのイン
デックスは、docsQosPktClassTable の分類機能のインデックスの
サブセットです。

docsL2vpnCmNsiTable

1 つの CM が L2VPN に対してポイントツーポイントのフォワー
ディング モードで動作するときの NSI 設定を記述します。

DTI-MIB
DTI-MIB は、MIB 属性と次の値により、RF ゲートウェイをサポートします。
•

dtiProtocolEntityType — 表 3-33 を参照してください。

•

dtiPathTraceabilityTable — 表 3-34 を参照してください。

•

entPhysicalTable — 次の表を参照してください。
− 表 3-35 — Cisco DTI カード用の entPhysicalTable エントリ
− 表 3-36 — Cisco DTI ポート用の entPhysicalTable エントリ
− 表 3-37 — DTI インターフェイス用の entAliasMappingTable エントリ
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表 3-33

dtiProtocolEntityType エントリ

MIB 属性

値

変更点

dtiProtocolEntityType

root(1)、server(2)、client(3)

dtiProtocolClientClockType

ituI(1)、ituII(2)、ituIII(3)、st3(4)、
dtiClock(5)

dtiProtocolServerStatusFlag

unknown(0)、warmup(1)、freerun(2)、
fastTrackingMode(3)、normalMode(4)、
holdoverMode(5)、clientStable(6)、
testMode(7)

dtiProtocolClientStatusFlag

unknown(0)、warmup(1)、freerun(2)、 クライアントのステータス
fastTrackingMode(3)、normalMode(4)、
holdoverMode(5)、bridgingMode(6)、
testMode(7)

dtiProtocolServerToDState

Valid(1) または Invalid(2)

dtiProtocolServerToDType

Default(1)、userTime(2)、ntpv4(3)、gps(4) DTI 接続のための現在の TOD 送信元

dtiProtocolServerToDValue

ストリング

サーバのステータス

TOD の有効性
DDDDD.YYYY/MM/DD.HH:MM:SS.S
HH:F.D 形式の TOD の値

dtiProtocolServerCableAdvanceFlag

Valid(1)、invalid(2)、manual(3)

ケーブルの拡張ステータス

dtiProtocolServerCableAdvanceValue

ストリング

ケーブルの拡張値

dtiProtocolClientPhaseError

符号付き数値

フェーズ エラー カウンタ

dtiProtocolClientVersion

符号なし数値

クライアントの DTI バージョン

dtiProtocolClientPathTraceability

符号なし数値

DTI のトレーサビリティ

dtiProtocolServerClientStableFlag

Valid(1) または Invalid(2)

DTI サーバ フレームのクライアント
パフォーマンス安定ステータス

表 3-34

dtiPathTraceabilityTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

dtiPathTraceabilityIndex

符号なし数値

インデックス

dtiPathTraceabilityRootServerInetAddrType

unknown(0)、ipv4(1)、ipv6(2)、ipv4z(3)、 サーバのアドレス タイプ
ipv6z(4)、dns(16)

dtiPathTraceabilityRootServerInetAddr

<IP アドレス >

dtiPathTraceabilityRootServerOutPhyIdx

物理インデックス

dtiPathTraceabilityServerInetAddrType

unknown(0)、ipv4(1)、ipv6(2)、ipv4z(3)、
ipv6z(4)、dns(16)

dtiPathTraceabilityServerInetAddr

<IP アドレス >

dtiPathTraceabilityServerOutPhyIdx

物理インデックス

サーバのアドレス

dtiPathTraceabilityRootServerProtVersion

DTI バージョン

dtiPathTraceabilityServerProtVersion

DTI プロトコル バージョン

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.3(23)BC 以降のリリースでサポートされます。
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ENTITY-MIB
ENTITY-MIB は、ルータの物理エンティティおよび論理エンティティ（コンポーネント）を表し、
これらのエンティティの SNMP 管理を可能にします。この MIB は、RFC 2737『Entity MIB (Version
2)』としてリリースされています。
MIB テーブル entPhysicalTable は、ルータ上の物理エンティティを識別します。entPhysicalTable に
は、シャーシに対応する 1 行のほかに、シャーシ上のエンティティごとに 1 行が含まれます。1 つ
の物理エンティティが別のエンティティを含んでいる場合があります（たとえば、ファン トレイ
ベイにはファン トレイ モジュールが収容され、ファン トレイ モジュールには 1 つまたは複数の
ファンが収容されています）。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。
ENTITY-MIB は、ハードウェア デバイスの情報だけを表示し、仮想デバイスについての情報は表示
しません。
ENTITY-MIB の MODULE-IDENTITY は entityMIB で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は 1.3.6.1.2.1.47
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.entityMIB）です。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA で導入された MIB オブジェクトおよび関連する制約事項を、表 3-38
に示します。

MIB の制約事項
表 3-35

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の DTI ラインカード用の entPhysicalTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

entPhysicalIndex

物理インデックス

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。イ
ンスタンスの作成時に、エンティ
ティ MIB によって設定されます。

entPhysicalDescr

UBR10-DTCC for Fireballs、
UBR10-DTCC for EightBells

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。
Eightbell が現在の値です。

entPhysicalVendorType

cevUbrTccPlus for Fireballs、
cevUbrDtcc for Eightbells

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

entPhysicalContainedIn

対応するシャーシ インデックス

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

entPhysicalClass

モジュール

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

entPhysicalParentRelPos

DTI カード搭載 TCC の場所を示す Cisco IOS Release 12.2(33)SCA
数値。

entPhysicalName

uBR10k DTI ポート スロット / サブ Cisco IOS Release 12.2(33)SCA
スロット

entPhysicalHardwareRev

ハードウェアのリビジョン

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。
EEPROM から読み取ります。

entPhysicalFirmwareRev

ファームウェアのリビジョン

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。
EEPROM から読み取ります。

entPhysicalSoftwareRev

ソフトウェアのリビジョン

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。
EEPROM から読み取ります。

entPhysicalSerialNum

該当しない

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。
EEPROM から読み取ります。

entPhysicalMfgName

Cisco

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

entPhysicalModelName

UBR10-TCC+-T1 for FireBalls、
UBR10-DTCC for Eightbells

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA
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表 3-35

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の DTI ラインカード用の entPhysicalTable エントリ（続き）

MIB 属性

値

変更点

entPhysicalAlias

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。デ
フォルトは NULL、設定可能。

entPhysicalAssetID

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA。デ
フォルトは NULL、設定可能。

entPhysicalIsFRU

表 3-36

TRUE(1)

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の DTI ポート用の entPhysicalTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

entPhysicalIndex

物理インデックス

ポートがイネーブルの場合に設定
されます。

entPhysicalDescr

uBR1000 DTI 10BaseT タ イ プ の
ポート

entPhysicalVendorType

cevPortBaseTEther

entPhysicalContainedIn

DTI カードの物理インデックス

entPhysicalClass

Port(10)

entPhysicalParentRelPos

0

entPhysicalName

uBR10k DTI ポート < スロット >/<
サブスロット >/< ユニット >

entPhysicalHardwareRev

該当しない

entPhysicalFirmwareRev

該当しない

entPhysicalSerialNum

該当しない

entPhysicalMfgname

Cisco

entPhysicalModelname

該当しない

entPhysicalAlias

該当しない

entPhysicalAssetID

該当しない

entPhysicalIsFRU

False(2)

表 3-37

適用し、あとからアップデート
（例）Ge containedin SFP モジュール
DTI がイネーブルの場合に割り当
てられる数値。0 から増分

DTI インターフェイス用の entAliasMappingTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

entAliasLogicalIndexOrZero

0

論理インデックス

entAliasMappingIdentifier

ifIndex.<ifIndex#>

ifIndex# は、対応する DTI インターフェイス
のインデックスです。
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表 3-38

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA より前の ENTITY-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

entPhysicalTable

このテーブルには、Cisco IOS Release 12.2(8)BC1 より前のリリー
スでは、Cisco uBR7200 シリーズ ルータ上の NPE が含まれませ
ん。

•

entPhysicalFirmwareRev

実装されていません。

•

entPhysicalAlias

実装されていません。

•

entPhysicalAssetID

実装されていません。

•

entPhysicalSoftwareRev

Cisco IOS Release 12.2(8)BC2 以降のリリースでのみサポートさ
れます。

•

entPhysicalHardwareRev

•

entPhysicalModelName

•

entPhysicalSerialNumber

一部のカードでのみサポートされます。また、
entPhysicalSerialNumber で正しいシリアル番号が表示されるの
は、Cisco IOS Release 12.1(20)EC、Release 12.2(15)BC2 以降のリ
リースに限られます。

•

entPhysicalHardwareRev

•
•

entPhysicalModelName
entPhysicalSerialNumber

•

Cisco Unique Device Identifier（UDI）をサポートします。

•

Version Identifier（VID）を含みます。

•

Cisco Unique Device Identifier（UDI）をサポートします。

•

発注用の Product Identifier（PID）を含みます。

•

Cisco Unique Device Identifier（UDI）をサポートします。

•

ハードウェアの Serial Number（SN; シリアル番号）を含み
ます。

UDI 非 準拠 の ハ ー ドウ ェ ア の 場合、これ ら の フ ィー ル ド が
NULL ストリングになることがあります。現在、スタンバイ PRE
に対しては、UDI サポートが実装されていません。スタンバイ
PRE の場合、entPhysicalHardwareRev と ntPhysicalSerialNumber が
NULL ストリングになります。
•

entPhysicalIsFRU

•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ
ルータのすべてのリリースでサポートされます。

•

Cisco IOS Release 12.2(11)BC2 以降のリリースを使用する場
合に限り、Cisco uBR10012 ルータでサポートされます。

•

entPhysicalDescr

このオブジェクトは、Cisco IOS リリースに応じて、
Cisco uBR10012 ルータを「UBR10000」または「UBR10012」の
いずれかで記述します。

•

entPhysicalContainedIn

このオブジェクトが PRE-1 モジュール上の FastEthernet ネット
ワ ー ク 管 理 ポ ー ト の 位 置 を 正 確 に 表 示 す る の は、Cisco IOS
Release 12.2(4)BC1b 以降のリリースに限られます。

entLPMappingTable

実装されていません。
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表 3-38

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA より前の ENTITY-MIB の制約事項（続き）

MIB オブジェクト
entAliasMappingTable

変更点
•

Cisco uBR10012 ルータでは、このテーブルには TCC+ カー
ドのエントリが含まれません。

•

2 つの冗長 PRE モジュールを搭載した Cisco uBR10012 ルー
タの場合、entAliasMappingTable の entPhysicalDesc エントリ
に、各 PRE に つ い て「Forwarding Processor」、「Routing
Processor」、および「Network Management Ethernet」
（PRE モ
ジュールのファスト イーサネット ポート）という同じ参照
が 2 セット含まれます。これは、シャーシに 2 つの PRE モ
ジュールが搭載されていて、そのうち一方だけがアクティ
ブなためです。したがって、SNMP エージェントは同じ PRE
モジュールに両方のエントリをポイントします。

•

entAliasMappingTable が仮想インターフェイスをサポート
するのは、Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースに
限られます。このテーブルのエントリは、各物理アップス
トリーム コネクタを使用している論理アップストリーム
インターフェイス（IF-MIB の ifIndex で定義される）を示し
ます。また、このサポートによって、ケーブル インターフェ
イス ラインカード上のポートの親子関係も若干変更されて
います。詳細は次の「仮想インターフェイスのサポートの
変更」を参照してください。

スロットでカードを着脱したり、カードの動作に影響するコマンドを CLI プロンプトに入力したりすると、
entPhysicalTable および entAliasMappingTable オブジェクトが自動的に更新されます。

Cisco uBR100012 SPA-24XWBD-SFP 共有ポート アダプタ
表 3-39 に、Cisco uBR100012 CMTS SPA-24XWBD-SFP の物理エンティティと値を示します。
表 3-39

Cisco Ubr100012 SPA-24XWBD-SFP 用の entPhysicalTable オブジェクト

entPhysicalDescr

entPhysicalClass

entPhysicalVendor
Type

SPA ベイ コンテナ

container

cevContainerSPABay “ ”(null)

uBR10KSPA カード

Module（9）

cevSpa24xWbdSfp

entPhysicalName
SPA-WB Wideband CMTS
SPA 3/00

entPhysical/
IsFRU
True(1)
（現場交換可能ユニッ
トであることを示しま
す）

プラグ可能光ファイバ container
コンテナ

cevContainerSFP

“ ”(null)

短 波 長 ギ ガ ビ ッ ト Port(10)
イーサネット SFP

cevSFP1000BaseSx

SFP スロット / サブスロット True(1)
/ ユニット / ポート
ここで、ポートは 0 または
1。
（例）SFP 3/0/0/1

長 波 長 ギ ガ ビ ッ ト Port(10)
イーサネット SFP

cevSFP1000BaseLx

SFP スロット / サブスロット True(1)
/ ユニット / ポート
ここで、ポートは 0 または
1。
（例）SFP 3/0/0/1
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表 3-39

Cisco Ubr100012 SPA-24XWBD-SFP 用の entPhysicalTable オブジェクト（続き）

entPhysicalDescr

entPhysicalClass

銅ギガビット イーサ Port(10)
ネット SFP

entPhysicalVendor
Type
cevSFP1000BaseT

entPhysicalName

entPhysical/
IsFRU

SFP スロット / サブスロット True(1)
/ ユニット / ポート
ここで、ポートは 0 または
1。
（例）SFP 3/0/0/1

延長到達距離ギガビッ Port(10)
ト イーサネット SFP

cevSFP1000BaseZx

SFP スロット / サブスロット True(1)
/ ユニット / ポート
ここで、ポートは 0 または
1。
（例）SFP 3/0/0/1

1000BaseZx

ENTITY-MIB UDI のサポート
ENTITY-MIB は、IDPROM に格納される Cisco Unique Device Identifier（UDI）標準への準拠の取り
組みをサポートしています。
Cisco UDI を使用すると、シスコ製品が一意に識別できます。UID は、発注用の PID、VID、ハード
ウェアの SN から構成されます。UDI は、IDPROM に格納されます。PID、VID、SN は、entPhysicalTable
に格納する必要があります。

（注）

•

PID は entPhysicalModelName オブジェクトに格納されます。

•

VID は entPhysicalHardwareRev オブジェクトに格納されます。

•

SN は entPhysicalSerialNum オブジェクトに格納されます。

IDPROM にバージョン ID フィールドを持たない旧式または既存のカードに対しては、バージョン
ID にヌルが返されます。したがって、IDPROM にバージョン ID フィールドを持たないカードの場
「Cisco
合、対応する entPhysicalHardwareRev はヌルが返されます。Cisco UDI 機能の詳細については、
Unique Device Identifier の識別」（p.A-45）を参照してください。

MIB をサポートする機能のある製品は、ENTITY-MIB の v2 以降のものに PID、VID、および SN を
入力することが必須になります。この準拠性も Consistent Network Element Manageability イニシアチ
ブ要件の 1 つです。ENTITY-MIB および CISCO-ENTITY-ASSET-MIB の両方を使用する製品は、次
のフィールドのデータを同じにする必要があります。
ENTITY-MIB v2（RFC-2737）の入力対象フィールドは次のとおりです。
•

Entity-MIB.entPhysicalName（製品名）

•

Entity-MIB.entPhysicalDescr（製品概要）

•

Entity-MIB.entPhysicalModelName (PID)

•

Entity-MIB.entPhysicalHardwareRev (VID)

•

Entity-MIB.entPhysicalSerialNumber (SN)
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ENTITY-MIB の概要
ルータの物理エンティティを管理する場合、ENTITY-MIB で最も重要なオブジェクトは次のとおり
です。
•

entPhysicalTable — ルータの各物理コンポーネント（エンティティ）を記述します。このテーブ
ルには、最上位エンティティ（シャーシ）の行エントリがあり、さらにシャーシ内のエンティ
ティごとにエントリがあります。各エントリでは、エンティティの名前と説明、タイプとベン
ダー、およびそのエンティティをコンテインメント ツリーに最初に入れた理由の説明が示され
ます。

•

entPhysicalIndex — 各エントリを固有のものとして識別します。この値は、そのシャーシ内の全
機器にわたって、またすべての MIB にわたって固有であることが保証されるので、複数の MIB
からのデータを特定のエントリに関連付けることができます。

•

entAliasMappingTable — 各物理ポートの entPhysicalIndex 値を IF-MIB の ifTable にある対応する
ifIndex 値にマッピングします。これにより、特定のインターフェイスで特定のポートを速やか
に識別できます。
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以 降 の リ リ ー ス で は、Cisco uBR-MC5X20S お よ び Cisco
uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイス ラインカード上で仮想インターフェイスが設定さ
れている場合、entAliasMappingTable は論理アップストリーム インターフェイスに対する物理
アップストリーム コネクタのマッピングも示します。このサポートにより、ケーブル インター
フェイス ラインカードとそのポート間の親子関係も変更されました。詳細については、
「仮想
インターフェイスのサポートの変更」
（p.3-75）を参照してください。

•

entPhysicalContainsTable — 物理エンティティごとに、そのエンティティの子オブジェクトに対
応する entPhysicalIndex 値を示します。これにより、ルータのコンテナ ツリーを簡単に作成で
きます。包含ツリーは、シャーシ上の物理エンティティ間の関係を示します。
通常、コンテナ ツリーは次のように編成されます。
− シャーシが最上位のレベルであり、プロセッサ カードおよびシャーシ スロットを含みま
す。
− シャーシ スロットには個々のカードおよび入出力コントローラ（搭載されている場合）が
含まれます。
− ラインカードにはポート（インターフェイス）が含まれます。
− ケーブル インターフェイス ラインカードには、ダウンストリーム ポート（通称、ケーブ
ル ラインカード）が含まれます。Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 およびそれ以前のリリース
では、各ダウンストリーム ポートに対応するアップストリーム ポートが含まれます。Cisco
IOS Release 12.2(15)BC2 およびそれ以降のリリースでは、ダウンストリーム ポートおよび
アップストリームはすべて、ケーブル インターフェイス ラインカードの子になります。

図 3-1 に、1 枚のファスト イーサネット ラインカードおよび 2 枚のケーブル インターフェイス ラ
インカードを搭載した Cisco uBR7246VXR ルータにおけるオブジェクトの編成を示します（この図
では、ケーブル インターフェイス ラインカードの表記は Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以前のリ
リースに従っています）
。
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図 3-1

Cisco uBR7246VXR シャーシの ENTITY-MIB

ࠪࡖࠪ
entPhysicalEntry.1
entPhysicalDescr.1
entPhysicalVendorType.1
entPhysicalContainedIn.1
entPhysicalClass.1
entPhysicalParentRelPos.1

uBR7246VXR chassis, Hw...
cevChassisUbr7246Vxr
0
chassis(3)
-1

ࠪࡖࠪߦタߐࠇߚࠗࡦࠞ࠼
• ࠬࡠ࠶࠻ 0 ߦ I/O ࠺ࡘࠕ࡞ ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻
• ࠬࡠ࠶࠻ 1 ߦࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻
• ࠬࡠ࠶࠻ 4 ߦ MC-28U
• ࠬࡠ࠶࠻ 6 ߦ MC-18U

ࠬࡠ࠶࠻ 0 entPhysicalEntry.3
ࠪࡖࠪ ࠬࡠ࠶࠻ 0 entPhysicalEntry.4
I/O ࠺ࡘࠕ࡞ ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻
ࠦࡦ࠻ࡠ
entPhysicalEntry.5
ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻ ࡐ࠻
㧔FE0/0㧕
entPhysicalEntry.6
ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻ ࡐ࠻
㧔FE0/1㧕
ࠬࡠ࠶࠻ 1 entPhysicalEntry.7
ࠪࡖࠪ ࠬࡠ࠶࠻ 1

entPhysicalEntry.8
࠺ࡘࠕ࡞ ࡐ࠻ ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻
ࠗࡦࠞ࠼
entPhysicalEntry.9
i82543 ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻ ࡐ࠻
㧔FE1/0㧕
entPhysicalEntry.10
i82543 ࡈࠔࠬ࠻ ࠗࠨࡀ࠶࠻ ࡐ࠻
㧔FE1/1㧕

ࠬࡠ࠶࠻ 6 entPhysicalEntry.28
ࠪࡖࠪ ࠬࡠ࠶࠻ 6 entPhysicalEntry.29
MC16E ࠤࡉ࡞ ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ
ࠗࡦࠞ࠼
entPhysicalEntry.30
BCM3210 ASIC㧔Cable6/0㧕
entPhysicalEntry.31
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 0㧕
entPhysicalEntry.32
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 1㧕
entPhysicalEntry.33
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 2㧕
entPhysicalEntry.34
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 3㧕
entPhysicalEntry.35
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 4㧕

entPhysicalEntry.37
BCM3033 PHY㧔Cable6/0 DS 0㧕

103786

entPhysicalEntry.36
BCM3137 PHY㧔Cable6/0 US 5㧕
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仮想インターフェイスのサポートの変更
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 では、仮想インターフェイスに関する SNMP サポートを可能にする
ため、ENTITY-MIB の entPhysicalTable でのケーブル インターフェイス ラインカード情報の表示方
式を変更しています。従来、ケーブル インターフェイス ラインカードは 1 つまたは複数の MAC ド
メインの親であり、各 MAC ドメインは 1 つのダウンストリームおよび 1 つまたは複数のアップス
トリームの親でした。
現在、Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 ではアップストリームを任意の MAC ドメインおよびダウンス
トリームに対応付けることができるので、ENTITY-MIB ではアップストリームおよびダウンスト
リームを特定の MAC ドメインに関連付けるのではなく、これらをすべてラインカードの子として
表示するようになっています。また、entityPhysicalParentRelPos でも、アップストリームを順に番号
付けしたあとでダウンストリームを番号付けするので、Cisco uBR-MC5X20S カードの場合、アップ
ストリームは 0 〜 19、ダウンストリームは 20 〜 24 の番号になります。
図 3-2 に、従来のリリースと Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 における Cisco uBR-MC5X20S ケーブル
インターフェイス ラインカードの ENTITY-MIB の PhysicalTable の編成方法の違いを示します。仮
想インターフェイス機能をサポートしていないケーブル インターフェイス ラインカードの場合
も、一貫性を保つためにこのアプローチが採用されています。

ケーブル インターフェイス ラインカードでの仮想インターフェイス サポートのための
ENTITY-MIB の変更

Cisco IOS
Release 12.2(15)BC2 ࠃࠅ
೨ߩࠬ

Cisco IOS
Release 12.2(15)BC2

ࠪࡖࠪ

ࠪࡖࠪ

ࠬࡠ࠶࠻

ࠬࡠ࠶࠻

ࠤࡉ࡞ ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ
ࠗࡦࠞ࠼

ࠤࡉ࡞ ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬ
ࠗࡦࠞ࠼

MAC ࠼ࡔࠗࡦ

U1
MAC0

D0

D1

D2

D3

D4

U0

U0

U0

U0

U0

U1

U1

U1

U1
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物理アップストリーム コネクタと論理アップストリーム インターフェイスの間のマッピングは、
entityAliasMappingTable に示されます。このテーブルの各エントリに（IF-MIB の ifTable で定義され
る）ifDescr インデックスが含まれ、そのインターフェイスが使用している物理コネクタにマッピン
グされます。cable upstream connector コマンドを使用すると、物理アップストリーム コネクタと
論理インターフェイスとの間のマッピングを反映して、エンティティ AliasMappingTable が自動的
に更新されます。

シャーシ スロットのレイアウト
表 3-40 に、Cisco uBR10012 ルータのシャーシ スロットに含まれるエントリに関する情報を示しま
す。
表 3-40

Cisco uBR10012 ルータのシャーシ スロットの内容

エンティティ

収容対象

変更点

スロット 1 〜 8

フルサイズのラインカードを各 シャーシ スロット コンテナの場合：
スロットに 1 枚
• entPhysicalContainedIn は常に 1 です（entPhysicalContainedIn
はシャーシの entPhysicalIndex であり、すべてのシャーシ ス
ロットが含まれます）。
•

entPhysicalParentRelPos はシャーシ スロットによって異な
り、シャーシ内部での位置を表します。

Cisco uBR10012 ルータでは、シャーシ スロットに搭載できるの
はフルサイズのラインカードに限られます。

スロット A および B RP を各スロットに 1 つ

•

entPhysicalContainedIn はラインカードによって異なります
（各ラインカードを個別のシャーシ スロットに取り付ける
ため）。

•

entPhysicalParentRelPos は常に 1 です（カードは各スロット
に 1 枚だけ）
。

ルータには RP を 2 つ搭載できます（スロット A とスロット B
に取り付けられた PRE ごとに 1 つ）
。それぞれの RP には次のコ
ンポーネントが含まれます。
FP
NME
コア温度センサ
吸気口温度センサ
フラッシュ カード スロット（2）
（ENTITY MIB でモデル化
されていません）

FP を各スロットに 1 つ

ルータには FP を 2 つ搭載できます（スロット A とスロット B
に取り付けられた PRE ごとに 1 つ）
。

ETHERLIKE-MIB
ETHERLIKE-MIB には、イーサネットのようなルータ上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 MIB は、RFC 2665『Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like
Interface Types』としてリリースされています。
ETHERLIKE-MIB の MODULE-IDENTITY は etherMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.35
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.etherMIB）です。
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MIB の制約事項
表 3-41 に、ETHERLIKE-MIB の制約事項をまとめます。
表 3-41

ETHERLIKE-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

dot3StatsTable

•

dot3StatsCarrierSenseErrors

Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースで実装され
ています。それより前のリリースでは、このオブジェク
トは NULL を返します。

•

dot3StatsSQETestErrors

実装されていません。常に 0 です。

•

dot3StatsInternalMacTransmitErrors

実装されていません。常に 0 です。

•

dot3StatsEtherChipSet

廃止されており、常に NULL です。

•

dot3StatsFrameTooLongs

ファスト イーサネット インターフェイスおよびギガ
ビット イーサネット インターフェイスの場合、このオブ
ジ ェ ク ト は 最 大 伝 送 ユ ニ ッ ト（Maximum Transmission
Unit; MTU）値とは無関係に、1545 バイト以上のフレー
ムだけをカウントします（CRC はカウントされません）
。

dot3CollTable

実装されていません。

EVENT-MIB
EVENT-MIB には、ネットワーク管理のためのイベント トリガーおよびアクションを定義するオブ
ジェクトが含まれています。
EVENT-MIB の MODULE-IDENTITY は dismanEventMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.88
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.dismanEventMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

Cisco uBR10012 ルータ用のすべての Cisco IOS Release 12.2BC ソフトウェア イメージでサポー
トされます。

•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release 12.2BC
「-is-」ソフトウェア イメージでのみサポートされます。

EXPRESSION-MIB
EXPRESSION-MIB には、ネットワーク管理のための MIB オブジェクトの式を定義するオブジェク
トが含まれています。
EXPRESSION-MIB の MODULE-IDENTITY は expressionMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.4.1.9.10.22（iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoExperiment.expressionMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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HC-RMON-MIB
HC-RMON-MIB には、RMON-MIB および RMON2-MIB のリモート モニタリング オブジェクトを
補足する High Capacity（HC）情報を提供するオブジェクトが含まれています。
HC-RMON-MIB の MODULE-IDENTITY は hcRMON であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.16.20.8
（iso.org.dod.internet.mgmt-mib-2.rmon.rmonConformance.hcRMON）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

IF-MIB
IF-MIB 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記述します。ルータはす
べてのレイヤについて MIB オブジェクトの ifGeneralGroup をサポートしています（ifIndex、
ifDescr、ifType、ifSpeed、ifPhysAddress、ifAdminStatus、ifOperStatus、ifLastChange、ifName、
ifLinkUpDownTrapEnable、ifHighSpeed、および ifConnectorPresent）。この MIB は、RFC 2233『The
Interfaces Group MIB Using SMIv2』としてリリースされています。
Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以降のリリースでは、Cisco CMTS ルータはキャッシュを実装し、CPU
使用率の急増を引き起こすことなく、ifTable インターフェイス カウンタの連続ポーリングを実行
できるようになっています。このキャッシュは約 10 秒おきに更新されます。つまり、それより早
くカウンタを読み取ると、SNMP 要求は新しい値を返さない可能性があります。
ただし、カウンタは引き続き増分され、インターフェイス上で発生している実際のトラフィックが
反映されるので、10 秒以内に新しい SNMP 要求を実行すると、新しい値が表示されます。ただし、
キャッシュを使用することで、show interface コマンドで表示されるカウンタが、ifTable インター
フェイス カウンタによって返される値と正確に一致しなくなる可能性があります。
また、ケーブル インターフェイスおよび対応するダウンストリームの両方のインターフェイス パ
ケット カウンタが検索できます。ダウンストリームをポイントする ifIndex を使用する場合（ifDescr
は「cX/Y/Z-downstream」を示す）、パケット カウンタにはデータ パケットだけでなく、そのダウン
ストリームで伝送される DOCSIS MAC レイヤ パケットも含まれます。データ パケットだけのカウ
ンタ（show interface コマンドの出力に対応）を検索するには、インターフェイス自身の ifIndex
（ifDescr は「cX/Y/Z」を示す）を使用してください。
IF-MIB の MODULE-IDENTITY は ifMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.31
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ifMIB）です。

IF-MIB の注記

（注）

IF-MIB には、ケーブル サブインターフェイスに関する情報は含まれません。

（注）

show interface コマンドによって表示されるインターフェイス カウンタは、ifTable のインターフェ
イス カウンタで返される値と正確に一致しないことが予測されます。

表 3-42 に、IF-MIB の制約事項と注記をまとめます。
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表 3-42

IF-MIB の注記

MIB オブジェクト

変更点

ifXEntryTable

•

ifAlias

Cisco IOS Release 12.2(11)BC2 以 降 を 使 用 する Cisco uBR10012
ルータで、非ケーブル インターフェイスに関してサポートされ
ます。
ケーブル インタ ーフェイスをサ ポートするのは、Cisco IOS
Release 12.2(15)BC2 以降のリリースに限られます。

ifTable

•

ifDescr

Cisco uBR10012 ルータでは通常、最初の ifDescr オブジェクトは
「Ethernet0/0/0」です。これは PRE モジュールがラインカードお
よび（搭載されている場合）セカンダリ PRE モジュールとの通
信に使用する内部バックプレーン イーサネット インターフェ
イスです。このインターフェイスは設定不可能であり、他の目
的で使用することができないので、無視してください。
各ケーブル インターフェイスのアップストリームおよびダウン
ストリームにそれぞれ別の ifDescr エントリが表示されます。こ
れらのエントリには、「upstream」または「downstream」という
サフィックスが付いています。さらに、ケーブル インターフェ
イス自身の ifDescr エントリが存在します（「upstream」または
「downstream」のサフィックスは付きません）
。このエントリは、
ケーブル インターフェイス上の MAC レイヤ インターフェイス
を表します。
ifDescr が仮想インターフェイスをサポートするのは、Cisco IOS
Release 12.2(15)BC2 以降のリリースに限られます。
entAliasMappingTable のサポートについては、ENTITY-MIB も参
照してください。

•

ifType

このオブジェクトは、イーサネット、ファスト イーサネット、
およびギガビット イーサネット インターフェイスについては
常に 6（イーサネット インターフェイス）の値を報告します。
これは RFC 2665 の推奨事項に準拠しており、リモート側とリン
ク速度をネゴシエートする 10/100/1000 インターフェイスに対
応します。

•

ifInOctets

•

ifOutOctets

これらのオブジェクトでケーブル インターフェイス上のオク
テ ッ ト を高 い 信 頼 性 で カウ ン ト す る に は、Cisco IOS Release
12.2(11)BC3 以降のリリースを使用する必要があります。

•

ifSpeed

ケーブル インターフェイスの場合、このオブジェクトの値が有
効であるのは、アップストリームおよびダウンストリームの
ifDescr エントリに限られます。MAC レイヤ ケーブル インター
フェイスのエントリの ifSpeed は常に 0 です。

•

ifInUcastPkts

•

ifOutMulticast

これらのオブジェクトは、RFC 2670 に準拠し、アップストリー
ム上の CM からのデータ パケットおよび MAC レイヤ要求パ
ケットの両方をカウントします。

•

ifHCInUcastPkts

•

ifHCInBroadcastPkts

•

ifHCOutUcastPkts

Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースでのみサポートさ
れます。
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表 3-42

IF-MIB の注記（続き）

MIB オブジェクト
•

変更点

ifInUnknownProtos

このオブジェクトは、Cisco IOS Release 12.2(11)BC2 より前のリ
リースでは、状況によってパケットをダブルカウントする場合
があります。

Cisco IOS Release 12.2(33)SCA の IF-MIB の注記
IF-MIB でサポートされるトラップ
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA を使用すると、shutdown コマンドによって、SPA のナローバンド ダ
ウンストリーム ポートをシャットダウンすることができます。次のトラップがサポートされていま
す。
•

LinkDown

•

LinkUp

インターフェイスがシャットダウンされるか、
または no shutdown コマンドでイネーブルになると、
個々のチャネルにトラップが送信されます。GigE インターフェイスはこのイベントに含まれず、こ
の GigE ポートのインターフェイスのために利用できる統計情報データはありません。
Cisco IOS Release 12.2(33)SCA は、新しいナローバンド仮想インターフェイスと、モジュラ ケーブ
ル インターフェイスをサポートします。RF チャネルは、外部 QAM を示す論理チャネルです。RF
チャネルはインターフェイスを示すものではありませんが、ナローバンド チャネルはケーブル イ
ンターフェイスの論理識別を示します。
そのため、IF-MIB では、SPA の 2 つの GigE ポートがサポートされません。ただし、次のテーブル
はサポートされます。
•

ifTable

•

ifXTable

•

ifStackTable

表 3-43

NB チャネルの ifTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

ifIndex

インデックス、符号なし整数

各インターフェイスのための 0 より大きい
一意の値で、初期化しても保持されます。

ifDescr

モジュラ / ケーブル
[slot#]/[subslot#]/[unit#]:[Chan#]

ifType

other

ダウンストリームには「other」を使用しま
す。

ifMtu

1500

IF-MIB を参照

ifSpeed

適用外

RFC2670 で は、ケ ー ブ ル MAC レ イ ヤ の
ifSpeed を 0 にする必要があります。

ifPhysAddress

MAC アドレス

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

3-80

OL-15724-01-J

第3章

MIB の仕様
MIB の仕様

表 3-43

NB チャネルの ifTable エントリ（続き）

MIB 属性

値

変更点

ifAdminStatus

Up/Down

ナローバンド ダウンストリームのナローバ
ンド チャネルの shut/no-shut を示します。
Admin Status が Up でなければ常に Down と
なり、対応する RF チャネルが設定され、モ
ジュラ / ケーブル インターフェイスが設定
されます。

ifOperStatus

Up/Down

Admin Status が Up でなければ常に Down と
なり、対応する RF チャネルとモジュラ /
ケーブル インターフェイスが設定されま
す。

ifLastChange

Timeticks

IF-MIB を参照

ifInOctets

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInUCastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInNUcastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInDiscards

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInErrors

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInUnknownProtos

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifOutOctets

カウンタ値

IF-MIB を参照

ifOutUcastPkts

カウンタ値

IF-MIB を参照

ifOutNUcastPkts

廃止されました。

IF-MIB を参照

ifOutDiscards

カウンタ値 — サポートされま IF-MIB を参照
せん。

ifOutErrors

カウンタ値 — 適用外

IF-MIB を参照

ifOutQLen

廃止されました。

IF-MIB を参照

ifSpecific

廃止されました。

IF-MIB を参照

表 3-44

NB チャネルの ifXTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

ifName

Mo[slot#]/[subslot#]/[unit#]:[Chan#]

ifInMulticastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifInBroadcastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifOutMulticastPkts

適用外

IF-MIB を参照

ifOutBroadcastPkts

適用外

IF-MIB を参照

ifHCInOctets

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifHCInUcastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifHCInMulticastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifHCInBroadcastPkts

適用外 — out のみサポート

in カウンタはサポートされません。

ifHCOutOctets

カウンタ値

IF-MIB を参照

ifHCOutUcastPkts

カウンタ値

IF-MIB を参照

ifHCOutMulticastPkts

適用外

IF-MIB を参照

ifHCOutBroadcastPkts

適用外

IF-MIB を参照

ifLinkUpDownTrapEnable

enable(1)/disable(2)

デフォルトはイネーブル
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表 3-44

NB チャネルの ifXTable エントリ（続き）

MIB 属性

値

変更点

ifHighSpeed

適用外 — ifSpeed と同じ

RFC2670 では、ケーブル MAC レ
イヤの ifSpeed を 0 にする必要が
あります。

ifPromiscuousMode

false(2)

設定は常に false

ifConnectorPresent

false(2)

設定は常に false

ifAlias

記述の文字列

ifCounterDiscontinuityTime

Timeticks

表 3-45

IF-MIB を参照

NB チャネルの ifStackTable エントリ

MIB 属性

値

変更点

ifStackHigherLayer

ifIndex または 0

ifIndex または 0

ifStackLowerLayer

0

ifIndex または 0、常に 0 を返します。

ifStackStatus

active

設定できません。常に active を返します。

IGMP-MIB
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。この MIB は、IGMP-STD-MIB に先行する実験的インターネット ドラフト
として公開されています。
IGMP-MIB の MODULE-IDENTITY は igmpMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.3.59
（iso.org.dod.internet.experimental-2.igmpMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release
12.1EC でのみサポートされます。それ以外のリリースでは、この MIB は廃止され IGMP-STD-MIB
（RFC 2933）に置き換えられています。

IGMP-STD-MIB
IGMP-STD-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。この MIB は、RFC 2933『Internet Group Management Protocol MIB』
としてリリースされ、旧リリースでサポートされていた IGMP-MIB の代わりになります。
IGMP-STD-MIB の MODULE-IDENTITY は igmpStdMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.85
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.igmpStdMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.2BC 以降のリリースでのみサポートされます。
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INT-SERV-MIB
INT-SERV-MIB は、Integrated Services Protocol（ISP）を記述します。
INT-SERV-MIB の MODULE-IDENTITY は intSrv であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.52
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.intSrv）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

IP-MIB
IP-MIB には、Classless Interdomain Routing（CIDR）マルチパス IP ルートを表示するためのオブジェ
クトが含まれています。この MIB は、最初は RFC1213-MIB の一部として定義され、その後 RFC
4293『SNMPv2 Management Information Base for the Internet Protocol Using SMIv2』としてリリースさ
れています。
RFC1213-MIB で は、IP-MIB の MODULE-IDENTITY は ipMIB で あ り、上 位 レ ベ ル の OID は
1.3.6.1.2.1.48（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipMIB）です。RFC 4293 では、この MIB の上位レベル
の OID は 1.3.6.1.2.1.48（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipMIB）です。

MIB の制約事項
Cisco CMTS ルータは、この MIB の RFC1213-MIB バージョン（1.3.6.1.2.1.4）をサポートしています。

IPMROUTE-MIB
IPMROUTE-MIB には、ルータ上の IP マルチキャスト ルーティングの動作を監視および設定するた
めのオブジェクトが含まれています。この MIB は実験的インターネット ドラフトとして公開され
ていましたが、すでに廃止されており、IPMROUTE-STD-MIB に置き換わっています。
IPMROUTE-MIB の MODULE-IDENTITY は ipMRoute であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.3.60
（iso.org.dod.internet.experimental.ipMRoute）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release
12.1EC でのみサポートされます。

IPMROUTE-STD-MIB
IPMROUTE-STD-MIB には、ルータ上の IP マルチキャスト ルーティングの動作を監視および設定
するためのオブジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 2932『IPv4 Multicast Routing MIB』
としてリリースされ、旧リリースでサポートされていた IPMROUTE-MIB の代わりになります。
IPMROUTE-STD-MIB の MODULE-IDENTITY は ipMRouteStdMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.2.1.83（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ipMRouteStdMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。
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ISDN-MIB
ISDN-MIB には、ルータ上の ISDN インターフェイス（BRI [ 基本インターフェイス ] および PRI [1
次群速度インターフェイス ] の両方）を監視および設定するためのオブジェクトが含まれています。
この MIB は、RFC 2127『ISDN Management Information Base using SMIv2』としてリリースされてい
ます。
ISDN-MIB の MODULE-IDENTITY は isdnMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.20
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.isdnMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

LAN-EMULATION-CLIENT-MIB
LAN-EMULATION-CLIENT-MIB は、ATM-MIB を補足し、ルータ上の ATM ベース LAN Emulation
Client（LEC; LANE クライアント）を管理するためのオブジェクトを提供します。
LAN-EMULATION-CLIENT-MIB の MODULE-IDENTITY は atmfLanEmulation であり、上位レベル
の OID は 1.3.6.1.4.1.353.5.3
（iso.org.dod.internet.private.enterprises.atmForum.atmForumNetworkManagement.atmfLanEmulation）で
す。

MIB の制約事項
この MIB のサポート状況は、次のとおりです。
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS「-is-」ソフトウェ
ア イメージでのみサポートされます。

•

Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

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 は、IETF ドラフト『Multicast Source Discovery Protocol MIB』（最新版は
draft-ietf-msdp-mib-07.txt）として現在作成中です。
この MIB の詳細については、次の URL にある資料『MSDP MIB』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
MSDP-MIB の MODULE-IDENTITY は msdpMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.3.92
（iso.org.dod.internet.experimental.msdpMIB）です。

MIB の制約事項
MSDP-MIB には次の制約事項があります。
•

この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

•

その他のすべての MIB オブジェクト — 読み取り専用

表 3-46 に、MSDP-MIB の制約事項をまとめます。
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表 3-46

MSDP-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

msdpRequestsTable

サポートされません。

•

msdpEstablished

サポートされません。

NOTIFICATION-LOG-MIB
NOTIFICATION-LOG-MIB には、ルータが送信した SNMP 通知を、あとで検索または閲覧できるよ
う にロ グ テ ー ブル に 入れ る ため の オブ ジ ェク トが 含 まれ て いま す。こ の MIB は、RFC 3014
『Notification Log MIB』としてリリースされています。
NOTIFICATION-LOG-MIB の MODULE-IDENTITY は notificationLogMIB であり、上位レベルの OID
は 1.3.6.1.2.1.92（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.notificationLogMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、以下ではサポートされていません。
•

Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS「-is-」ソフトウェ
ア イメージ

•

Cisco uBR10012 ルータ

nruCacheSnmpData
Cisco RF Switch Firmware Version 3.80 では、Cisco CMTS のキャッシングを制御するための新しい
MIB OID が追加されており、AdminState キャッシング フラグに望ましい状態を設定することがで
きます。このようにキャッシングを制御するには、SNMP オブジェクト nruCacheSnmpData を使用
します。これは、OID 1.3.6.1.4.1.6804.2.1.1.9 の読み取り / 書き込み整数です。
nruCacheSnmpData のオブジェクト情報は、次のとおりです。
•

構文は、0 または 1 の整数です。

•

アクセスは、読み取りまたは書き込みです。

•

ステータスは必須です。

nruCacheSnmpData オブジェクトに SNMP を設定すると、キャッシュ フラグの実行時設定は変更さ
れますが、NVRAM（不揮発性 RAM）の設定には影響しません。そのため、必要に応じてキャッ
シュ フラグの設定をダイナミックに上書きし、設定の状態を確認することができます。
NVRAM 設定の状態は、show config ファームウェア コマンドに追加されています。現在の実行状
態は、show module ファームウェア コマンドに追加されています。
SNMP MIB の get および set 変数は、
AdminState MIB モジュールのキャッシュに保存できます。SNMP
キャッシュは、system-level set snmp cache ファームウェア コマンドを使用して、ディセーブルにし
たり、再度イネーブルにしたりすることができます。このコマンドの設定は、Cisco RF スイッチの
NVRAM に格納されます。
コマンドの詳細については、Cisco.com の次のマニュアルを参照してください。
• 『Release Notes for Cisco RF Switch Firmware, Version 3.80』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2929/prod_release_note09186a00807d75e8.html#wp
959631
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MIB の制約事項
このオブジェクトおよび関連する機能は、Cisco CMTS の Cisco IOS Release 12.3BC で使用できるよ
うに、Cisco RF Switch Firmware Version 3.80 以降で完全にサポートされています。

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
OLD-CISCO-CHASSIS-MIB は、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置
のシャーシ オブジェクトを記述します。OLD-CISCO-CHASSIS-MIB は現在でもサポートされてい
ますが、旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があります。
OLD-CISCO-CHASSIS-MIB の代わりに ENTITY-MIB を使用することを推奨します。

（注）

この推奨事項の例外として、この MIB の chassisId オブジェクトは、snmp-server chassis-id コマン
ドを使用して設定することができます。このオブジェクトは、ルータ シャーシのシリアル番号の
保管場所として便利であり、一般にこのルータとともに購入しているサービス契約を判別する目的
で使用します。

OLD-CISCO-CPU-MIB
OLD-CISCO-CPU-MIB は、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置の
CPU 使用状況およびアクティブなシステム プロセスを記述します。OLD-CISCO-CPU-MIB は現在
でもサポートされていますが、旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があります。
したがって、この MIB を実装する場合は注意が必要です。

OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
OLD-CISCO-INTERFACES-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働してい
る装置上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。
OLD-CISCO-INTERFACES-MIB は現在でもサポートされていますが、旧式であり、サポートが予告
なく打ち切られる可能性があります。したがって、この MIB を実装する場合は注意が必要です。

OLD-CISCO-IP-MIB
OLD-CISCO-IP-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置上の
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-IP-MIB は現在でもサポートされ
ていますが、旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があります。したがって、この
MIB を実装する場合は注意が必要です。

OLD-CISCO-MEMORY-MIB
OLD-CISCO-MEMORY-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装
置上のメモリ プールを記述するオブジェクトが含まれています。この MIB は、
CISCO-MEMORY-POOL-MIB に置き換えられています。OLD-CISCO-MEMORY-MIB は旧式であり、
サポートが予告なく打ち切られる可能性があるので、この MIB を実装する場合は注意が必要です。
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OLD-CISCO-SYSTEM-MIB
OLD-CISCO-SYSTEM-MIB は、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置
上のシステム リソースに関する情報を提供します。OLD-CISCO-SYSTEM-MIB は現在でもサポート
されていますが、旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があります。したがって、
この MIB を実装する場合は注意が必要です。

OLD-CISCO-TCP-MIB
OLD-CISCO-TCP-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置上
の TCP 実装に関する情報が含まれています。この MIB は、CISCO-TCP-MIB に置き換えられていま
す。OLD-CISCO-TCP-MIB は旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があるので、こ
の MIB を実装する場合は注意が必要です。

OLD-CISCO-TS-MIB
OLD-CISCO-TS-MIB には、Cisco IOS オペレーティング システムの旧実装で稼働している装置の端
末および端末回線を管理するためのオブジェクトが含まれています。OLD-CISCO-TS-MIB は現在で
もサポートされていますが、旧式であり、サポートが予告なく打ち切られる可能性があります。し
たがって、この MIB を実装する場合は注意が必要です。

PIM-MIB
PIM-MIB には、ルータ上で Protocol Independent Multicast（PIM）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、RFC 2934『Protocol Independent Multicast MIB for IPv4』としてリリー
スされています。

（注）

PIM-MIB の MODULE-IDENTITY は pimMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.3.61
（iso.org.dod.internet.experimental.pimMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

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ともに使用する
MIB（管理情報ベース）II を定義します。この MIB は、RFC 1213『Management Information Base for
Network Management of TCP/IP-Based Internets:MIB-II』としてリリースされています。
RFC1213-MIB の MODULE-IDENTITY は mib-2 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2）です。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

3-87

第3章

MIB の仕様

MIB の仕様

MIB の制約事項
表 3-47 に、RFC1213-MIB の制約事項をまとめます。
表 3-47

RFC1213-MIB の制約事項

MIB オブジェクト

変更点

atTable

•

ipInAddrErrors

•

ipInHdrErrors

これらのオブジェクトは、Cisco IOS Release 12.2(11)BC2 より前
のリリースでは、不正確なカウントを示す場合があります。

RFC1231-MIB
RFC1231-MIB には、トークンリング（IEEE 802.5）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 MIB は、RFC 1231『IEEE 802.5 Token Ring MIB』としてリリースされ、
現在では Cisco CMTS ルータではサポートされていない TOKENRING-MIB に置き換えられていま
す。

MIB の制約事項
この MIB は実験的 MIB であり、ソフトウェア イメージには含まれていますが、現在では Cisco
CMTS プラットフォームではサポートされていません。

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。この MIB は、RFC 1253『OSPF Version 2 Management Information
Base』としてリリースされています。
RFC1253-MIB の MODULE-IDENTITY は ospf であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.14
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ospf）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RFC1315-MIB
RFC1315-MIB には、フレーム リレー Data Terminal Equipment（DTE; データ端末装置）インターフェ
イス（他の宛先およびネイバへの仮想接続を多く持つネットワークへの単一の物理接続により構
成）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 には、次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。
•

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たエラー

RFC1315-MIB の MODULE-IDENTITY は frame-relay であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.32
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.frame-relay）です。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

3-88

OL-15724-01-J

第3章

MIB の仕様
MIB の仕様

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RFC1381-MIB
RFC1381-MIB には、X.25 インターフェイス用の Link Access Procedure, Balanced（LAPB）リンク レ
イヤ プロトコル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、RFC 1381『SNMP
MIB Extension for X.25 LAPB』としてリリースされています。
RFC1381-MIB の MODULE-IDENTITY は lapb であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.16
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.lapb）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

RFC1382-MIB
RFC1382-MIB には、X.25 インターフェイス上の各 Packet Level Entity（PLE）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、
RFC 1382
『SNMP MIB Extension for the X.25 Packet Layer』
としてリリースされています。
RFC1382-MIB の MODULE-IDENTITY は x25 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.5
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.x25）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR10012 ルータではサポートされません。

RFC1406-MIB
RFC1406-MIB には、E1 および DS1（T1）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 MIB は、RFC 1406『Definitions of Managed Objects for the DS1 and E1 Interface Types』
としてリリースされています。
RFC1595-MIB の MODULE-IDENTITY は ds1 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.18
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.ds1）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RFC1407-MIB
RFC1407-MIB には、E3 および DS3（T3）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 MIB は、RFC 1407『Definitions of Managed Objects for the DS3/E3 Interface Type』
としてリリースされています。
RFC1407-MIB の MODULE-IDENTITY は ds3 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.30
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.ds3）です。
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MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RFC1595-MIB
RFC1595-MIB には、Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy（SONET/SDH）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 MIB は、RFC 1595『Definitions
of Managed Objects for the SONET/SDH Interface Type』としてリリースされ、RFC2558-MIB に置き換
えられました。
RFC1595-MIB の MODULE-IDENTITY は sonetMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.39
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.sonetMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco IOS Release 12.1EC ソフトウェア イメージではサポートされません。

RFC2558-MIB
RFC2558-MIB には、Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy（SONET/SDH）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 MIB は、RFC 2558『Definitions
of Managed Objects for the SONET/SDH Interface Type』としてリリースされ、RFC1595-MIB の代わり
になります。
RFC2558-MIB の MODULE-IDENTITY は sonetMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.39
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.sonetMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータ用の Cisco IOS Release
12.1EC で の み サ ポ ー ト さ れ ま す。Cisco IOS Release 12.2BC で は、こ の MIB の 旧 バ ー ジ ョ ン
RFC1595-MIB がサポートされます。

RMON-MIB
RMON-MIB には、ネットワーク上の装置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、RFC 1757『Remote Network Monitoring Management Information Base』として
リリースされています。
RMON-MIB の MODULE-IDENTITY は rmon であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.16
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.rmon）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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RMON2-MIB
RMON2-MIB は、RMON-MIB を補足し、ネットワーク上の装置をリモートから監視するための追
加のオブジェクトを提供します。
RMON2-MIB の MODULE-IDENTITY は rmon2 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.16
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.rmon2）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RS-232-MIB
RS-232-MIB には、RS-232 のような（EIA/TIA-232）シリアル 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 MIB は、RFC 1659『Definitions of Managed Objects for RS-232-like
Hardware Devices using SMIv2』に準拠しています。
RS-232-MIB の MODULE-IDENTITY は rs232 であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.10.33
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.transmission.rs232）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

RSVP-MIB
RSVP-MIB には、Resource Reservation Protocol（RSVP）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、RFC 2206『RSVP Management Information Base Using SMIv2』に準拠しています。
RSVP-MIB の MODULE-IDENTITY は rsvp であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.51
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.rsvp）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SMON-MIB
SMON-MIB は、RMON-MIB および RMON2-MIB を補足し、スイッチド ネットワークのリモート
モニタリングを管理するためのオブジェクトを提供します。この MIB は、RFC 2613『Remote Network
Monitoring MIB Extensions for Switched Networks』に準拠しています。
SMON-MIB の MODULE-IDENTITY は switchRMON であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.16.22
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.rmon.switchRMON）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

3-91

第3章

MIB の仕様

MIB の仕様

SNMP-COMMUNITY-MIB
SNMP-COMMUNITY-MIB には、異なる SNMP バージョン（SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3）
の併存をサポートするためのオブジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 2576『Coexistence
Between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-Standard Network Management Framework』と
してリリースされています。
SNMP-COMMUNITY-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpCommunityMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.6.3.18（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpCommunityMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-FRAMEWORK-MIB
SNMP-FRAMEWORK-MIB には、SNMP 管理アーキテクチャを記述するオブジェクトが含まれてい
ます。この MIB は、RFC 2571『An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks』とし
てリリースされています。
SNMP-FRAMEWORK-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpFrameworkMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.6.3.10（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpFrameworkMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-MPD-MIB
SNMP-MPD-MIB には、SNMP エンジンが受信したパケットのうち、参照しているセキュリティ モ
デルが不明なため、アプリケーションの宛先が不明なため、またはその他の理由により無効だった
ために廃棄されたパケット数を報告するエージェントの Message Processing and Dispatching（MPD）
サーバからのオブジェクトが含まれています。この MIB は、RFC 2572『Message Processing and
Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)』としてリリースされています。
SNMP-MPD-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpMPDMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.6.3.11（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpMPDMIB）です。

MIB の制約事項
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、SNMP v3 通知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、RFC 2573『SNMP Applications』としてリリースされています。
この MIB はさらに、特定のエンティティによって生成される通知の個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 のオ
ブジェクトによって、SNMP-TARGET-MIB の snmpTargetAddrTable のエンティティが選択され、そ
れらのエンティティが受信する SNMP 通知のタイプが指定されます。
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SNMP-NOTIFICATION-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpNotificationMIB であり、上位レベルの
OID は 1.3.6.1.6.3.13（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpNotificationMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-PROXY-MIB
SNMP-PROXY-MIB には、SNMP エンティティがプロキシ転送動作に使用するパラメータをリモー
トから設定するための管理オブジェクトが含まれています。この MIB に含まれる単一のテーブル
snmpProxyTable は、管理ターゲット間でのメッセージ転送に使用する変換を定義します。この MIB
は、RFC 2573『SNMP Applications』の一部として定義されました。
SNMP-PROXY-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpProxyMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.6.3.14（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpProxyMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-TARGET-MIB
SNMP-TARGET-MIB には、エンティティが SNMP 通知の生成に使用するパラメータをリモートか
ら設定するためのオブジェクトが含まれています。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するためのタグ
値のリストを含みます（SNMP-NOTIFICATION-MIB を参照）。この MIB は、RFC 2573『SNMP
Applications』の一部として定義されました。
SNMP-TARGET-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpTargetMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.6.3.12（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpTargetMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMP-USM-MIB
SNMP-USM-MIB には、SNMP ユーザ ベース セキュリティ モデルを記述するオブジェクトが含ま
れ て い ま す。こ の MIB は、RFC 2574『User-Based Security Model (USM) for Version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)』としてリリースされています。
SNMP-USM-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpUsmMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.6.3.15（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpUsmMIB）です。

MIB の制約事項
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 には、SNMP クライアントおよびマネージャ用の View-Based Access Control
Model（VACM）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、RFC 2575
『View-Based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)』として
リリースされています。
SNMP-VACM-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpVacmMIB であり、上位レベルの OID は
1.3.6.1.6.3.16（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpVacmMIB）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

SNMPv2-MIB
SNMPv2-MIB には、ルータ上の SNMPv2 エンティティ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、RFC 1907『Management Information Base for Version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)』としてリリースされています。
SNMPv2-MIB の MODULE-IDENTITY は snmpMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.6.3.1
（iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.snmpMIB）および 1.3.6.1.2.1.1
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

TCP-MIB
TCP-MIB には、ルータ上で 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、
RFC 2012『SNMPv2 Management Information Base for the Transmission Control Protocol Using SMIv2』に
準拠しています。
TCP-MIB の MODULE-IDENTITY は tcpMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.49
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.tcpMIB）および 1.3.6.1.2.1.6（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.tcp）です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。

UDP-MIB
UDP-MIB には、ルータ上で 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 は、
RFC 2013『SNMPv2 Management Information Base for the User Datagram Protocol Using SMIv2』として
リリースされています。
UDP-MIB の MODULE-IDENTITY は udpMIB であり、上位レベルの OID は 1.3.6.1.2.1.50
（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.udpMIB）および 1.3.6.1.2.1.7（iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.udp）
です。

MIB の制約事項
この MIB に関する制約事項はありません。
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通知の監視
この章では、
Cisco IOS Release 12.3(21)BC で導入された MIB 拡張機能によってサポートされる Cisco
7600 シリーズ ルータの通知について説明します。SNMP は通知を使用し、管理対象デバイスで発
生するイベントをレポートします。通知はさまざまなイベントのトラップまたはインフォームとし
て機能します。ルータは、リストされていないその他の通知もサポートしています。
この章の内容は次のとおりです。
•

SNMP 通知の概要（p.4-2）

•

通知のイネーブル化（p.4-3）

•

シスコ SNMP 通知（p.4-4）
− 機能関連の通知（p.4-4）
− シスコ製ルータのラインカード関連の通知（p.4-6）
− フラッシュ カード関連の通知（p.4-7）
− リンク関連の通知（p.4-8）
− PFE 関連の通知（p.4-9）
− 設定関連の通知（p.4-10）
− MPLS サービス関連の通知（p.4-10）
− ルーティング プロトコル関連の通知（p.4-11）
− ルーティング サービス関連の通知（p.4-12）
− SONET 関連の通知（p.4-13）
− シャーシ関連の通知（p.4-13）
− RTT モニタ関連の通知（p.4-14）
− 環境関連の通知（p.4-15）
− 冗長性フレームワーク関連の通知（p.4-16）
− ケーブル MIB 関連の通知（p.4-17）
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SNMP 通知の概要
SNMP エージェントは、次のような重要なシステム イベントが発生したときに、マネージャに通知
を送信できます。
•

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

エージェントはアラーム状態を検知すると、次の動作を行います。
•

その状態の発生時刻、タイプ、および重大度の情報を記録します。

•

通知メッセージを生成し、所定の 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確認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 マネージャが応答するまでメモリに保管される、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 リソースを多く使用します。

システムで SNMP 通知を使用するには、トラップ受信者を指定する必要があります。トラップ受信
者は、ネットワーク レジストラ通知の誘導場所を指定します。トラップは、snmp-server enable traps
コマンドによってイネーブルにします。
多くのコマンドのコマンド構文では、
「traps」という語句が使用されています。コマンドのオプショ
ンでトラップかまたはインフォームを選択できる場合を除いて、キーワード traps はトラップかイ
ンフォーム、またはその両方を表します。SNMP 通知をトラップまたはインフォームのいずれかに
指定するには、snmp-server host コマンドを使用します。トラップのタイプは両方のコマンドで指
定できます。

（注）

デフォルトでは、多くの通知タイプが表示されます。しかし一部の通知タイプは snmp コマンドで
制御できません。たとえば一部の通知タイプは常にイネーブルですが、その他のタイプは別のコマ
ンドでイネーブルにします。linkUpDown 通知は、snmp trap link-status コマンドで制御します。
notification-type キーワードを指定せずにこのコマンドを入力すると、このコマンドで制御されるす
べての通知タイプがデフォルトでイネーブルになります。

特定のトラップを送信しない場合は、トラップ タイプを指定してください。次に snmp-server enable
traps コマンドを、snmp host コマンドで使用するトラップ タイプごとに 1 回ずつというように複数
回使用します。イベント テーブルには、実行する処理を指定するエントリが必要です。
通知および通知タイプのリストの詳細については、次の URL を参照してください。
•

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios113ed/113t/113t_1/

•

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

•

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/fcfprt3/fcf014.htm
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通知のイネーブル化
MIB 通知は、次のいずれかの手順を使用してイネーブルにできます。
CLI（コマンドライン インターフェイス）— トラップ メッセージの受信者および送信するトラップ
の種類を指定します。このコマンドでは、どのタイプのインフォームをイネーブルにするかも指定
します。
•

手順の詳細については、以下を参照してください。
− http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/SNMPTrapsInImages.html
− http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios113ed/113t/113t_1/snmpinfm.htm

•

setany コマンドを使用して SNMP 設定操作を実行 — MIB 通知のイネーブル化またはディセー
ブル化を行うには、特定オブジェクトで SNMP SET 操作を実行します。
− 通知をイネーブルにするには、オブジェクトを true(1) に設定します。
− 通知をディセーブルにするには、オブジェクトを false(2) に設定します。
手順の詳細については、以下を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/sw_6_3/confg_gd/snmp.htm

（注）

notification-type 引数を指定しないで snmp-server enable traps コマンドを実行した場合には、ルータ
は要不要にかかわらず、すべてのタイプのイベントに対するトラップを生成します。一部の MIB
では、ユーザがその他のオブジェクトを設定して一部の通知をイネーブルにする必要があります。
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シスコ SNMP 通知
ここでは、MIB イベント、そのイベントが発生する理由、そのイベントの処理方法に関する推奨事
項について表で説明します。それぞれの表には次の情報が記載されています。

（注）

•

テキスト文字列 — イベント表示

•

概要 — イベントの示す内容

•

考えられる原因 — 何が通知の原因になったのか

•

推奨処置 — 特定の通知が発生したときに実行すべきことに関する推奨事項

次の表で「対処は必要ありません」と記載されている箇所では、トラブル チケッティングなどの
アプリケーションが動作していることがあります。詳細については、次の URL を参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps996/tsd_products_support_series_home.html

機能関連の通知
表 4-1 には、Cisco CMTS uBR ルータ の故障を示すイベントによって生成されるか、ルータの動作
に悪影響を与える可能性のある条件で生成されるトラップを示します。
表 4-1

環境および機能関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

cefcModuleStatusChange モジュールのステータスが変 モジュールの状態が不明です。 show module コ マ ン ド を 入 力

化したことを示します。
管理ア
プリケーションはこのトラッ
プを使用して、管理対象のモ
ジュールのステータスを更新
できます。

し、エラー メッセージの詳細
を確認します。このイベントに
関 連 す る Syslog メ ッ セ ー ジ
で、メッセージおよび復旧手順
を調べてください。
ラインカードがスロット用に 設定済みラインカードを指定
プロビジョニングされていま スロットに挿入します。
すが、
スロットにはラインカー
ドが存在しません。

cefcPowerStatusChange

モジュールは動作中です。

対処は必要ありません。

何らかの条件により、
モジュールが故障しました。

show module コ マ ン ド を 入 力
し、エラー メッセージの詳細
を確認します。このイベントに
関 連 す る Syslog メ ッ セ ー ジ
で、メッセージおよび復旧手順
を調べてください。

Field Replaceable Unit（FRU; 現 原因不明な問題のために FRU
場交換可能ユニット）の電力ス の電源がオフになりました。
テータスが変化したことを示
します。

show power コマンドを入力し、
実際の電力消費を調べます。こ
のイベントに関連する Syslog
メッセージで、メッセージおよ
び復旧手順を調べてください。

FRU の電源はオンです。

対処は必要ありません。

FRU は管理用オフです。

対処は必要ありません。
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表 4-1

環境および機能関連の通知（続き）

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

使用可能なシステム電力が不 show power コマンドを入力し、
十分であるために FRU の電源 実際の電力消費を調べます。
がオフです。
cefcFRUInserted

FRU が挿入されたことを示し
ます。このトラップは、ライン
カードの挿入先スロットの
entPhysicalIndex を表します。

ラインカード、SIP モジュー 対処は必要ありませんが、この
ル、SPA モジュール、ファン、 ト ラ ッ プ は CLI を 使 っ て イ
ポート、電源装置、リダンダン ネ ー ブ ル に す る か、ま た は
ト電源などの新しい FRU が追 cefcMIBEnableStatusNotification
加されました。

を true(1) に設定してイネーブ
ルにできます。

cefcFRURemoved

FRU が 取 り 外 さ れ、ラ イ ン
カードが取り外されたスロッ
トの entPhysicalIndex を示しま
す。

ラインカード、SIP モジュー FRU を交換します。
ル、SPA モジュール、ファン、
ポート、電源装置、リダンダン
ト電源などの FRU が取り外さ
れました。

chassisAlarmOn

FRU ステータスが変化したこ シャーシが過熱し、マイナー 指定されたコンポーネントを
とを示します。
ア ラ ー ム ま た は メ ジ ャ ー ア 詳しく調べて、正常な動作温度
ラームが検出されました。
範囲を超えて動作している理
由、および最終的に許容動作温
度範囲を超えるかどうかを判
断します。
リダンダント電源の電源がオ FRU を交換します。
フです。
ルータの冷却ファンが故障し システム ファン トレイの 1 つ 早急にファンを交換しないと、
た可能性があります。
以上のファンが故障しました。 システムはシャットダウンす
マイナー アラームですが、シ るか、正常に動作できなくなり
ステム コンポーネントは過熱 ます。
してシャットダウンすること
があります。

chassisAlarmOff

FRU ステータスが変化したこ リダンダント電源の電源がオ 対処は必要ありません。
とを示します。
ンです。
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シスコ製ルータのラインカード関連の通知
これらの通知は、ラインカードの故障、またはすべてのインターフェイスおよび接続先カスタマー
の正常な動作に影響をおよぼす可能性のあるカードのエラー状態を示しています。
表 4-2 は、Cisco CMTS uBR ルータ カードおよび SPA によって生成される ENTITY-MIB 通知の説明
です。
表 4-2

ラインカード関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

entConfigChange

ラインカードまたは共有ポー
ト アダプタのエントリが
entPhysicalTable から削除され
ました（その結果、
entLastchangeTime の値が変化
します）。

ラインカードが取り外されま FRU を交換します。
した。

cefcModuleOperStatus

ラインカードの動作状態が変
化したことを示します。
管理ア
プリケーションはこのトラッ
プを使用して、管理対象のモ
ジュールのステータスを更新
します。

ラインカードがスロット用に モジュールを追加します。
プロビジョニングされていま
すが、
スロットにラインカード
が存在しません。

entSensorThreshold
Notification

センサー値がしきい値を超え
たことを示します。この通知
は、センサが確認する多くの最
新測定値、およびしきい値を示
します。

entSensorThresholdTable でリス
トされているしきい値をモ
ジュールのセンサーの値が超
えました。この通知は、センサ
値がしきい値を超えるたびに
生成されます。

センサーしきい値の超過によ
るモジュール シャットダウン
を回避する設定を削除します。
設定の削除後にモジュールを
シ ャ ッ ト ダ ウ ン し ま す。メ
ジャー センサーしきい値を超
えました。

ローカル CPU がモジュールの
温度センサーにアクセスでき
ません。モジュールは自分自身
をリセットして回復しようと
します。

コンソールまたはシステム ロ
グに表示されるとおりにエ
ラー メッセージを正確に書き
取り、シスコのテクニカル サ
ポート担当者に連絡して、
この
情報を伝えてください。

ceAlarmAsserted

電源入力モジュール 0 の故障 ラインカードを手動でシャッ
など、物理エンティティがア トダウンし、ラインカード エ
ラー ムをア サー トした とき、 ラ ー か ア ラ ー ム Card Stopped
エージェントはこのトラップ Responding OIR が発生しまし
を生成します。
た。

アサート アラームのタイプは
多いので、entPhysicalDescr タ
イプを確認し、それに対応する
処理をします。

ceAlarmCleared

以前アサートされたアラーム エージェントは次の場合にこ
を物理エンティティがクリア のトラップを生成します。
したか、内部または吸気口の温
• 以前アサートされたア
度が吸気口クリティカル温度
ラームを物理エンティ
制限などのしきい値を超えた
ティがクリアした場合
とき、エージェントはこのト
• スロットにラインカード
ラップを生成します。
が 取 り 付 け ら れ、Active
Card Removed OIR ア ラ ー
ムがクリアされた場合
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表 4-2

ラインカード関連の通知（続き）

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

注：
* 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 でエンティティ タイプ sensor(8) に定義さ
れている必要があります。
* 特定エンティティのエンティティ テーブルにエントリがある場合にかぎり、通知が発生します。
* AlarmNotifiesEnable が 0 に設定されている場合、ceAlarmAsserted 通知と ceAlarmCleared 通知はディセーブルになります。
ceAlarmSyslogEnable が 0 に設定されている場合、アラームに関連する Syslog メッセージはディセーブルになります。
* ceAlarmHistTableSize が 0 に設定されている場合、ceAlarmHistTable では履歴が維持されません。ceAlarmHistTableSize がリセット（増加
または減少）されるたびに、既存ログは削除されます。
* 新しいアラーム条件が検出されると、各ラインカードのキャリア アラーム LED はラインカード ソフトウェアによって設定されます。
LED は IOS アラーム サブシステムによって制御されません。

フラッシュ カード関連の通知
表 4-3 は、Cisco CMTS uBR ルータ フラッシュ カードによって生成される CISCO-FLASH-MIB 通知
の説明です。これらの通知は、フラッシュ カードの故障、またはすべてのインターフェイスおよび
接続先カスタマーの正常な動作に影響を及す可能性のあるカードのエラー状態を示しています。
表 4-3

フラッシュ カード関連の通知

イベント

説明

ciscoFlashDeviceChange
Trap

着脱式フラッシュ デバイスが 着脱式フラッシュ カードが どのフラッシュ カードが挿入
ルータに挿入されたことを示 ルータに挿入されたとき、ス さ れ た か を 判 別 す る に は、
します。
テータスが変化しました。
ciscoFlashDeviceIndex を 使 用
し て ciscoFlashDeviceTable を
確認します。

entConfigChange

概念上の行の作成、変更、削 フラッシュ カードの追加また どのフラッシュ カードがルー
除が、次のいずれかのテーブ は取り外しが行われたとき、 タから取り外されたかを判別
ルで行われるたびに生成され ステータスが変化しました。 するには、
ciscoFlashDeviceIndex を 使 用
ます。
し て ciscoFlashDeviceTable を
• entPhysicalTable
確認します。
• entLogicalTable
•

entLPMappingTable

•

entAliasMappingTable

•

entPhysicalContainsTabl

考えられる原因

推奨処置

新しいデバイス（フラッシュ
カードかその他のカード）の
追加または取り外しがルータ
で行われたという意味です。
フラッシュ カードの追加また
は取り外しが行われたとき、
entLastChangeTime は
sysUpTime になります。
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表 4-3

フラッシュ カード関連の通知（続き）

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

ciscoFlashCopyCompletion フラッシュ操作が行われたこ 次のフラッシュ操作が行われ
Trap
とを示します。
たときに送信されます。
ciscoFlashPartitioning
• コピー操作の終了
CompletionTrap

•

ciscoFlashMiscOpComplet
ionTrap

•

このトラップは CLI を使って
イネーブルにするか、対応す
るフラッシュ オブジェクトを
true(1) に設定してイネーブル
パーティショニング操作 にします。
の終了

その他のフラッシュ カー
ド操作の終了

リンク関連の通知
表 4-4 に、リンク関連（インターフェイス）のイベントでルータが生成する通知を示します。
表 4-4

イベント
linkDown

インターフェイス関連の通知

説明
•

•

考えられる原因

リンクがダウン ステート 内部ソフトウェア エラーが発 インターフェイス上でリンク
になること、つまりトラ 生した可能性があります。
のトラップがイネーブルか
フィックの送受信が不可
ディセーブルかを調べるに
能になることを示しま
は、そのインターフェイスの
す。ifOperStatus オブジェ
ifLinkUpDownTrapEnable
クトは、リンクの現在の
（IF-MIB）を調べます。リンク
状 態 を 示 し ま す。値 は
のトラップをイネーブルにす
down(2) です。
るには、
SPA のワイドバンド ダウ
ifLinkUpDownTrapEnable を
ンストリーム ポートがダ
enabled(1) に設定します。
ウン ステートであること
を示します。

linkUp

推奨処置

•

リンクがアップ ステート ポート マネージャが切り替え
に 入 る こ と を 示 し、 中にリンクダウン ステートの
ifOperStatus オブジェクト ポートを再びアクティブにし
はリンクの現在のステー ました。
タスを示します。

•

SPA のワイドバンド ダウ
ンストリーム ポートが
アップ ステートであるこ
とを示します。

IETF（RFC 2233）形式のリン
ク トラップをイネーブルにす
るには、CLI コマンド
snmp-server trap link ietf を使
用します。
インターフェイス上でリンク
のトラップがイネーブルか
ディセーブルかを調べるに
は、そのインターフェイスの
ifLinkUpDownTrapEnable
（IF-MIB）を調べます。リンク
の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。
IETF（RFC 2233）形式のリン
ク トラップをイネーブルにす
るには、CLI コマンド
snmp-server trap link ietf を使
用します。
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PFE 関連の通知
表 4-5 に、Cisco uBR10012 ルータ上の Packet Forwarding Engine（PFE）イベントに関して、ルータ
が生成する通知を示します。Cisco uBR10012 の PFE は Parallel Express Forwarding ネットワーク プ
ロセッサ（PXF）であり、Performance Routing Engine（PRE）の一部です。
表 4-5

PFE 関連の通知

イベント

説明

設定済みしきい値を超えたこと
を示します。しきい値の値とタ
オブジェクト：
イプは、cePfeHistType および
• cePfeHistEntPhysIndex cePfeHistThld で確認できます。
• cePfeHistType
イベント タイプは HistEventType
の列挙にすることができます。
• cePfeHistThld
cePfeHistThldEvent

•

考えられる原因

推奨処置

しきい値イベントが発生
この通知の生成後は、サン
し、cePfeHistNotifiesEnable プル値がしきい値より下が
が notify(3) または
るまで、別の通知は送信され
logAndNotify(4) に設定され ません。
ました。

cePfeHistValue

HistEventType

•

thldUtilizationEvent

cePfePerfCurrentUtilization が
サンプリング時に
cePfePerfThldUtilization 以上に
なった場合に生成されます。

•

thldEfficiencyEvent

cePfePerfCurrentEfficiency が
サンプリング時に
cePfePerfThldEfficiency 以下に
なった場合に生成されます。

•

thld1MinUtilizationEvent cePfePerfCurrent1MinUtilization が
サンプリング時に
cePfePerfThld1MinUtilization 以上
になった場合に生成されます。

•

thld1MinEfficiencyEvent cePfePerfCurrent1MinEfficiency が
サンプリング時に
cePfePerfThld1MinEfficiency 以下
になった場合に生成されます。

•

thld5MinUtilizationEvent cePfePerfCurrent5MinUtilization が
サンプリング時に
cePfePerfThld5MinUtilization 以上
になった場合に生成されます。

•

thld5MinEfficiencyEvent cePfePerfCurrent5MinEfficiency が
サンプリング時に
cePfePerfThld5MinEfficiency 以下
になった場合に生成されます。

cePfeHistRestartEvent

PFE が再起動したことを示しま PFE プロセッサが再起動し このトラップは CLI コマン
す。
ました。
ド snmp-server を使ってイ
ネーブルにするか、
cePfeHistNotifiesEnable を
notify(3) または
logAndNotify(4) に設定して
イネーブルにします。
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設定関連の通知
表 4-6 に、システム設定に関連するイベントについて、CMTS ルータが生成する通知を示します。
表 4-6

CMTS 設定関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

ccCopyCompletion ト ラ ッ プ CMTS ルータが別の場所から
は、設定コピー要求が完了し の、または別の場所へのコン
た と き に 送 信 さ れ ま す。 フィギュレーション ファイル
ccCopyFileName
ccCopyState が 正 常 で あ る 場 のコピーを完了すると送信さ
ccCopyState
合、ccCopyFailCause はインス れます。
ccCopyTimeStarted
タ ン ス 化 さ れ な い の で、ト
ccCopyTimeCompleted ラップに組み込まれません。
ccCopyFailCause

ccCopyCompletion

•
•
•
•
•
•

ccCopyServerAddress

ciscoConfigManEvent

推奨処置
このトラップをイネーブルに
するには、
ccCopyNotificationOnCompleti
on を true(1) に設定します。

現 在 の 設 定 が 変 更 さ れ ま し 実行コンフィギュレーション 対処は必要ありません。
た。
が変更されると送信されま
す。

MPLS サービス関連の通知
表 4-7 に、サービスの状態を示すために CMTS ルータが生成するサービス通知を示します。
表 4-7

MPLS サービス関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

mplsTunnelUp

設定されているトンネルの
mplsTunnelOperStatus オブ
ジェクトが Down ステートか
ら NotPresent 以外のいずれか
のステートに移行しようとし
ていることを示します。

設定済みトンネルが、ダウン 対処は必要ありません。
ステートから NotPresent 以外
このトラップは CLI を使って
のステートに変化しました。
イネーブルにするか、または
ト ン ネ ル の 管 理 ス テ ー タ ス mplsTunnelTrapEnable を
チェックまたは操作ステータ true(1) > に設定してイネーブ
ス チェックが原因となること ルにします。
があります。

mplsTunnelDown

設定済み MPLS トラフィック
エンジニアリングトンネルの
mplsTunnelOperStatus オブ
ジェクトが、それぞれ up(1)
または down(2) に移行してい
ることを示します。

設定済みトンネルがダウン
ステートに移行しています。

mplsTunnelRerouted

推奨処置

トンネルの管理ステータス
チェックまたは操作ステータ
ス チェックが原因となること
があります。

MPLS トラフィック エンジニ トンネルが再ルーティングさ 実 際 の パ ス を 使 用 す る 場 合
アリング トンネルのシグナリ れたか、再び最適化されまし は、こ の 通 知 の 発 行 後 に、
ング パスが変更されたことを た。
mplsTunnelRerouted に 新 し い
示します。
パスを書き込みます。
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ルーティング プロトコル関連の通知
表 4-8 に、ルーティング プロトコルのエラー条件を示すために Cisco CMTS uBR ルータ が生成する
通知を示します。
表 4-8

ルーティング プロトコル関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

bgpEstablished

BGP FSM が ESTABLISHED BGP ルーティング プロトコ 対処は必要ありません。
ステートに入ります。これは ルがステータスを変更しまし
ルータでアクティブになりま た。
す。

bgpBackwardTransition

BGP プロ トコ ルが 上位 の ス BGP ルーティング プロトコ
テートから下位のステートに ルがステータスを変更しまし
移 行 し た こ と を 示 し ま す。 た。
BGP セッションにおけるアド
レス ファミリのプレフィック
ス数が、設定済みしきい値を
超えました。

このしきい値は、CLI コマン
ド neighbor <nbr_addr>
<max_prefixes> [threshold]
[warning-only] を使用して設
定します。

oamLoopbackPingComple
tionTrap

ループバック テストを示しま OAM ループバック テストが このトラップは CLI を使って
す。
終 了 し た 場 合 に 送 信 さ れ ま イネーブルにするか、または
oamLoopbackPingTrapOnComp
す。
letion を true(1) に設定してイ
ネーブルにします。

cPppoeSystemSessionThre
sholdTrap

PPPoE システム セッションが アクティブな PPPoE セッショ このトラップをイネーブルに
しきい値を超えたことを示し ンの数が
するには、CLI を使用します。
cPppoeSystemThresholdSessions
ます。
の値を超過すると送信されま
す。

cPppoeVcSessionThreshol
dTrap

PPPoE VC セッションがしき VC 上でアクティブな PPPoE このトラップをイネーブルに
い 値 を 超 え た こ と を 示 し ま セッションの数が
するには、CLI を使用します。
す。
cPppoeVcThresholdSessions の
値を超過すると送信されま
す。
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ルーティング サービス関連の通知
表 4-9 に、ルーティング サービスのエラー条件を示すために Cisco CMTS uBR ルータ が生成する通
知を示します。
表 4-9

ルーティング サービス関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

casServerStateChange

casState オブジェクトがステータス casState オブジェクトでス このトラップをイネーブ
を変更します。
テートが変更されると送信 ルにするには、
されます。casState の値は、 casServerStateChangeEnabl
オブジェクト casState は、サーバの
ルータから AAA サーバに e を true(1) に設定します。
現在のステートを必ずしも表すわ
要求を送信すべきかどうか
けではありません。casState は
を示します。
Authentication、Authorization、
Accounting（AAA; 認証、認可、ア • up(1) — サーバに要求
を送信します。
カウンティング）要求がエラーに
なった場合以外、常に up(1) だから •
です。AAA 要求がエラーになると、
casState は dead(2) に設定され、そ
の後 up(1) にリセットされて、エ
ラーのあとでルータからサーバに
要求を送信させます。

推奨処置

dead(2) — サーバに要
求を送信しません。そ
の代わりに、使用可能
な次のサーバに要求を
送信します。

casState が dead(2) になっている時
間（分）は、radius-server deadtime
minutes コマンドで指定します。た
とえば、サーバの停止時間が 5 分の
ときに AAA 要求がエラーになる
と、casState を dead(2) に設定した
トラップが生成されます。5 分が経
過すると、サーバが引き続き停止し
ていても、casState を up(1) に設定
した別のトラップが生成されます。
ciscoSsgRadiusClientReboot Service Selection Gateway（SSG）が RADIUS クライアントがリ このトラップをイネーブ

RADIUS クライアントの再起動を ブートしました。
検出すると送信されます（SSG は
RADIUS サーバを使用して加入者
を認証します）
。

ルにするには、
ssgCfgRadiusClientReboot
Notification を true(1) に設
定します。
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SONET 関連の通知
表 4-10 に、SONET イベント用にルータが生成するアラーム通知を示します。
表 4-10

SONET 関連の通知

イベント

説明

ceAssertAlam
ceClearAlarm

考えられる原因

推奨処置

これらの通知は、SONET 回線 次のうちいずれかのアラーム AlarmType および
のエラー状態および SONET レ ステータスが変更されたとき ceAlarmHistSeverity の値を確認
イヤのステータスを表します。 に送信されます。下の脚注を参 します。
照してください。
すべての SONET ラインカード
お よ び Packet over SONET
（POS）ラインカードで、トラッ
プがすべて生成されるわけで
はありません。

パス、アラーム検出信号などのパス
ライン、削除障害検出などのライン
セクション、フレーム損失障害などのセクション
クロック問題、範囲外遠端クロックなどのクロックの問題
信号、フレーム損失障害などの信号
近端 / 遠端、遠端アラーム表示信号などの近端や遠端
しきい値、しきい値のアラーム B1 超過などのしきい値

シャーシ関連の通知
表 4-11 は、シャーシ モジュールがアクティブになったか、または応答を停止したことを示すため
にルータが生成する CISCO-STACK-MIB 通知を示します。この通知は、Cisco CMTS ルータでサポー
トされます。
表 4-11

シャーシ関連の通知

イベント

説明

moduleDown

考えられる原因

推奨処置

モジュールのステータスが OK この MIB の moduleStatus オブ モジュールを交換します。
ステートから別のステートに ジ ェ ク ト が い ず れ か の モ
変化します。
ジュールで ok(2) ステート以外
に移行したことをエージェン
ト エンティティが検出しまし
た。このトラップの生成は、こ
の MIB の sysEnableModuleTraps
オブジェクトで制御できます。

moduleUp

モジュールのステータスが OK この MIB の moduleStatus オブ 対処は必要ありません。
ステートに変化します。
ジェクトがいずれかのモ
ジュールで ok(2) ステートに移
行したことをエージェント エ
ンティティが検出しました。こ
のトラップの生成は、この MIB
の sysEnableModuleTraps オ ブ
ジェクトで制御できます。
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RTT モニタ関連の通知
表 4-12 に、Round-Trip Time（RTT）モニタ中に発生する可能性のある CISCO-RTTMON-MIB 通知
を示します。
表 4-12

RTT モニタ関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

rttMonConnectionChange
Notification

rttMonCtrlOperConnectionLost ターゲットへの接続の確立 ターゲットへの接続を確認
Occurred の値が変化した場合 に失敗した場合、または接続 します。さまざまなホップに
が切断されたあと再確立さ よるターゲットへのリンク
に送信されます。
れた場合に発生します。ター の問題が発生している可能
ゲ ッ ト へ の パ ス 上 に あ る 性があります。
ホ ッ プ へ の 接 続 で は な く、
ターゲットへの接続である
点に注意してください。

rttMonTimeoutNotification

RTT プローブ中にタイムア
ウトが発生したか、またはタ
イムア ウトが クリアさ れま
した。

RTT プローブが発生し、
通知の
rttMonCtrlOperTimeoutOccurr rttMonCtrlOperTimeoutOccurr
ed の値が変化したとき、こ ed が true を返す場合は、エ
の通知が送信されます。
ンドツーエンド接続を確認
します。
rttMonCtrlOperTimeoutOccurr
ed が false である場合、対処
は必要ありません。

rttMonThresholdNotification

RTT プローブ中にしきい値 以前の超過がその後の RTT 通知の
rttMonCtrlOperOverThreshold
超過が発生しました。
操作のために下がり、
rttMonCtrlOperOverThreshold Occurred が true である場合
Occurred の値が変化したこ は、エンドツーエンド接続
を確認します。その他の場
とを示します。
合、対処は必要ありません。
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環境関連の通知
表 4-13 には、Cisco CMTS uBR ルータ の故障を示すイベントで生成されるか、ルータの動作に悪影
響を与える可能性のある条件で生成される CISCO-ENVMON-MIB 通知を示します。
表 4-13

環境関連の通知

イベント

説明

考えられる原因

推奨処置

ciscoEnvMonShutdow 計測値がクリティカル ステー 計測値がクリティカル ステー ファシリティアラーム吸気温
nNotification
トに達し、シャットダウンの開 トに近づき、ルータがシャット 度などのシステム クリティカ

始が間近であることを環境モ ダウンしようとしています（た ル アラームを無効にしないで
ニタが検出した場合、
とえば自動シャットダウンが ください。
ciscoEnvMonShutdownNotificati イネーブルで、シャーシの内部
このトラップは CLI コマンド
あるいは吸気口の温度がクリ
on が送信されます。
snmp-server-enable traps
ティカル ステートに近づいた
この通知にはオブジェクトが
envmon shutdown を 使 っ て イ
まま 2 分を超える時間が経過し
含まれないので、可能な限り短
ネ ー ブ ル に す る か、ま た は
た場合など）。
ciscoEnvMonEnableShutdownNot
時間でエンコードされて送信
されます。このような通 知は 動作温度が温度しきい値を超 ification を true(1) に設定してイ
シャットダウンの完了前に送 えた場合、システムはモジュー ネーブルにします。
信されないことがあるので、管 ルをシャットダウンするよう
理アプリケーションでこのよ に設定されています。この設定
うな通知の受信に依存すべき が迂回され、モジュールが過熱
ではありません。
状態で動作しています。過熱状
態で動作すると、ハードウェア
が損傷する可能性があります。
ciscoEnvMonFanNotif ファンのステータス。システム システム ファン トレイの 1 つ システム ファン トレイを交換
ication
がファンの障害を検出したか、 または複数のファンが故障し します。

トレイが空であることを検出
すると、
ciscoEnvMonFanNotification が
送信されます。

たか、ファン トレイが欠落して
います。マイナー アラームです
が、システム コンポーネントは
過熱してシャットダウンする
ことがあります。

このトラップは CLI コマンド
snmp-server-enable traps envmon
fan を使ってイネーブルにする
か、または
ciscoEnvMonEnableFanNotificati
on を true(1) に設定してイネー
ブルにします。

ciscoEnvMonRedund 電源装置のステータス。リダン 環境条件、過熱条件、モジュー システムの電源装置が最適に
antSupplyNotification ダント電源（使用可能な場合） ルへの不整合電圧のうちいず 冗長になっていることを確認

が故障した場合に送信されま れかが発生しました。このよう
す。
な通知は一般的にシャットダ
ウン ステートに達する前に生
成されるので、
coscoEnvMonShutdownNotificati

します。
出力定格が同一の電源装置を
使用するか、システムの電力消
費を減らします。

on よりも多くのデータを運び、 このトラップは CLI コマンド
送信の可能性が高くなります。 snmp-server enable traps
envmon supply を使ってイネー
ブルにするか、または
ciscoEnvMonEnableRedundantSu
pplyNotification を true(1) に設
定してイネーブルにします。
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表 4-13

環境関連の通知（続き）

イベント

説明

考えられる原因

ciscoEnvMonTemp
StatusChangeNotif

温度のステータス。内部または
吸気口の温度が正常な範囲を
超え、ciscoEnvMonState が警告
またはクリティカル ステート
になっています。

以前のリロード中に温度セン
サにアクセスしているとき、こ
のモジュールはタイムアウト
になりました。温度センサにさ
らにアクセスすることは、すべ
てディセーブルになります。こ
このような通知は一般的に
の条件は、温度センサに問題が
シャットダウン ステートに達
ある可能性を示します。
す る 前 に 生 成 さ れ る の で、
coscoEnvMonShutdownNotificati

on よりも多くのデータを運び、
送信の可能性が高くなります。

推奨処置
コンソールまたはシステム ロ
グに表示されるとおりにエ
ラー メッセージを正確に書き
取り、シスコのテクニカル サ
ポート担当者に連絡して、この
情報を伝えてください。
このトラップは CLI コマンド
snmp-server enable traps
envmon temperature を使って
イネーブルにするか、または
ciscoEnvMonEnableTemperature
Notification を true(1) に設定し
てイネーブルにします。

* リダンダント電源がディセーブルになっているとき、cefcFRUPowerAdminStatus は on(1) になりま
す。リダンダント電源が存在する場合、cefcFRUPowerAdminStatus は、リダンダント電源がディ
セーブルであるかどうかに関係なく、両方の電源装置で常に on(1) になります。

冗長性フレームワーク関連の通知
表 4-14 に、冗長システムで発生する可能性のある CISCO-RF-MIB 通知を示します。通知には次の
2 種類があります。

表 4-14

•

アクティビティ切り替え（SWACT）— アクティブ ユニットからスタンバイ ユニットへの、ア
クティブ ステータスの強制切り替えまたは自動切り替え。以前のスタンバイ ユニットはアク
ティブ ユニットと呼ばれるようになります。

•

進行 — スタンバイ ユニットの冗長性ステートをアクティブ ユニットの冗長性ステートと同等
にするプロセス。RF ステートのマシンを複数のステート間で移行し、アクティブ ユニットの
RF クライアントで関連データをスタンバイ ユニットのピアと同期させることが含まれます。

冗長性フレームワーク関連の通知

イベント

説明

ciscoRFSwactNotif

考えられる原因

推奨処置

RF ステートが変化したこと アクティビティ切り替えが発 cRFStatusLastSwactReasonCode
を示します。
生しました。SWACT イベン によって示されるアクティブ
トをリセット イベントから区 ユニットの故障によって切り
新しくアクティブになった冗
別できない場合、ネットワー 替えが発生した場合は、ハー
長ユニットがアクティビティ
ク管理ステーションではこの ドウェアが故障しているかど
切り替え通知を送信します。
通 知 を 使 用 し て ア ク テ ィ ビ うかを確認します。その他の
ティを差別化する必要があり 場合、対処は必要ありません。
ます。

ciscoRFProgressionNotif

RF ステートが変化したこと ア ク テ ィ ブ な 冗 長 ユ ニ ッ ト
を示します。
RF ステートが変化したか、ピ
ア ユニットの RF ステートが
変化しました。

すべてのステート移行による
通知の増加を避けるには、次
の RF ステートへの移行の通
知を送信します。
•

standbyCold(5)

•

standbyHot(9)

•

active(14)

•

activeExtraload(15)
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ケーブル MIB 関連の通知
表 4-15 は、次のサポート対象 MIB で発生する通知を示しています。

表 4-15

•

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB

•

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB

•

CISCO-CABLE-METERING-MIB

•

CISCO-DOCS-EXT-MIB

ケーブル MIB 関連の通知

MIB およびイベント

説明

考えられる原因

推奨処置

DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB

•

docsDevCmtsInitRegReqFailTrap

レジストレーション要求 CM 初期化プロセス中に レジストレーション要求
で障害が発生したことを レジストレーション要求 の障害を訂正します。
示します。障害は CMTS で障害が発生しました。
側で検出されました。

•

docsDevCmtsInitRegRspFailTrap

レジストレーション応答 CM 初期化プロセス中に レジストレーション応答
で障害が発生したことを レジストレーション応答 の障害を訂正します。
示します。障害は CMTS で障害が発生しました。
側で検出されました。

•

docsDevCmtsInitRegAckFailTrap

レジストレーション確認
応答で障害が発生したこ
と を 示 し ま す。障 害 は
CMTS 側で検出されまし
た。

CM 初期化プロセス中に レジストレーション確認
レジストレーション確認 応 答 の 障 害 を 訂 正 し ま
応答で障害が発生しまし す。
た。

•

docsDevCmtsDynServReqFailTrap

ダイナミック サービス
リクエストで障害が発生
したことを示します。障
害は CMTS 側で検出され
ました。

ダ イ ナ ミ ッ ク サ ービ ス ダ イ ナ ミ ッ ク サ ー ビ ス
プロセス中にダイナミッ リクエストの障害を訂正
ク サービス リクエスト します。
で障害が発生しました。

•

docsDevCmtsDynServRspFailTrap

ダイナミック サービス応
答で障害が発生したこと
を 示 し ま す。障 害 は
CMTS 側で検出されまし
た。

ダ イ ナ ミ ッ ク サ ービ ス ダイナミック サービス応
プロセス中にダイナミッ 答の障害を訂正します。
ク サービス応答で障害が
発生しました。

•

docsDevCmtsDynServAckFailTrap

ダイナミック サービス確
認応答で障害が発生した
ことを示します。障害は
CMTS 側で検出されまし
た。

ダ イ ナ ミ ッ ク サ ービ ス ダイナミック サービス確
プロセス中にダイナミッ 認応答の障害を訂正しま
ク サービス確認応答で障 す。
害が発生しました。

•

docsDevCmtsBpiInitTrap

BPI 初期化の試行で障害 CM 登 録 プ ロ セ ス 中 に BPI 初期化の試行の障害
が発生したことを示しま BPI 初期化の試行で障害 を訂正します。
す。障害は CMTS 側で検 が発生しました。
出されました。

•

docsDevCmtsBPKMTrap

BPKM 操作で障害が発生 BPKM 操作で障害が発生 BPKM 操作の障害を訂正
したことを示します。障 しました。
します。
害は CMTS 側で検出され
ました。
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表 4-15

ケーブル MIB 関連の通知（続き）

MIB およびイベント

説明

考えられる原因

推奨処置

•

docsDevCmtsDynamicSATrapTrap

ダイナミック セキュリ
ティ アソシエーション操
作で障害が発生したこと
を 示 し ま す。障 害 は
CMTS 側で検出されまし
た。

ダ イ ナ ミ ッ ク セ キュ リ ダ イ ナ ミ ッ ク セ キ ュ リ
ティ アソシエーション操 ティ アソシエーション操
作 で 障 害 が 発 生 し ま し 作の障害を訂正します。
た。

•

docsDevCmtsDCCReqFailTrap

ダイナミック チャネル変
更要求で障害が発生しま
した。障害は CMTS 側で
検出されました。

ダイナミック チャネル変 ダイナミック チャネル変
更 プ ロ セ ス 中 に ダ イ ナ 更要求の障害を訂正しま
ミック チャネル変更要求 す。
で障害が発生しました。

•

docsDevCmtsDCCRspFailTrap

ダイナミック チャネル変
更応答で障害が発生した
ことを示します。障害は
CMTS 側で検出されまし
た。

ダイナミック チャネル変 ダイナミック チャネル変
更 プ ロ セ ス 中 に ダ イ ナ 更応答の障害を訂正しま
ミック チャネル変更応答 す。
で障害が発生しました。

•

docsDevCmtsDCCAckFailTrap

ダイナミック チャネル変
更確認応答で障害が発生
しました。障害は CMTS
側で検出されました。

ダイナミック チャネル変 ダイナミック チャネル変
更 プ ロ セ ス 中 に ダ イ ナ 更確認応答の障害を訂正
ミック チャネル変更確認 します。
応答で障害が発生しまし
た。

1 次のトラップは、CLI コマンド snmp-server enable trap docsis-cmts を使用してイネーブルにすることができます。
bpi — BPI 初期化障害トラップをイネーブル化
bpkm — BPKM 障害トラップをイネーブル化
dccack — ダイナミック チャネル変更確認応答の障害のトラップをイネーブル化
dccreq — ダイナミック チャネル変更要求の障害のトラップをイネーブル化
dccrsp — ダイナミック チャネル変更応答の障害のトラップをイネーブル化
dsack — ダイナミック サービス確認応答の障害のトラップをイネーブル化
dsreq — ダイナミック サービス要求の障害のトラップをイネーブル化
dsrsp — ダイナミック サービス応答の障害のトラップをイネーブル化
dynsa — ダイナミック SA 障害のトラップをイネーブル化
regack — 登録確認応答の障害のトラップをイネーブル化
regreq — 登録要求の障害のトラップをイネーブル化
regrsp — 登録応答の障害のトラップをイネーブル化
2 次のトラップは、docsDevCmtsTrapControl でビット値を設定してイネーブルにすることができます。
cmtsInitRegReqFailTrap(0)
cmtsInitRegRspFailTrap(1)
cmtsInitRegAckFailTrap(2)
cmtsDynServReqFailTrap(3)
cmtsDynServRspFailTrap(4)
cmtsDynServAckFailTrap(5)
cmtsBpiInitTrap(6)
cmtsBPKMTrap(7)
cmtsDynamicSATrap(8)
cmtsDCCReqFailTrap(9)
cmtsDCCRspFailTrap(10)
cmtsDCCAckFailTrap(11)
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表 4-15

ケーブル MIB 関連の通知（続き）

MIB およびイベント

説明

考えられる原因

推奨処置

DOCS-REMOTE-QUERY-MIB

•

cdrqCmtsCmRQDoneNotification

CMTS CM ポーラーが現
在のサイクルのポーリン
グを終了したことを示し
ます。

•

cdrqCmtsCmPollerStartTime

ポーリング サイクルが始 CMTS CM ポ ー ラ ー が 対処は必要ありません。
まったときの時刻を示し ポーリングを開始しまし
ます。
た。

•

cdrqCmtsCmPollerStopTime

ポーリング サイクルが終 CMTS CM ポ ー ラ ー が 対処は必要ありません。
了したときの時刻を示し ポーリングを終了しまし
ます。
た。

CISCO-CABLE-METERING-MIB

計測レコード ファイルが
正常に作成されたかどう
か、および収集サーバに
ファイルが正常にスト
リーミングされたかどう
かを示します。

ccmtrCollectionNotification

•

ccmtrCollectionStatus

エクスポートの正常終了
またはエラーを示しま
す。

•

ccmtrCollectionDestination

正常終了とエラーの両方
で、エクスポートの宛先
を示します。

•

ccmtrCollectionTimestamp

正常終了とエラーの両方
で、エクスポートのタイ
ムスタンプを示します。

cdxCmtsCmDMICLockNotification

この通知を受信したとい
うことは、ローカル スト
レージの場合、FTP また
は任意のファイル転送プ
ロトコルでファイルにア
クセスできることが収集
サーバに示されるという
ことを意味します。

このトラップをイネーブ
ルにするには、
ccmtrMeteringNotifEnable
を true(1) に設定します。

DMIC に関連する障害を ダイナミック メッセージ
示します。
整合性チェック（DMIC）
で障害が発生したために
モデムがロックされるた
びに送信されます。
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表 4-15

ケーブル MIB 関連の通知（続き）

MIB およびイベント

説明

考えられる原因

推奨処置

ccsSpecMgmtNotification

ケーブル ホップ、変調プ ケーブル アップストリー cable upstream threshold コ
ロファイル、チャネル幅 ム
ラ ン タ イ ム 周 波 数 マンドを使用し、この値
のうちいずれかのステー （ホップ）、プロファイル、 を変更します。セカンダ
タスが変化したことを表 チャネル幅のステータス リ 変 調 プ ロ フ ァ イ ル の
します。
が変化しました。下の脚 Carrier-to-Noise Ratio
注を参照してください。 （CNR; 搬送波対雑音比）
しきい値のデフォルトは
15 dB です。
修正可能 FEC
エラーしきい値のデフォ
ルトは受信パケットの合
計数の 1% であり、無効
FEC エラーしきい値のデ
フォルトは受信パケット
の合計数の 1% です。

1.

周波数ホップの場合、ccsUpSpecMgmtHopCondition は、ホップの原因となった SNR または modemOffline を示します。

2.

周波数ホップは、CNR、修正可能 FEC エラー値、修正不可能 FEC エラー値に基づきます。CNR が設定可能しきい値を下回り、修正可能
か修正不可能な FEC エラー値が設定可能しきい値を超えた場合、チャネルは周波数ホップを実行します。

3.

チャネル幅は非常に小さくなることがあります。
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Cisco CMTS MIB の使用
この章では、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）要求を使用し、Cisco CMTS ユニバーサル
ブロードバンド ルータ上で次の作業を行うために必要なオブジェクトおよび MIB（管理情報ベー
ス）について説明します。
•

ヒントおよび注意事項（p.A-2）

•

基本的なルータ情報の取得（p.A-4）

•

物理コンポーネントの管理（p.A-6）

•

SNMP トラップの生成（p.A-13）

•

Syslog メッセージの監視（p.A-17）

•

CM 情報の表示（p.A-19）

•

スペクトル管理の監視（p.A-24）

•

フラップ リストの使用方法（p.A-33）

•

加入者トラフィック管理機能の使用方法（p.A-38）

•

使用状況ベースの課金（p.A-41）

•

Cisco Unique Device Identifier の識別（p.A-45）

•

DOCS-DSG-IF-MIB 検証の要件（p.A-46）
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ヒントおよび注意事項
SNMP を使用して Cisco CMTS ルータを管理する場合の注意事項は、次のとおりです。

IF-MIB キャッシング
Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 以降のリリースでは、Cisco CMTS ルータはキャッシュを実装し、CPU
使用率の急増を引き起こすことなく、ifTable インターフェイス カウンタの連続ポーリングを実行
できるようになっています。このようなカウンタに対する SNMP 要求には、カウンタの最新の実行
値ではなく、カウンタ キャッシュ メモリに最後に格納された値が返されます。この方式では SNMP
要求が行われたときに、Cisco IOS ソフトウェアで各ラインカードにポーリングを実行してカウン
タを取得する必要がないので、パフォーマンスが向上します。
ifTable カウンタ キャッシュは約 10 秒間隔で更新されます。したがって、10 秒より短い間隔で
ifTable インターフェイス カウンタを読み取るような SNMP 要求では、新しい値が返されない可能
性があります。実行カウンタはインターフェイス上で発生した実際のトラフィックに応じて増分を
続けますが、次の SNMP 要求が 10 秒以内に行われた場合、新しい値は反映されません。

SNMP ベースのカウンタおよび CLI ベースのカウンタ
SNMP 仕様では通常、システムの初期化時を除き、SNMP ベース カウンタについて消去が認められ
ません。正常に稼働している間、カウンタは最大値に到達するまで増分を続け、最大値に達すると
ゼロから再び増分します。
SNMP コマンドを使用してルータを管理する場合は、次の点でこの動作を考慮する必要がありま
す。
•

32 ビット カウンタ — 32 ビット カウンタは約 42 億に到達すると、ゼロに戻ります。したがっ
て、フル稼働しているルータの場合、わずか数日でバイト カウンタやパケット カウンタがゼ
ロに戻る可能性があります。パケットまたはその他のオブジェクトについて、正しいカウント
を確実に維持するには、該当するカウンタのポーリングを定期的に実行し、必ず直前の値を保
存してください。現在の値から直前の値を差し引いて、2 つのカウンタの差がマイナスになっ
た場合は、いったんゼロに戻ったということを意味します。
数週間または数か月単位でカウンタの合計を正確に算出するには、この期間にカウンタがゼロ
に戻った回数を追跡することも必要です。ゼロへの折り返しが検出されないということが 1 回
以上にならないように、頻繁にカウンタのポーリングを実行してください。

ヒント

一部の SNMPv3 MIB では、同じオブジェクトの多くについて、32 ビット カウンタととも
に 64 ビット カウンタが含まれるようになりました。選択する場合は、64 ビット カウン
タを使用してください。64 ビット カウンタであれば通常、何か月または何年も、あるい
はさらに長期にわたってゼロに戻らないからです。

•

指定したイベントからカウントする場合または期間限定でカウントする場合 — SNMP ベース
カウンタは、ルータの電源がオンになったときにゼロからカウントを始め、折り返すまで増分
を続けます。特定のイベント以後のパケットまたはその他のオブジェクトの数を追跡するに
は、イベント発生時点でカウンタの値を保存する必要があります。その後、新しいパケット カ
ウントを取得するときに、カウンタの現在値と保存した値を比較します。

•

CLI（コマンドライン インターフェイス）値との比較 — show コマンドの多くには、カウンタ
をゼロにリセットする clear コマンドが関連付けられています。ただし、clear コマンドが作用
するのは、CLI によって表示されるカウンタだけです。SNMP ベースのカウンタには無効です。
また、多くの CLI ベース カウンタは、インターフェイスのリセットなど、特定の機能が実行さ
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れるたびに自動的にリセットされます。したがって、CLI コマンドを使用して表示したカウン
タと SNMP コマンドで表示したカウンタとは、通常、一致しません。CLI ベースのカウンタと
SNMP ベースのカウンタを比較する場合は、この相違に注意してください。

Cisco uBR10012 ルータ上の冗長 PRE モジュール
Cisco IOS Release 12.2BC が稼働している Cisco uBR10012 ルータでは、SNMP コンフィギュレーショ
ン コマンドは CLI コマンドの場合と同様、スタンバイの冗長 Performance Routing Engine（PRE）モ
ジュールに同期しません。したがって、切り替えが発生し、スタンバイ PRE モジュールがアクティ
ブになっても、SNMP コマンドによる設定はアクティブになりません。ルータが最初の PRE モ
ジュールに切り替えると、元の設定が復元されます。
重要な設定には CLI コマンドを使用し、スタートアップ コンフィギュレーションに保存して、切
り替え時に確実にアクティブになるようにしてください。
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基本的なルータ情報の取得
Cisco CMTS ルータの基本情報は、次の MIB オブジェクトから取得できます。
•

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB（p.A-4）

•

SNMPv2-MIB（p.A-4）

•

ENTITY-MIB（p.A-5）

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
OLD-CISCO-CHASSIS-MIB の次のオブジェクトは、ルータ シャーシのシリアル番号を保管するの
に適切な場所です。テクニカル サポートに連絡するときに、ここから番号を簡単に取り出すことが
できます。
•

shassisId — snmp-server chassis-id コマンドの定義に従って、シャーシのシリアル番号または ID
番号を提供します。通常、購入したサービス契約およびサービス レベルを調べる場合に使用し
ます。このオブジェクトのデフォルトは空の文字列なので、snmp-server chassis-id コマンドを
使用してオブジェクトの値を設定したあとにのみ、値を取り出すことができます。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public chassisId
chassisId.0 = TBA06500113

SNMPv2-MIB
SNMPv2-MIB の次のオブジェクトは、ルータの基本情報、ソフトウェア情報、およびその他の実行
情報を提供します。
•

sysDescr — モデル番号、稼働している Cisco IOS ソフトウェアのバージョンなど、ルータに関
する総合的な説明を提供します。次に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysDescr
sysDescr.0 = Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 10000 Software (UBR10K-K8P6-M), Released Version 12.2(15)BC1
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 23-Jan-04 23:56 by atifg

•

sysObjectID — CISCO-PRODUCTS-MIB で定義されている、特定のモデル番号を提供します。次
に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysObjectId
sysObjectID.0 = ciscoProducts.ciscoUBR10012

•

sysName — hostname コマンドで割り当てられたホスト名を提供します。次に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysName
sysName.0 = UBR10012-Router

•

sysUpTime — ルータが前回初期化されてからの経過時間を 100 分の 1 秒単位で提供します。次
に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysUpTime
sysUpTime.0 = 138389875
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•

sysContact — snmp-server contact コマンドで入力された情報に従って、このルータの担当者ま
たは担当部門の名前、電話番号、またはその他の識別情報を提供します。次に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysContact
sysContact.0 = IT Support at 408-555-1212 or epage it-support

•

sysLocation — snmp-server location コマンドで入力された情報に従って、ルータの位置情報を
提供します。次に例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public sysLocation

ENTITY-MIB
ENTITIY-MIB の次のオブジェクトは、基本的なルータ ハードウェア情報を提供します。
•

entPhysicalDescr — ルータを構成する個々のハードウェア コンポーネントに関する記述を提供
します。次に、Cisco uBR7246VXR シャーシの一般的な記述例を示します。
csh% getnext -v2c 10.10.11.12 public entPhysicalDescr
entPhysicalDescr.1 = uBR7246VXR chassis, Hw Serial#: 65100, Hw Revision: A

•

entPhysicalHardwareRev — 各コンポーネントにハードウェア リビジョンが存在し、なおかつそ
のコンポーネントでサポートされている場合に、そのリビジョン情報を提供します。次に例を
示します。
csh% getnext -v2c 10.10.11.12 public entPhysicalHardwareRev
entPhysicalHardwareRev.1 = 1.1

•

entPhysicalSerialNum — 各コンポーネントにシリアル番号が存在し、なおかつそのコンポーネン
トでサポートされている場合に、そのシリアル番号を提供します。次に例を示します。
csh% getnext -v2c 10.10.11.12 public entPhysicalSerialNum
entPhysicalSerialNum.1 = TBC06481339

•

entPhysicalModelName — 各コンポーネントにモデル名が存在し、なおかつそのコンポーネント
でサポートされている場合に、そのモデル名を提供します。次に例を示します。
csh% getnext -v2c 10.10.11.12 public entPhysicalModelName
entPhysicalModelName.1 = uBR7246VXR

ヒント

ENTITY-MIB の詳細および使用方法については、次のセクションを参照してください。
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物理コンポーネントの管理
Cisco CMTS ルータは、
ルータの物理コンポーネントを管理するため複数の MIB をサポートします。
これらの MIB は次の機能を提供します。
•

シャーシ内の物理エンティティを、各エンティティと他のすべてのエンティティとの関係につ
いて記述する包含ツリーに編成します。

•

Field-Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）のステータスを監視および設定します。

•

物理ポートをそれぞれ対応するインターフェイスにマッピングします。

•

資産タギングのための資産情報を提供します。

•

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情報を提供します。

以下では、各 MIB について説明するとともに、MIB を使用してルータ内のコンポーネントを追跡
する手順について説明します。

ヒント

•

ENTITY-MIB（p.A-6）

•

シスコ固有の MIB（p.A-7）

•

インベントリ管理の実行（p.A-7）

ルータ シャーシのシリアル番号を調べるには、OLD-CISCO-CHASSIS-MIB から chassisId オブジェ
クトを取り出します。このオブジェクトのデフォルトは空の文字列なので、snmp-server chassis-id
コマンドを使用してオブジェクトの値を設定したあとにのみ、値を取り出すことができます。

ENTITY-MIB
Cisco CMTS ルータは、標準の RFC 2737 で定義された ENTITY-MIB を使用して、ルータの物理コ
ンポーネント（エンティティ）を管理します。エンティティには、カード、カード上のポート、カー
ド上の主要サブシステム、シャーシ スロット、FRU、またはルータに搭載されている他のあらゆる
機器があります。
ENTITY-MIB では、個々のエンティティ間の関係を示す階層構造の包含ツリーを使用して、ルータ
の各エンティティを固有のものとして識別するオブジェクトのセットを定義します。他の MIB は
ENTITY-MIB によって定義されたオブジェクトを使用し、各エンティティについて追加情報を提供
できます。
ルータの物理エンティティを管理する場合、ENTITY-MIB で最も重要なオブジェクトは次のとおり
です。
•

entPhysicalTable — ルータ上の各物理コンポーネント（エンティティ）を記述します。このテー
ブルには、最上位エンティティ（シャーシ）の行エントリがあり、さらにシャーシ内のエン
ティティごとにエントリがあります。各エントリは、そのエントリの名前および説明、タイプ
およびベンダー、さらにエンティティが包含ツリーのどこに収まるかどうかについて、説明を
示します。

•

entPhysicalIndex — 各エントリを固有のものとして識別します。この値は、そのシャーシ内の全
機器にわたって、またすべての MIB にわたって固有であることが保証されるため、複数の MIB
からのデータを特定のエントリに関連付けることができます。

•

entAliasMappingTable — 各物理ポートの entPhysicalIndex 値を IF-MIB の ifTable 内の対応する
ifIndex 値にマッピングします。これにより、特定のインターフェイスで特定のポートを速やか
に識別できます。
Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 以降のリリースでは、Cisco uBR-MC5X20S および
Cisco uBR-MC5X20U ケーブル インターフェイス ラインカード上で仮想インターフェイスが設
定されている場合、entAliasMappingTable は論理アップストリーム インターフェイスに対する
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物理アップストリーム コネクタのマッピングも示します。このサポートにより、ケーブル イ
ンターフェイス ラインカードとそのポート間の親子関係も変更されました。詳細については、
「仮想インターフェイスのサポートの変更」
（p.3-75）を参照してください。
•

entPhysicalContainsTable — 物理エンティティごとに、そのエンティティの子オブジェクトに対
応する entPhysicalIndex 値を示します。これにより、ルータのコンテナ ツリーを簡単に作成で
きます。包含ツリーは、シャーシ上の物理エンティティ間の関係を示します。
通常、コンテナ ツリーは次のように編成されます。
− シャーシは最上位レベルであり、プロセッサ カードおよびシャーシ スロットが含まれま
す。
− シャーシ スロットには個々のカードおよび入出力コントローラ（搭載されている場合）が
含まれます。
− ラインカードにはポート（インターフェイス）が含まれます。
− ケーブル インターフェイス ラインカードには、ダウンストリーム ポート（通称、CLC
［ケーブル ラインカード］）が含まれます。Cisco IOS Release 12.2(15)BC1 およびそれ以前の
リリースでは、各ダウンストリーム ポートに対応するアップストリーム ポートが含まれま
す。Cisco IOS Release 12.2(15)BC2 およびそれ以降のリリースでは、ダウンストリーム ポー
トおよびアップストリームはすべて、ケーブル インターフェイス ラインカードの子になり
ます。

シスコ固有の MIB
Cisco CMTS ルータは、ENTITY-MIB 以外に次の MIB を使用して、ルータに搭載されている物理コ
ンポーネントの補足情報を提供します。
•

CISCO-ENTITY-ASSET-MIB — ENTITY-MIB の entPhysicalTable に示された物理エンティティ
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、ソフトウェア、ファームウェア情報など）を提供します。

•

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB — ENTITY-MIB の entPhysicalTable に示された FRU（電
源装置、ラインカードなど）の管理ステータスおよび動作ステータスを監視したり設定したり
するために使用するオブジェクトが含まれています。

（注） 現在のところ、CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB はラインカードのみをサポートし
ています。

•

CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB — ルータ上のすべての物理エンティティに関する
Object Identifier（OID; オブジェクト ID）が含まれています。

•

CISCO-ENVMON-MIB — 環境センサ（電圧、温度、ファン、および電源装置）のステータス情
報が含まれています。たとえば、この MIB はシャーシの内部および吸気口の温度を報告します。

インベントリ管理の実行
ENTITY-MIB は、ルータの物理コンポーネントに関するインベントリを収集するために必要なあら
ゆる情報を提供します。Cisco uBR7246VXR ルータを使用してこれを行う方法を次の手順で説明し
ます。この例では、ルータに次のカードが搭載されています。
•

入出力スロット：デュアル ファスト イーサネット入出力コントローラ（FastEthernet0/0 および
FastEthernet0/1）

•

スロット 1：ファスト イーサネット ラインカード（FastEthernet1/0 および FastEthernet1/1）

•

スロット 4：Cisco uBR-MC28U

•

スロット 6：Cisco uBR-MC16E
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ENTITY-MIB の情報を集めて編成する手順は、次のとおりです。

ステップ 1

すべての entPhysicalDescr オブジェクトを表示することで、物理エンティティのリストを収集しま
す。次に例を示します。

entPhysicalDescr.1 = uBR7246VXR chassis, Hw
Serial#: 65100, Hw Revision: A
entPhysicalDescr.2 = NPE 400 Card
entPhysicalDescr.3 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.4 = I/O Dual Fast Ethernet
Controller
entPhysicalDescr.5 = i82543 (Livengood)
entPhysicalDescr.6 = i82543 (Livengood)
entPhysicalDescr.7 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.8 = Dual Port Fast
Ethernet (RJ45)
entPhysicalDescr.9 = i82543 (Livengood)
entPhysicalDescr.10 = i82543 (Livengood)
entPhysicalDescr.11 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.12 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.13 = Chassis Slot
entPhysicalDescr.14 = MC28U_F_connector
entPhysicalDescr.15 = UBR7200 CLC
entPhysicalDescr.16 = UBR7200 CLC
entPhysicalDescr.17 = BCM3138 PHY

ステップ 2

表 A-1

entPhysicalDescr.18
entPhysicalDescr.19
entPhysicalDescr.20
entPhysicalDescr.21
entPhysicalDescr.22
entPhysicalDescr.23
entPhysicalDescr.24
entPhysicalDescr.25
entPhysicalDescr.26
entPhysicalDescr.27
entPhysicalDescr.28
entPhysicalDescr.29
entPhysicalDescr.30
entPhysicalDescr.31
entPhysicalDescr.32
entPhysicalDescr.33
entPhysicalDescr.34
entPhysicalDescr.35
entPhysicalDescr.36
entPhysicalDescr.37

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

BCM3138
BCM3138
BCM3138
BCM3034
BCM3138
BCM3138
BCM3138
BCM3138
BCM3034
Chassis
Chassis
MC16E
BCM3210
BCM3137
BCM3137
BCM3137
BCM3137
BCM3137
BCM3137
BCM3033

PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
Slot
Slot
ASIC
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY

entPhysicalVendorType、entPhysicalName、および entPhysicalClass オブジェクトを収集することで、
各 entPhysicalDescr オブジェクトの詳細情報を取得します。インデックス値を使用して、オブジェ
クトと対応する entPhysicalDescr オブジェクトを突き合わせます。表 A-1 に、この例で使用するオ
ブジェクトの一般的な記述を示します。

entPhysicalDescr オブジェクトおよび記述例

インデックス
entPhysicalDescr1
番号

entPhysicalVendorType entPhysicalName

entPhysicalClass

1

uBR7246VXR chassis,
Hw Serial#:012345, Hw Revision:A

cevChassisUbr7246Vxr

chassis(3)

2

NPE 400 Card

cevCpu7200Npe400

module(9)

3

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

4

I/O Dual Fast Ethernet Controller

cevC7xxxIo2FE

module(9)

5

i82543 (Livengood)

cevPortFEIP

FastEthernet0/0

port(10)

6

i82543 (Livengood)

cevPortFEIP

FastEthernet0/1

port(10)

7

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

8

Dual Port Fast Ethernet（RJ45）

cevPa2feTxI82543

module(9)

9

i82543 (Livengood)

cevPortFEIP

FastEthernet1/0

port(10)

10

i82543 (Livengood)

cevPortFEIP

FastEthernet1/1

port(10)

11

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

12

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

13

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

14

MC28U_F_connector

cevModuleUbrType

module(9)

15

UBR7200 CLC

cevPortRfMac

Cable4/0

port(10)
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表 A-1

entPhysicalDescr オブジェクトおよび記述例（続き）

インデックス
entPhysicalDescr1
番号

entPhysicalVendorType entPhysicalName

entPhysicalClass

16

UBR7200 CLC

cevPortRfMac

Cable4/1

port(10)

17

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/0-upstream0

port(10)

18

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/0-upstream1

port(10)

19

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/0-upstream2

port(10)

20

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/0-upstream3

port(10)

21

BCM3034 PHY

cevPortRfDs

Cable4/0-downstream

port(10)

22

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/1-upstream0

port(10)

23

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/1-upstream1

port(10)

24

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/1-upstream2

port(10)

25

BCM3138 PHY

cevPortRfUs

Cable4/1-upstream3

port(10)

26

BCM3034 PHY

cevPortRfDs

Cable4/1-downstream

port(10)

27

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

28

Chassis Slot

cevContainerSlot

container(5)

29

MC16E

cevUbrMc16e

module(9)

30

BCM3210 ASIC

cevPortRfMac

Cable6/0

port(10)

31

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream0

port(10)

32

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream1

port(10)

33

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream2

port(10)

34

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream3

port(10)

35

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream4

port(10)

36

BCM3137 PHY

cevPortRfUs

Cable6/0-upstream5

port(10)

37

BCM3033 PHY

cevPortRfDs

Cable6/0-downstream

port(10)

1. インターフェイスは通常、インターフェイスのコネクタに使用されているチップセットで識別します。ケーブル インターフェイスではさ
らに、物理レイヤに接続するチップセットによってアップストリームを識別します。

ステップ 3

ルータの包含ツリーを作成するには、
entPhysicalDescr オブジェクトごとに EntPhysicalContainedIn オ
ブジェクトを収集します。EntPhysicalContainedIn の値は、対応する entPhysicalDescr デバイスの親
（または「コンテナ」）のインデックス番号です。
次に、この例で使用しているオブジェクトの entPhysicalContainedIn 値を示します。
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entPhysicalContainedIn.1 = 0
entPhysicalContainedIn.2 = 1
entPhysicalContainedIn.3 = 1
entPhysicalContainedIn.4 = 3
entPhysicalContainedIn.5 = 4
entPhysicalContainedIn.6 = 4
entPhysicalContainedIn.7 = 1
entPhysicalContainedIn.8 = 7
entPhysicalContainedIn.9 = 8
entPhysicalContainedIn.10 = 8
entPhysicalContainedIn.11 = 1
entPhysicalContainedIn.12 = 1
entPhysicalContainedIn.13 = 1
entPhysicalContainedIn.14 = 13
entPhysicalContainedIn.15 = 14
entPhysicalContainedIn.16 = 14
entPhysicalContainedIn.17 = 15
entPhysicalContainedIn.18 = 15
entPhysicalContainedIn.19 = 15

entPhysicalContainedIn.20
entPhysicalContainedIn.21
entPhysicalContainedIn.22
entPhysicalContainedIn.23
entPhysicalContainedIn.24
entPhysicalContainedIn.25
entPhysicalContainedIn.26
entPhysicalContainedIn.27
entPhysicalContainedIn.28
entPhysicalContainedIn.29
entPhysicalContainedIn.30
entPhysicalContainedIn.31
entPhysicalContainedIn.32
entPhysicalContainedIn.33
entPhysicalContainedIn.34
entPhysicalContainedIn.35
entPhysicalContainedIn.36
entPhysicalContainedIn.37

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

15
15
16
16
16
16
16
1
1
28
29
30
30
30
30
30
30
30

表 A-2 に、この例で使用している entPhysicalDescr オブジェクトの親コンテナを示します。
表 A-2

EntPhysicalContainedIn および entPhysicalDescr の関係

#

entPhysicalDescr

1

uBR7246VXR chassis,
Hw Serial#:65100, Hw Revision:A

0、最上位レベル、親コンテナなし

2

NPE 400 Card

1、Chassis

3

Chassis Slot

1、Chassis

4

I/O Dual Fast Ethernet Controller

3、Chassis Slot

5

i82543 (Livengood)

4、I/O Dual Fast Ethernet

6

i82543 (Livengood)

4、I/O Dual Fast Ethernet

7

Chassis Slot

1、Chassis

8

Dual Port Fast Ethernet（RJ45）

7、Chassis Slot

9

i82543 (Livengood)

8、Dual Port Fast Ethernet

10

i82543 (Livengood)

8、Dual Port Fast Ethernet

11

Chassis Slot

1、Chassis

12

Chassis Slot

1、Chassis

13

Chassis Slot

1、Chassis

14

MC28U_F_connector

13、Chassis Slot

15

UBR7200 CLC

14、MC28U_F connector

16

UBR7200 CLC

14、MC28U_F connector

17

BCM3138 PHY

15、UBR7200 CLC

18

BCM3138 PHY

15、UBR7200 CLC

19

BCM3138 PHY

15、UBR7200 CLC

20

BCM3138 PHY

15、UBR7200 CLC

21

BCM3034 PHY

15、UBR7200 CLC

22

BCM3138 PHY

16、UBR7200 CLC

23

BCM3138 PHY

16、UBR7200 CLC

24

BCM3138 PHY

16、UBR7200 CLC

格納先

entPhysicalContainedInValue
および親コンテナ
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表 A-2

EntPhysicalContainedIn および entPhysicalDescr の関係（続き）

#

entPhysicalDescr

25

BCM3138 PHY

16、UBR7200 CLC

26

BCM3034 PHY

16、UBR7200 CLC

27

Chassis Slot

1、Chassis

28

Chassis Slot

1、Chassis

29

MC16E

28、Chassis Slot

30

BCM3210 ASIC

29、MC16E

31

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

32

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

33

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

34

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

35

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

36

BCM3137 PHY

30、BCM3210 ASIC

37

BCM3033 PHY

30、BCM3210 ASIC

entPhysicalContainedInValue
および親コンテナ

格納先

ステップ 4 （任意）複数のラインカード スロット（シャーシ スロット）が含まれるルータのように、親オブ
ジェクトにオブジェクト タイプが同じ子が複数含まれている場合は、entPhysicalParentRelPos オブ
ジェクトを使用して、子オブジェクトを正しい順序に並べます。entPhysicalParentRelPos オブジェク
トには、子オブジェクトの順番を示す整数が含まれます。この整数は通常、0 から始まるので、物
理オブジェクトの実際の番号と一致します（スロット 0 には 0 の entPhysicalParentRelPos 値、スロッ
ト 1 には 1 の entPhysicalParentRelPos 値、以下同様）
。

（注） entPhysicalParentRelPos に –1 が含まれている場合、そのオブジェクトは他のオブジェク
トの間に識別可能な関係はありません。

表 A-3 に、対応する entPhysicalParentRelPos 値を使用することによって、シャーシ スロットを参照
す る entPhysicalDescr オブ ジェ ク トを 物理 順序 に合 わせ て 並べ る方 法を 示し ます。たと えば、
entPhysicalDescr.13 の entPhysicalParentRelPos 値である 4 は、このスロットがルータ シャーシのス
ロット 4/0 であることを意味します。
表 A-3

entPhysicalParentRelPos を使用して entPhysicalDescr オブジェクトを順序付ける方法

#

entPhysicalDescr

1

uBR7246VXR chassis 0 = TopLevel

-1

適用外

2

NPE 400 Card

1 = Chassis

-1

なし

3

Chassis Slot

1 = Chassis

0

スロット 0/0

7

Chassis Slot

1 = Chassis

1

スロット 1/0

11

Chassis Slot

1 = Chassis

2

スロット 2/0

12

Chassis Slot

1 = Chassis

3

スロット 3/0

13

Chassis Slot

1 = Chassis

4

スロット 4/0

27

Chassis Slot

1 = Chassis

5

スロット 5/0

28

Chassis Slot

1 = Chassis

6

スロット 6/0

entPhysical
ContainedIn

entPhysicalParent
RelPos
物理スロット番号
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ステップ 5 （任意）IF-MIB で定義され、他の MIB で使用される ifIndex に物理インターフェイスをマッピング
し、論理インターフェイスを固有のものとして識別するには、entAliasMappingIdentifier オブジェク
トを使用します。ケーブル インターフェイス ラインカード上で仮想インターフェイスも設定され
ている場合、このテーブルにアップストリームの物理コネクタとその論理インターフェイス間の
マッピングが示されます。
次 に、こ の 例 で 使 用 し て い る ル ー タ の entAliasMappingIdentifier 値 を 示 し ま す。こ の 例 で は、
entPhysicalDescr.5（表 A-1 では FastEthernet0/0 インターフェイスとして識別）が 1 という ifIndex 値
に対応しています。
entAliasMappingIdentifier.5.0 = ifIndex.1
entAliasMappingIdentifier.6.0 = ifIndex.2
entAliasMappingIdentifier.9.0 = ifIndex.3
entAliasMappingIdentifier.10.0 = ifIndex.4
entAliasMappingIdentifier.15.0 = ifIndex.5
entAliasMappingIdentifier.16.0 = ifIndex.6
entAliasMappingIdentifier.17.0 = ifIndex.8
entAliasMappingIdentifier.18.0 = ifIndex.9
entAliasMappingIdentifier.19.0 = ifIndex.10
entAliasMappingIdentifier.20.0 = ifIndex.11
entAliasMappingIdentifier.21.0 = ifIndex.12
entAliasMappingIdentifier.22.0 = ifIndex.13
entAliasMappingIdentifier.23.0 = ifIndex.14
entAliasMappingIdentifier.24.0 = ifIndex.15
entAliasMappingIdentifier.25.0 = ifIndex.16
entAliasMappingIdentifier.26.0 = ifIndex.17
entAliasMappingIdentifier.30.0 = ifIndex.7
entAliasMappingIdentifier.31.0 = ifIndex.18
entAliasMappingIdentifier.32.0 = ifIndex.19
entAliasMappingIdentifier.33.0 = ifIndex.20
entAliasMappingIdentifier.34.0 = ifIndex.21
entAliasMappingIdentifier.35.0 = ifIndex.22
entAliasMappingIdentifier.36.0 = ifIndex.23
entAliasMappingIdentifier.37.0 = ifIndex.24
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SNMP トラップの生成
ここでは、ルータ上で特定のイベントまたは条件が発生すると SNMP トラップが生成されるよう
に、Cisco CMTS ルータを設定する方法について説明します。SNMP コマンドを使用して SNMP ト
ラップを生成するようにルータを設定するには、次の手順で、トラップを受信するターゲット ホス
トを 1 つまたは複数定義する必要があります。

ヒント

ステップ 1

ステップ 2

CLI を使用して、ルータ上でのトラップ生成をイネーブルにして設定することもできます。CLI の
使用方法については、
「通知のイネーブル化」（p.4-3）を参照してください。

SNMP-TARGET-MIB で定義された snmpTargetAddrTable に、トラップを受信するホストごとに 1 つ
エントリを作成します。各エントリには次のオブジェクトを含めます。
•

snmpTargetAddrName — このホストを識別するための固有の文字列（最大 32 文字）

•

snmpTargetAddrTDomain — このホストにトラップを配信するときに使用する TCP/IP トランス
ポート サービス。通常は snmpUDPDomain

•

snmpTargetAddrTAddress — ホストのトランスポート アドレス。通常、ホストの 4 バイト IP ア
ドレスにトラップの送信先となる 2 バイトの UDP ポート番号を加えて形成された、6 オクテッ
ト値

•

snmpTargetAddrTimeout — Cisco CMTS ルータがホストからの応答（あれば）を待機する最大時
間（100 分の 1 秒単位）
。デフォルトは 1500（15 秒）です。

•

snmpTargetAddrRetryCount — タイムアウトまでに応答を受信しなかった場合、
Cisco CMTS ルー
タがトラップを再送信するデフォルトの回数。デフォルトの再試行値は 3 です。

•

snmpTargetAddrTagList — 所定のターゲット ホストに対応するタグ（後ろに定義）のリスト。ホ
ストのタグ値が snmpNotifyTag 値と一致しなかった場合、ホストは対応する snmpNotifyType に
よって定義されたタイプの通知を受信します。

•

snmpTargetAddrParams — トラップの生成に使用するパラメータを定義した、
snmpTargetParamsTable のエントリを表す任意の文字列（最大 32 文字）

•

snmpTargetAddrStorageType — この行エントリに使用するストレージのタイプ。volatile(2)、
nonVolatile(3)、permanent(4)、または readOnly(5) です。デフォルトは nonVolatile(4) です。

•

snmpTargetAddrRowStatus — この行エントリを作成するには、createAndGo(4) または
createAndWait(5) に設定する必要があります。このオブジェクトは、行の他のすべてのエント
リを設定したあとで設定しなければなりません。

SNMP-TARGET-MIB で定義された snmpTargetParamsTable にエントリを作成し、SNMP 通知の生成
時にルータに使用させる SNMP パラメータを定義します。各エントリには次のオブジェクトを含め
ます。
•

snmpTargetParamsName — このエントリを定義する固有の文字列（最大 32 文字）
。
snmpTargetAddrParams でもこの文字列を使用して、所定のホストにトラップを送信するときに
使用するパラメータを定義します。

•

snmpTargetParamsMPModel — このトラップを送信するときに使用する SNMP のバージョン。
0=SNMPv1、1=SNMPv2c、および 3=SNMPv3 です。

•

snmpTargetParamsSecurityModel — このトラップを送信するときに使用する SNMP セキュリ
ティのバージョン。0=SNMPv1、1=SNMPv2c、および 3=SNMPv3 です。

•

snmpTargetParamsSecurityName — トラップ送信時に Cisco CMTS ルータを識別するための文字
列（最大 32 文字）
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ステップ 3

•

snmpTargetParamsSecurityLevel — トラップを送信するときに使用するセキュリティのタイプ。
noAuthNoPriv(1)、authNoPriv(2)、および authPriv(3) です。

•

snmpTargetParamsStorageType — この行エントリに使用するストレージのタイプ。volatile(2)、
nonVolatile(3)、permanent(4)、または readOnly(5) です。デフォルトは nonVolatile(4) です。

•

snmpTargetParamsRowStatus — この行エントリを作成するには、createAndGo(4) または
createAndWait(5) に設定する必要があります。このオブジェクトは、行の他のすべてのエント
リを設定したあとで設定しなければなりません。

SNMP-NOTIFICATION-MIB で定義された snmpNotifyTable にエントリを作成します。このテーブル
の各行には、次のオブジェクトを含め、トラップを受信する一連のホスト ターゲットを定義します。
•

snmpNotifyName — この行エントリを識別するための固有の文字列（最大 32 文字）

•

snmpNotifyTag — トラップを受信する一連のホストを識別する任意の文字列（最大 255 文字）。
このタグ値と snmpTargetAddrTagList オブジェクトを照合することによって、どのホストがどの
トラップを受信するかが決定されます。

•

snmpNotifyType — 設定するトラップのタイプを定義します。trap(1) または inform(2) です。デ
フォルトは trap(1) です。

•

snmpNotiryStorageType — この行エントリに使用するストレージのタイプ。volatile(2)、
nonVolatile(3)、permanent(4)、または readOnly(5) です。デフォルトは nonVolatile(4) です。

•

snmpNotifyRowStatus — この行エントリを作成するには、createAndGo(4) または
createAndWait(5) に設定する必要があります。このオブジェクトは、行の他のすべてのエント
リを設定したあとで設定しなければなりません。

ステップ 4

SNMP-NOTIFICATION-MIB で定義された snmpNotifyFilterProfileTable および snmpNotifyFilterTable
に、任意で行を作成します。これらのテーブルでは、ルータが特定のホストに送信する通知のタイ
プを制限する目的で、通知フィルタを作成します。

ステップ 5

任意で、トラップおよび通知の送信をイネーブルにします。通常、他の MIB には、機能固有のト
ラップをイネーブルまたはディセーブルにする、独自のオブジェクト NOTIFICATION-TYPE が組
み込まれています。このような通知オブジェクトでも、発生したイベント固有の情報を格納し、各
トラップとともに送信される変数バインドを定義します。
たとえば、CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB に組み込まれている ccsHoppingNotification オブジェク
トは、周波数ホップが発生したとき、またはチャネル幅や変調プロファイルが変更されたときに送
信されるトラップをイネーブルまたはディセーブルにします。このトラップは該当する場合に、
ホップ時点でのアップストリームの状態、新旧の中心周波数、新旧のチャネル幅、および新旧の変
調プロファイルを提供します。

CLI コマンドを使用してさまざまな通知およびトラップをイネーブルにすることもできます。
表A-4
に、一般的なトラップの一部を CLI でイネーブルにする方法、各トラップが生成される状況ととも
に示します。
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表 A-4

一般的な通知およびトラップ

トラップのタイプ

イネーブルにする
コンフィギュレーション コマンド

設定の変更

snmp-server enable traps entity

説明
ENTITY トラップがイネーブルになっている場合、ルー
タは ENTITY-MIB の次のテーブルのいずれかで情報が変
更されたときに、entConfigChange トラップを生成しま
す。
•

entPhysicalTable

•

entAliasMappingTable

•

entPhysicalContainsTable

（注）

環境変化

snmp-server enable traps envmon

FRU ス テ ー タ ス の snmp-server enable traps fru-ctrl
変更

アラームのアサート snmp-server enable traps alarms
またはクリア

SNMP マネージャでも定期的に
entLastChangeTime オブジェクトへのポーリング
を実行し、スロットリングまたは伝送損失が原因
でトラップが失われていないかどうかを調べま
す。

ENVMON トラップがイネーブルの場合、ルータは
（CISCO-ENVMON-MIB で定義されている）次のトラップ
を生成し、環境に関する潜在的な問題を伝えます。
•

ciscoEnvMonShutdownNotification — ルータがシャッ
トダウンする直前に送信されます。

•

ciscoEnvMonTemperatureNotification — 温度が正常範
囲を超えたときに送信されます。

•

ciscoEnvMonFanNotification — ファンが故障したとき
に送信されます。

•

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification — 冗長 PEM
（パワー エントリ モジュール）が故障したときに送
信されます。

Field-Replaceable Unit（FRU）トラップがイネーブルの場
合、ルータは（CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB で定
義されている）次のトラップを生成して、FRU の変更を
ホストに通知します。
•

cefcModuleStatusChange — 変更された FRU の動作ス
テータス（cefcModuleOperStatus）。

•

cefcFRUInserted — FRU がシャーシに挿入されまし
た。

•

cefcFRURemoved — FRU がシャーシから取り外され
ました。

ALARM トラップがイネーブルの場合、ENTITY-MIB の
entPhysicalTable で定義されている物理エンティティに対
して、アラームがアサートまたはクリアされるたびに、
ルータはトラップを生成します。
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表 A-4

一般的な通知およびトラップ（続き）

トラップのタイプ

イネーブルにする
コンフィギュレーション コマンド

Syslog メッセージの snmp-server enable traps syslog
生成

説明
デフォルトでは、Cisco CMTS ルータはアラームがアサー
トまたはクリアされるたびに Syslog メッセージを記録し
ます。さらに、Syslog メッセージが記録されたときに別
個のトラップを生成する場合には、
clogNotificationsEnabled object を true(1) に設定します。
CISCO-SYSLOG-MIB に格納し、それについての通知を生
成する Syslog メッセージの最大の重大度に
CISCO-SYSLOG-MIB の clogMaxSeverity オブジェクトを
設定します。デフォルトは 5（警告）です。この場合、重
大度 1 〜 5 の Syslog メッセージが MIB によって処理され
ます。
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Syslog メッセージの監視
CISCO-SYSLOG-MIB では、
正常な稼働中に Cisco CMTS ルータによって生成される Syslog メッセー
ジの格納先となる、一連のオブジェクトを定義します。この MIB の定期的ポーリングによって、生
成された Syslog メッセージのリストを取得できます。

メッセージ テーブル オブジェクト
Syslog メ ッセー ジはイネ ーブル の場合、clogHistoryTable のエン トリと して保 管されま す。各
clogHistoryEntry には、保管されるメッセージごとに、次のオブジェクトが含まれます。
•

clogHistIndex — テーブルに保管された個々の Syslog メッセージを固有のものとして識別する
ためのインデックス番号。このインデックスは、最大値に到達するまで連続して増加する 32
ビット値です。最大値に達すると、0 に戻ります。

•

clogHistFacility — Syslog メッセージのファシリティ識別子（最大 20 文字）

•

clogHistSeverity — SyslogSeverity のテキスト規則によって定義された、Syslog メッセージの重
大度。範囲は 1（緊急）〜 8（デバッグ）です。

（注） SyslogSeverity オブジェクトおよび clogHistSeverity オブジェクトでは、重大度の値とし
て、実際の Syslog メッセージで使用されるより 1 だけ大きい値を使用します。たとえ
ば、エラーの Syslog メッセージの重大度は 3 ですが、SyslogSeverity ではエラー メッ
セージに 4 を使用します。

•

clogHistMsgName — この Syslog メッセージのニーモニック（最大 30 文字）。30 文字を超える
ニーモニックは、29 文字に切り詰められ、メッセージの末尾にアスタリスク（*）を加えて、
切り詰められたことを表します。

•

clogHistMsgText — コンソールおよび Syslog ログに表示される、実際の Syslog メッセージ テキ
スト（最大 255 文字）
。255 文字を超えるメッセージは、254 文字に切り詰められ、メッセージ
の末尾にアスタリスク（*）を加えて、切り詰められたことを表します。

•

clogHistTimestamp — Syslog メッセージが生成されたときの sysUpTime に関するタイムスタン
プ

制御オブジェクト
CISCO-SYSLOG-MIB の次のオブジェクトは、clogHistoryTable に保管するメッセージの数およびタ
イプを制御します。
•

clogMaxSeverity — この MIB が処理する Syslog メッセージの最大重大度。デフォルトは 5（警
告）です。この場合、重大度 1 〜 5 の Syslog メッセージが MIB によって処理されます。

•

clogMsgIgnores — clogMaxSeverity で指定された重大度より大きいことが原因で無視された
Syslog メッセージの数

•

clogMsgDrops — リソース不足が原因で廃棄され、clogHistoryTable に保管されなかった Syslog
メッセージの数

•

clogHistTableMaxLength — clogHistoryTable に保存できる Syslog メッセージの最大数。テーブル
が満杯になると、新しい Syslog メッセージが生成された時点で、スペースを作るためにテーブ
ルで最も古いメッセージが削除されます。有効な範囲は 0 〜 500、デフォルトは 1 です。

•

clogHistMsgsFlushed — 新しいエントリ用のスペースを確保するために、clogHistoryTable から削
除されたエントリの数。このオブジェクトが増え続ける場合は、テーブル サイズを増やすか
（clogHistTableMaxLength）、またはテーブル ポーリングの頻度を高める必要があります。
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Syslog 通知
Syslog メッセージの生成時に SNMP 通知が生成されるように、Cisco CMTS ルータを設定できます。
この通知では、Syslog メッセージを識別する次のオブジェクトが含まれた、clogMessageGenerated
オブジェクトが送信されます。
•

clogHistFacility

•

clogHistSeverity

•

clogHistMsgName

•

clogHistMsgText

•

clogHistTimestamp

CLI コマンドを使用して Syslog 通知をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを入力します。
snmp-server enable traps syslog

SNMP コマンドを使用して Syslog 通知をイネーブルにする場合は、clogNotificationsEnabled オブ
ジ ェ ク ト を true(1) に 設 定 し ま す。さ ら に clogNotificationsSent オ ブ ジ ェ ク ト に、送 信 さ れ た
clogMessageGenerated 通知の数が含まれます。

例
次 に、多 くの UNIX シス テム で 標準 とな って いる SNMP ユー ティ リテ ィ を使 用し た場 合の、
CISCO-SYSLOG-MIB の一般的な出力例を示します。このルータではデフォルトの設定を使用して
いるので、clogHistoryTable に保管される Syslog メッセージは 1 つだけです。テーブルには現在、イ
ンデックスが 25 のエントリがあります。それまでの 24 のメッセージはテーブルからすでにフラッ
シュされていることを clogHistMsgsFlushed が示しています。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public ciscoSyslogMIB
clogNotificationsSent.0 = 0
clogNotificationsEnabled.0 = false(2)
clogMaxSeverity.0 = warning(5)
clogMsgIgnores.0 = 199
clogMsgDrops.0 = 0
clogHistTableMaxLength.0 = 1
clogHistMsgsFlushed.0 = 24
clogHistFacility.25 = UBR7200
clogHistSeverity.25 = error(4)
clogHistMsgName.25 = AUTH_REJECT_PERMANENT_AUTHORI*
clogHistMsgText.25 = <132>CMTS[DOCSIS]:<66030108> Auth Reject - Permanent
Authorization Failure . CM Mac Addr <000C.AB01.CD89>
clogHistTimestamp.25 = 4452551
csh%
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CM 情報の表示
ここでは、1 つまたはすべての Cable Modem（CM）の情報を取得する方法について説明します。
•

現在の CM ステータスの表示（p.A-19）

•

バーストおよびステーション メンテナンス インターバルに関する情報の表示（p.A-20）

•

削除されたサービス フローのログおよび表示（p.A-21）

現在の CM ステータスの表示
1 つまたは複数の CM について、現在のステータスを表示するには、DOCS-IF-MIB で定義された
docsIfCmtsCmStatusTable の docsIfCmtsCmStatusValue オブジェクトを表示します。このオブジェク
トには、各 CM について、次のステートが含まれています。
•

other(1) — オフラインなど、下記以外のあらゆるステート

•

ranging(2) — CM は Cisco CMTS に初期レンジング要求を送信しましたが、レンジング プロセ
スはまだ完了していません。

•

rangingAborted(3) — Cisco CMTS は CM にレンジング中止メッセージを送信しました。レンジ
ング プロセスのやり直しが必要です。

•

rangingComplete(4) — Cisco CMTS は CM にレンジング完了メッセージを送信しました。登録プ
ロセスに進むことができます。

•

ipComplete(5) — CM が DHCP ブロードキャストを送信し、Cisco CMTS が CM に、割り当てら
れた IP アドレスとともに DHCP 応答を転送しました。

•

registrationComplete(6) — Cisco CMTS は CM に登録応答メッセージを送信しました、これは CM
が登録プロセスを完了し、オンラインになって、接続 CPE 装置からのトラフィックを転送でき
ることを伝えるメッセージです。

•

accessDenied(7) — Cisco CMTS は CM に登録中止メッセージを送信しました。これはプロビジョ
ニング システムが CM および接続 CPE 装置をオンラインにさせなかったことを伝えるメッ
セージです。

1 つ以上の CM について、現在のステータスを表示する手順は次のとおりです。

ステップ 1

docsIfCmtsCmStatusTable の docsIfCmtsCmStatusMacAddress オブジェクトに対するポーリングに
よって、既知の CM の MAC アドレスを取得します。
csh% getmany -v2c 10.10.17.91 public docsIfCmtsCmStatusMacAddress
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671745
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671746
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671747
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671748
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671749
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671750
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671751

=
=
=
=
=
=
=

00
00
00
00
00
00
00

0a
0b
0c
0d
0e
0f
00

ff
fe
fd
fc
fb
fa
f0

01
01
21
89
89
89
89

44
18
bb
5f
6b
5c
5d

5e
5e
54
a9
fd
6d
35

csh%
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ステップ 2

docsIfCmtsCmStatusValue オブジェクトに対するポーリングによって、各 CM の現在のステータスを
取得します。
csh% getmany -v2c 10.10.17.91 public docsIfCmtsCmStatusValue
docsIfCmtsCmStatusValue.671745
docsIfCmtsCmStatusValue.671746
docsIfCmtsCmStatusValue.671747
docsIfCmtsCmStatusValue.671748
docsIfCmtsCmStatusValue.671749
docsIfCmtsCmStatusValue.671750
docsIfCmtsCmStatusValue.671751

=
=
=
=
=
=
=

registrationComplete(6)
registrationComplete(6)
registrationComplete(6)
registrationComplete(6)
accessDenied(7)
registrationComplete(6)
registrationComplete(6)

csh%

ステップ 3

docsIfCmtsCmStatusValue オブジェクトおよび docsIfCmtsCmStatusMacAddress オブジェクトのイン
デックス値を使用して、特定の CM に関する現在のステータスを調べます。たとえば、この例で表
示される出力は、MAC アドレスが 00.0E.FB.89.6B.FD で、インデックスが 671749 の CM に現在、
accessDenied(7) のステータスが設定されていることを示しています。
docsIfCmtsCmStatusMacAddress.671749 = 00 0e fb 89 6b fd
...
docsIfCmtsCmStatusValue.671749 = accessDenied(7)

バーストおよびステーション メンテナンス インターバルに関する情報の表示
アップストリームで使用するバースト インターバルおよびステーション メンテナンス インターバ
ルの情報を表示するには、CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxUpInfoElemStatsIEType オブジェクトに対
してポーリングを実行します。このオブジェクトは、アップストリームの ifDescr 値をインデック
スとした 6 つのエントリからなるシーケンスです。
•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.1 — 帯域要求で使用される要求バースト（reqIE）で
現在使用しているミニスロットの数を表示します。

•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.2 — 帯域要求またはショート データ パケット要求
で使用される要求 / データ バースト（reqOrDataIE）で、現在使用しているミニスロットの数を
表示します。

•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.3 — オンラインにする新しい CM 用に確保した、初
期メンテナンス バースト（initMtnIE）で、現在使用しているミニスロットの数を表示します。

•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.4 — キープアライブおよびネットワーク メンテナン
ス メッセージで使用されるステーション メンテナンス バースト（stnMtnIE）で、現在使用し
ているミニスロットの数を表示します。

•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.5 — ショート データ認可で使用されるショート
データ認可バースト（shortGrantIE）で、現在使用しているミニスロットの数を表示します。

•

cdxUpInfoElemStatsIEType.upstream-ifDescr.6 — 大型データ要求で使用されるロング データ認可
バースト（longGrantIE）で、現在使用しているミニスロットの数を表示します。

この情報を取得する手順は、次のとおりです。
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ステップ 1

所定のアップストリームの ifIndex を取得します。それには ifDescr に対して GET 要求を行います。
次に、Cisco uBR7246VXR ルータの出力例を示します。このルータにはファスト イーサネット ポー
ト アダプタおよび Cisco uBR-MC16C ケーブル インターフェイス カードが 1 つずつ搭載されていま
す。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ifDescr
ifDescr.1 = FastEthernet0/0
ifDescr.2 = FastEthernet0/1
ifDescr.3 = FastEthernet1/0
ifDescr.4 = FastEthernet1/1
ifDescr.5 = Cable4/0
ifDescr.8 = Cable4/0-upstream0
ifDescr.9 = Cable4/0-upstream1
ifDescr.10 = Cable4/0-upstream2
ifDescr.11 = Cable4/0-upstream3
ifDescr.12 = Cable4/0-upstream4
ifDescr.13 = Cable4/0-upstream5
csh%

ステップ 2

所定のアップストリームの ifIndex を 6 つの cdxUpInfoElemStatsIEType オブジェクトそれぞれに対
するインデックスとして使用します。次の例では、Cisco uBR-MC16C カード上のアップストリーム
0 に対応する ifDescr を使用しています。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public cdxUpInfoElemStatsIEType.8
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.reqIE = 76826109
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.reqOrDataIE = 0
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.initMtnIE = 494562
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.stnMtnIE = 47447
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.shortGrantIE = 242
cdxUpInfoElemStatsIEType.8.longGrantIE = 29116
csh%

（注）

Cisco CMTS は要求 / データ バーストをサポートしますが、使用することはないので、reqOrDataIE
タイプの出力は常に 0 です。

削除されたサービス フローのログおよび表示
DOCSIS 2.0 の仕様により、CMTS は削除された DOCSIS 1.1 または DOCSIS 2.0 のサービス フロー
に関するログ テーブルを維持しなければなりません。このテーブルのエントリは、期限切れになる
か、またはテーブルが満杯になるまでそのまま残ります。テーブルが満杯になった場合は、新しい
エントリのためのスペースを確保するために、一番古いエントリが削除されます。
次の手順で、削除されたサービス フローのログをイネーブルに設定し、ログ テーブル
（DOCS-QOS-MIB の docsQosServiceFlowLogTable）のエントリを表示します。
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ステップ 1

Cisco CMTS ルータのコンソールでは、グローバル コンフィギュレーション プロンプトに cable sflog
コマンドを入力することによって、削除されたサービス フローのログをイネーブルにします。この
コマンドの構文は、次のとおりです。
cable sflog max-entry number entry-duration time

次のパラメータを指定する必要があります。
•

max-entry number — サービス フロー ログの最大エントリ数を指定します。ログが満杯になる
と、新しいエントリのためのスペースを確保するために、一番古いエントリが削除されます。
有効な範囲は 0 〜 59999 で、デフォルトは 0（サービス フロー ログをディセーブル）です。

（注）

•

max-entry の値は、Cisco uBR7100 シリーズおよび Cisco uBR7200 シリーズ ルータの
シャーシ全体に適用されます。Cisco uBR10012 ルータでは個々のケーブル ラインカー
ドに適用されます。

entry-duration time — サービス フロー ログにエントリを残しておく時間を秒数で指定します。
CMTS はこの値より古いエントリをログから削除します。有効な範囲は 1 〜 86400 秒です。デ
フォルトは 3600 秒（1 時間）です。

次に、20,000 エントリ分のスペースがあるテーブルを使用して削除されたサービス フローのログを
イネーブルに設定し、さらにテーブル内で 2 時間経過したエントリを自動的に削除する例を示しま
す。
Router(config)# cable sflog max-entry 20000 entry-duration 7200

ステップ 2

ネットワーク管理ステーションは一定間隔で docsQosServiceFlowLogTable のポーリングを実行し、
削除されたサービス フローの情報を収集する必要があります。テーブル エントリには固有の 32
ビット インデックスが与えられ、最大値に到達すると 0 に戻ります。
次に、2 つの削除されたサービス フローに対して 2 つのエントリのある、
docsQosServiceFlowLogTable の例を示します。
csh% getmany -v2c 10.17.16.1 public docsQosServiceFlowLogTable
docsQosServiceFlowLogIfIndex.180001 = 10
docsQosServiceFlowLogIfIndex.180002 = 10
docsQosServiceFlowLogSFID.180001 = 3
docsQosServiceFlowLogSFID.180002 = 4
docsQosServiceFlowLogCmMac.180001 = 00 00 39 42 b2 56
docsQosServiceFlowLogCmMac.180002 = 00 00 39 42 b2 56
docsQosServiceFlowLogPkts.180001 = 0
docsQosServiceFlowLogPkts.180002 = 0
docsQosServiceFlowLogOctets.180001 = 0
docsQosServiceFlowLogOctets.180002 = 0
docsQosServiceFlowLogTimeDeleted.180001 = 58800
docsQosServiceFlowLogTimeDeleted.180002 = 58800
docsQosServiceFlowLogTimeCreated.180001 = 9400
docsQosServiceFlowLogTimeCreated.180002 = 9400
docsQosServiceFlowLogTimeActive.180001 = 474
docsQosServiceFlowLogTimeActive.180002 = 474
docsQosServiceFlowLogDirection.180001 = upstream(2)
docsQosServiceFlowLogDirection.180002 = downstream(1)
docsQosServiceFlowLogPrimary.180001 = true(1)
docsQosServiceFlowLogPrimary.180002 = true(1)
docsQosServiceFlowLogServiceClassName.180001 =
docsQosServiceFlowLogServiceClassName.180002 =
docsQosServiceFlowLogPolicedDropPkts.180001 = 0
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docsQosServiceFlowLogPolicedDropPkts.180002 = 0
docsQosServiceFlowLogPolicedDelayPkts.180001 = 8
docsQosServiceFlowLogPolicedDelayPkts.180002 = 0
docsQosServiceFlowLogControl.180001 = active(1)
docsQosServiceFlowLogControl.180002 = active(1)
csh%
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スペクトル管理の監視
Cisco IOS Release 12.2(8)BC2 以降のリリースを使用している場合、SNMP を使用して
CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB にアクセスし、Cisco uBR-MC16S など、ハードウェアベースのス
ペクトル アナライザが組み込まれているケーブル インターフェイス カード上のスペクトル管理動
作をモニタできます。MIB を使用すると、次の作業を実行できます。
•

スペクトル管理のイネーブル化（p.A-24）

•

スペクトル要求の結果表示（p.A-27）

•

個々の CM における CNR 測定結果の監視（p.A-28）

•

周波数ホップ情報の表示（p.A-30）

スペクトル管理のイネーブル化
Cisco uBR-MC16C、Cisco uBR-MC16U/X、Cisco uBR-MC28U/X、または Cisco uBR-MC5X20S/U ケー
ブル インターフェイス カード上でアップストリームのスペクトル管理をイネーブルにするには、
ccsSpectrumRequestTable にアップストリーム用のエントリを作成します。表 A-5 に、
ccsSpectrumRequestTable テーブルの各エントリに対して設定できるオブジェクトを示します。
表 A-5

ccsSpectrumRequestTable の属性

属性

タイプ

説明

ccsSpectrumRequestIndex

Integer32

各テーブル エントリを固有のものとして
識別するための任意のインデックス

ccsSpectrumRequestIfIndex

InterfaceIndexOrZero

ハードウェア スペクトル管理をサポート
するケーブル インターフェイス ライン
カード上のアップストリームを識別する
ための IfIndex

ccsSpectrumRequestMacAddr

MacAddress

特定の CM の Signal-to-Noize Ratio（SNR;
信号対雑音比）または Carrier-to-Noise Ratio
（CNR; 搬送波対雑音比）を要求する場合は
MAC アドレス、またはスペクトル全体の
背景雑音を要求する場合は 0000.0000.0000

ccsSpectrumRequestUpperFreq

CCSFrequency

監視する周波数範囲の上の周波数（KHz）
（5000 〜 42000 KHz、デフォルトは 42000
KHz）

ccsSpectrumRequestLowFreq

CCSFrequency

監視する周波数範囲の下の周波数（KHz）
（5000 〜 42000 KHz、デ フ ォ ル ト は 5000
KHz）

ccsSpectrumRequestResolution

Integer32

周波数範囲のサンプリング方法を決定す
る、要求された分解能（12 〜 37000 KHz、
デフォルトは 60 KHz）

ccsSpectrumRequestStartTime

TimeStamp

スペクトル測定開始時刻

ccsSpectrumRequestStoppedTime TimeStamp

スペクトル測定終了時刻

ccsSpectrumRequestOperation

CCSRequestOperation 新しいスペクトル管理要求の開始または
現在の要求の中止

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

A-24

OL-15724-01-J

付録 A

Cisco CMTS MIB の使用

スペクトル管理の監視

表 A-5

ccsSpectrumRequestTable の属性（続き）

属性

タイプ

説明

ccsSpectrumRequestOperState

CCSRequestOperState 現在のスペクトル管理要求の動作状態を
提供

ccsSpectrumRequestStatus

RowStatus

テーブル エントリの変更、作成、および
削除を制御

アップストリームのスペクトル管理をイネーブルにする手順は、次のとおりです。

ステップ 1

所定のアップストリームの ifIndex を取得します。それには ifDescr に対して GET 要求を行います。
次に、Cisco uBR7246VXR ルータの出力例を示します。このルータにはファスト イーサネット ポー
ト アダプタが 1 つ、スロット 6 に Cisco uBR-MC16S ケーブル インターフェイス カードが 1 つ搭載
されています。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ifDescr
ifDescr.1 = FastEthernet0/0
ifDescr.2 = FastEthernet0/1
ifDescr.3 = FastEthernet1/0
ifDescr.4 = FastEthernet1/1
ifDescr.5 = Cable6/0
ifDescr.6 = Cable6/0-upstream0
ifDescr.7 = Cable6/0-upstream1
ifDescr.8 = Cable6/0-upstream2
ifDescr.9 = Cable6/0-upstream3
ifDescr.10 = Cable6/0-upstream4
ifDescr.11 = Cable6/0-upstream5
csh%

ステップ 2

所定のアップストリームに対応する行を ccsSpectrumRequestTable に作成します。最小限、待機条件
の行を作成し、その行をアクティブにする前にアップストリームの ifIndex を設定する必要があり
ます。
次に、アップストリーム 2（ifIndex 8）用の行を作成する例を示します。この行には、任意の行イ
ンデックスとして 8 が選択されています。必ず、未使用の行インデックスを選択してください。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestStatus.8 -i 5
ccsSpectrumRequestStatus.8 = wait(5)
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestIfIndex.8 -i 8
ccsSpectrumRequestIfIndex.8 = 8
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestStatus.8 -i 1
ccsSpectrumRequestStatus.8 = active(1)
csh%

（注）

ハードウェア スペクトル管理をサポートするケーブル インターフェイス ラインカード上
の、アップストリームを指定しない IfIndex を使用しようとすると、無効値エラーによって
SET 要求が失敗します。
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ステップ 3

新しい行エントリの現在の設定を表示し、デフォルト パラメータが妥当かどうかを確認します。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSpectrumRequestTable
ccsSpectrumRequestIfIndex.8 = 8
ccsSpectrumRequestMacAddr.8 = 00 00 00 00 00 00
ccsSpectrumRequestLowFreq.8 = 5000
ccsSpectrumRequestUpperFreq.8 = 42000
ccsSpectrumRequestResolution.8 = 60
ccsSpectrumRequestOperation.8 = none(0)
ccsSpectrumRequestOperState.8 = idle(0)
ccsSpectrumRequestStartTime.8 = 0
ccsSpectrumRequestStoppedTime.8 = 0
ccsSpectrumRequestStatus.8 = active(1)
csh%

ステップ 4

ccsSpectrumRequestMacAddr はデフォルトで、すべてゼロに設定されます。この場合、アップスト
リーム全体に背景雑音が要求されます。特定の CM で CNR をモニタする場合は、
ccsSpectrumRequestMacAddr をその CM の MAC アドレスに設定します。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestMacAddr.8 -o '00 01 64 ff eb
95'
ccsSpectrumRequestMacAddr.3 = 00 01 64 ff eb 95
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSpectrumRequestTable
ccsSpectrumRequestIfIndex.8 = 8
ccsSpectrumRequestMacAddr.8 = 00 01 64 ff eb 95
ccsSpectrumRequestLowFreq.8 = 5000
ccsSpectrumRequestUpperFreq.8 = 42000
ccsSpectrumRequestResolution.8 = 60
ccsSpectrumRequestOperation.8 = none(0)
ccsSpectrumRequestOperState.8 = idle(0)
ccsSpectrumRequestStartTime.8 = 0
ccsSpectrumRequestStoppedTime.8 = 0
ccsSpectrumRequestStatus.8 = active(1)
csh%

ステップ 5

他のパラメータをデフォルト値から変更しなければならない場合は、適切な値に設定します。次に、
周波数範囲をデフォルトの範囲（5 〜 42 MHz）から 20 〜 28 MHz に変更する例を示します。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestLowFreq.8 -i 20000
ccsSpectrumRequestLowFreq.8 = 20000
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestUpperFreq.8 -i 28000
ccsSpectrumRequestUpperFreq.8 = 28000
csh%

ステップ 6

すべてのパラメータが正しい場合は、ccsSpectrum RequestOperation オブジェクトを start(1) に設定
し、アップストリームのスペクトル モニタを開始します。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSpectrumRequestOperation.8 -i 1
ccsSpectrumRequestOperation.8 = start(1)
csh%
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スペクトル要求の結果表示
スペクトル要求の結果を表示するには、ccsSpectrumDataTable の対応する行のオブジェクトを表示
します（show controllers cable upstream spectrum コマンドの出力と同じ情報が表示されます）。表
A-6 に、このテーブルに格納されているオブジェクトを示します。
表 A-6

ccsSpectrumDataTable の属性

属性

タイプ

説明

ccsSpectrumDataFreq

CCSMeasuredFrequency

この電力測定が行われた周波数（KHz）

ccsSpectrumDataPower

INTEGER

所定の周波数で測定された受信電力（–50 〜
50 dBmV）

スペクトル要求の結果を表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 「スペクトル管理のイネーブル化」（p.A-24）で説明したように、ccsSpectrumRequestTable に行を追
加することによって、スペクトル要求を作成してアクティブにします。
ステップ 2

ccsSpectrumDataTable 内のエントリを表示します。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSpectrumDataTable
ccsSpectrumDataFreq.8.20001
ccsSpectrumDataFreq.8.20121
ccsSpectrumDataFreq.8.20241
ccsSpectrumDataFreq.8.20361

=
=
=
=

20001
20121
20241
20361

=
=
=
=

27561
27681
27801
27921

...
ccsSpectrumDataFreq.8.27561
ccsSpectrumDataFreq.8.27681
ccsSpectrumDataFreq.8.27801
ccsSpectrumDataFreq.8.27921
ccsSpectrumDataPower.8.20001
ccsSpectrumDataPower.8.20121
ccsSpectrumDataPower.8.20241
ccsSpectrumDataPower.8.20361

=
=
=
=

-43
-50
-47
-46

=
=
=
=

-47
-44
-46
-42

...
ccsSpectrumDataPower.8.27561
ccsSpectrumDataPower.8.27681
ccsSpectrumDataPower.8.27801
ccsSpectrumDataPower.8.27921
csh%

（注）

ccsSpectrumDataTable のエントリは、ccsSpectrumRequestTable 内のスペクトル要求エントリに対応
する行番号および電力測定が行われた周波数（KHz）がインデックスになります。

ステップ 3

ccsSpectrumDataFreq の値を使用して、電力測定が行われた周波数を調べます。次にこの周波数の値
を ccsSpectrumRequestTable の行エントリとともに使用して、所定の周波数に固有の電力測定値を調
べます。
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たとえば、次の行は、ccsSpectrumRequestTable の行 3 で指定されたアップストリームの電力測定結
果が 27.801 MHz で –46 dBmV であることを示しています。
ccsSpectrumDataPower.8.27801 = -46

個々の CM における CNR 測定結果の監視
個々の CM における CNR を調べるには、ccsSNRRequestTable にエントリを作成してアクティブに
します。表 A-7 に、このテーブルの各エントリに設定できるオブジェクトを示します。
表 A-7

ccsSNRRequestTable の属性

属性

タイプ

説明

ccsSNRRequestIndex

Integer32

各テーブル エントリを固有のものとして識
別するための任意のインデックス

ccsSNRRequestMacAddr

MacAddress

レポート対象となるオンラインのリモート
CM の MAC アドレス

ccsSNRRequestSNR

Integer32

測定された SNR 値（dB）。動作ステートが
[running] の場合、この値は 0 です。

ccsSNRRequestOperation

CCSRequestOperation

ccsSNRRequestOperState

CCSRequestOperState

現在の動作ステートを報告：idle、pending、
running、noError、aborted、notOnLine、
invalidMac、timeOut、fftBusy、fftFailed、others

ccsSNRRequestStartTime

TimeStamp

SNR 測定動作を開始した時刻

ccsSNRRequestStoppedTime

TimeStamp

SNR 測定動作を停止した時刻

ccsSNRRequestStatus

RowStatus

テーブル エントリの変更、作成、および削
除を制御

現在の動作を設定：start（開始）、pending
（保留）
、running（実行中）、または abort（中
止）

特定の CM における CNR 情報を調べる手順は、次のとおりです。

ステップ 1

所定の CM に対応する行を ccsSNRRequestTable に作成します。最小限、待機条件の行を作成し、そ
の行をアクティブにする前に CM の MAC アドレスを設定する必要があります。次に例を示します。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSNRRequestStatus.200 -i 5
ccsSNRRequestStatus.200 = createAndWait(5)
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSNRRequestMacAddr.200 -o '00 03 e3 50 9b 3d'
ccsSNRRequestMacAddr.200 = 00 03 e3 50 9b 3d
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSNRRequestStatus.200 -i 1
ccsSNRRequestStatus.200 = active(1)
csh%
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ステップ 2

新しい行エントリの現在の設定を表示し、デフォルト パラメータが妥当かどうかを確認します。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSNRRequestTable
ccsSNRRequestMacAddr.200 = 00 03 e3 50 9b 3d
ccsSNRRequestSNR.200 = 0
ccsSNRRequestOperation.200 = none(0)
ccsSNRRequestOperState.200 = idle(0)
ccsSNRRequestStartTime.200 = 0
ccsSNRRequestStoppedTime.200 = 0
ccsSNRRequestStatus.200 = active(1)
csh%

ステップ 3

すべてのパラメータが正しい場合は、
ccsSpectrum ccsSNRRequestOperation オブジェクトを start(1) に
設定し、CM の監視を開始します。
csh% setany -v2c 10.10.10.13 private ccsSNRRequestOperation.200 -i 1
ccsSNRRequestOperation.200 = start(1)
csh%

ステップ 4

ccsSNRRequestOperState が noError を示すまで、ccsSNRRequestTable のポーリングを繰り返します。
noError の時点で、ccsSNRRequestSNR は CM の現在の CNR 値を示します。

（注） ccsSNRRequestSNR オブジェクトは、
ccsSNRRequestOperState のステートが running(2) で
あるかぎり 0 を示します。

csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSNRRequestTable
ccsSNRRequestMacAddr.200 = 00 03 e3 50 9b 3d
ccsSNRRequestSNR.200 = 0
ccsSNRRequestOperation.200 = start(1)
ccsSNRRequestOperState.200 = running(2)
ccsSNRRequestStartTime.200 = 0
ccsSNRRequestStoppedTime.200 = 0
ccsSNRRequestStatus.200 = active(1)
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsSNRRequestTable
ccsSNRRequestMacAddr.200 = 00 03 e3 50 9b 3d
ccsSNRRequestSNR.200 = 25
ccsSNRRequestOperation.200 = start(1)
ccsSNRRequestOperState.200 = noError(3)
ccsSNRRequestStartTime.200 = 298853
ccsSNRRequestStoppedTime.200 = 298974
ccsSNRRequestStatus.200 = active(1)
csh%
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周波数ホップ情報の表示
アップストリームの最新周波数ホップ情報を調べるには、ccsUpSpecMgmtTable のオブジェクトを
表示します。表 A-8 に、このテーブルの属性を示します。
表 A-8

ccsUpSpecMgmtEntry の属性

属性

タイプ

説明

ccsUpSpecMgmtHopPriority

INTEGER

アップストリームの雑音が多すぎる場
合の修正方法を決定する、周波数、変調
プロファイル、およびチャネル幅のプラ
イオリティを指定（デフォルトでは周波
数、変調プロファイル、チャネル幅の順）

ccsUpSpecMgmtSnrThres1

Integer32

変調プロファイル 1 の上限 SNR しきい
値を指定（5 〜 35 dB、デフォルトは 25）

ccsUpSpecMgmtSnrThres2

Integer32

変調プロファイル 2 の上限 SNR しきい
値を指定（5 〜 35 dB、デフォルトは 15、
ccsUpSpecMgmtSnrThres1 で指定した値
より小さくすることが必要）

ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres1

Integer32

変 調 プ ロ フ ァ イ ル 1 の Forward Error
Correction（FED; 前方エラー訂正）訂正
可能エラーのしきい値を指定
（1 〜 20%）

ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres2

Integer32

廃止、使用不可

ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres1

Integer32

変調プロファイル 1 の FEC 訂正不能エ
ラーのしきい値を指定（1 〜 20%）

ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres2

Integer32

廃止、使用不可

ccsUpSpecMgmtSnrPollPeriod

Integer32

廃止、使用不可

1

ccsUpSpecMgmtHopCondition

INTEGER

周波数ホップを引き起こす条件を報告
（SNR 値またはオフラインになったモデ
ムの割合）

ccsUpSpecMgmtFromCenterFreq1

CCSFrequency

直前の周波数ホップ前の中心周波数
（KHz）

ccsUpSpecMgmtToCenterFreq1

CCSFrequency

直前の周波数ホップ後の現在の中心周
波数（KHz）

ccsUpSpecMgmtFromBandWidth1

CCSFrequency

直前の周波数ホップ前のチャネル幅
（KHz）

ccsUpSpecMgmtToBandWidth1

CCSFrequency

直前の周波数ホップ後の現在のチャネ
ル幅（KHz）

ccsUpSpecMgmtFromModProfile1

Integer32

直前の周波数ホップ前の変調プロファ
イル番号

ccsUpSpecMgmtToModProfile1

Integer32

直前の周波数ホップ後の現在の変調プ
ロファイル番号

ccsUpSpecMgmtSNR

Integer32

アップストリームの現在の SNR 値（dB）

1. アップストリームで周波数ホップが発生したときに送信される通知メッセージで、これらのオブジェクトも送信
されます。

1 つまたは複数のアップストリームについて周波数ホップ データを収集する手順は、次のとおりで
す。
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ステップ 1

所定のアップストリームの ifIndex を取得します。それには ifDescr に対して GET 要求を行います。
次に、Cisco uBR7246VXR ルータのスロット 5/0 に搭載されたケーブル インターフェイス カードの
最初の 4 つのアップストリームに関する出力例を示します。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ifDescr
...
ifDescr.24
ifDescr.25
ifDescr.26
ifDescr.27

=
=
=
=

Cable5/0-upstream0
Cable5/0-upstream1
Cable5/0-upstream2
Cable5/0-upstream3

...
csh%

ステップ 2

ccsUpSpecMgmtTable を表示します。所定のアップストリーム（複数可）の ifDescr 値を使用して、
アップストリームの値を調べます。次に、上の 4 つのアップストリームに関連する出力例を示しま
す。
csh% getmany -v2c 10.10.10.13 public ccsUpSpecMgmtTable
...
ccsUpSpecMgmtHopPriority.24 = frqModChannel(0)
ccsUpSpecMgmtHopPriority.25 = frqModChannel(0)
ccsUpSpecMgmtHopPriority.26 = frqModChannel(0)
ccsUpSpecMgmtHopPriority.27 = frqModChannel(0)
...
ccsUpSpecMgmtSnrThres1.24 = 25
ccsUpSpecMgmtSnrThres1.25 = 25
ccsUpSpecMgmtSnrThres1.26 = 25
ccsUpSpecMgmtSnrThres1.27 = 25
...
ccsUpSpecMgmtSnrThres2.24 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrThres2.25 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrThres2.26 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrThres2.27 = 15
...
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres1.24 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres1.25 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres1.26 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres1.27 = 1
...
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres2.24 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres2.25 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres2.26 = 1
ccsUpSpecMgmtFecCorrectThres2.27 = 1
...
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres1.24 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres1.25 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres1.26 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres1.27 = 1
...
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres2.24 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres2.25 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres2.26 = 1
ccsUpSpecMgmtFecUnCorrectThres2.27 = 1
...
ccsUpSpecMgmtSnrPollPeriod.24 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrPollPeriod.25 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrPollPeriod.26 = 15
ccsUpSpecMgmtSnrPollPeriod.27 = 15
...
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ccsUpSpecMgmtHopCondition.24 = snr(0)
ccsUpSpecMgmtHopCondition.25 = snr(0)
ccsUpSpecMgmtHopCondition.26 = snr(0)
ccsUpSpecMgmtHopCondition.27 = snr(0)
...
ccsUpSpecMgmtFromCenterFreq.24 = 10000
ccsUpSpecMgmtFromCenterFreq.25 = 15008
ccsUpSpecMgmtFromCenterFreq.26 = 20000
ccsUpSpecMgmtFromCenterFreq.27 = 25008
...
ccsUpSpecMgmtToCenterFreq.24 = 10000
ccsUpSpecMgmtToCenterFreq.25 = 15008
ccsUpSpecMgmtToCenterFreq.26 = 20000
ccsUpSpecMgmtToCenterFreq.27 = 25008
...
ccsUpSpecMgmtFromBandWidth.24 = 1600
ccsUpSpecMgmtFromBandWidth.25 = 3200
ccsUpSpecMgmtFromBandWidth.26 = 3200
ccsUpSpecMgmtFromBandWidth.27 = 3200
...
ccsUpSpecMgmtToBandWidth.24 = 1600
ccsUpSpecMgmtToBandWidth.25 = 3200
ccsUpSpecMgmtToBandWidth.26 = 3200
ccsUpSpecMgmtToBandWidth.27 = 3200
...
ccsUpSpecMgmtFromModProfile.24 = 1
ccsUpSpecMgmtFromModProfile.25 = 1
ccsUpSpecMgmtFromModProfile.26 = 1
ccsUpSpecMgmtFromModProfile.27 = 1
...
ccsUpSpecMgmtToModProfile.24 = 2
ccsUpSpecMgmtToModProfile.25 = 2
ccsUpSpecMgmtToModProfile.26 = 2
ccsUpSpecMgmtToModProfile.27 = 2
...
ccsUpSpecMgmtSNR.24 = 0
ccsUpSpecMgmtSNR.25 = 0
ccsUpSpecMgmtSNR.26 = 0
ccsUpSpecMgmtSNR.27 = 0
csh%
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フラップ リストの使用方法
Cisco CMTS ルータ上でフラップ リストの設定、消去、アクセスを行う手順は、次のとおりです。
•

SNMP によるフラップ リストの動作設定（p.A-33）

•

SNMP によるフラップ リストの表示（p.A-33）

•

特定の CM におけるフラップ リスト情報の表示（p.A-35）

•

SNMP によるフラップ リストおよびカウンタの消去（p.A-37）

SNMP によるフラップ リストの動作設定
SNMP を使用して Cisco CMTS 上でフラップ リスト トラブルシューティング機能を設定するには、
CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の適切な cssFlapObjects 属性を設定します。表 A-9 に、設定できる
属性を示します。
表 A-9

フラップ リストを設定するための属性

属性

タイプ

範囲

説明

ccsFlapListMaxSize

Integer32

1 〜 655361

フラップ リストがサポートできるモデムの最大数。
デフォルトは 100 です。

ccsFlapListCurrentSize

Integer32

1 〜 655361

フラップ リストに現在含まれているモデムの数

ccsFlapAging

Integer32

1 〜 86400

フラップ エントリのエージング しきい値（分）。デ
フォルトは 10080 分（180 時間すなわち 7 日）です。

ccsFlapInsertionTime

Integer32

60 〜 86400

最悪の場合のインサート時間（秒）
。CM がこの時間
内に登録ステージを完了しなかった場合、その CM
はフラップ リストに追加されます。デフォルト値は
90 秒です。

ccsFlapPowerAdjustThreshold

Integer32

1 〜 10

モデムの出力が出力調整しきい値を超えて調整され
ると、そのモデムはフラップ リストに追加されま
す。

ccsFlapMissThreshold

Unsigned32

1 〜 12

CM が連続してこの回数だけ MAC レイヤ ステー
ション メンテナンス（キープアライブ）メッセージ
を確認しなかった場合、その CM はフラップ リスト
に追加されます。

1. SNMP を使用する場合、これらのパラメータに指定できる範囲は 1 〜 65536（32 ビット値）ですが、有効な動作範囲は 1 〜 8191 です。

SNMP によるフラップ リストの表示
SNMP を使用してフラップ リストの内容を表示するには、CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の
cssFlapTable を調べます。このテーブルには、CM ごとにエントリが 1 つずつあります。表 A-10 で、
このテーブルの各属性について簡単に説明します。
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表 A-10

cssFlapTable の属性

属性

タイプ

説明

cssFlapMacAddr

MacAddress

CM のケーブル インターフェイスの MAC アドレス。フラッピング
CM に対応するフラップ リスト エントリを特定します。

ccsFlapUpstreamIfIndex

InterfaceIndex

フラッピング CM が使用しているアップストリーム

ccsFlapDownstreamIfIndex

InterfaceIndex

フラッピング CM が使用しているダウンストリーム

ccsFlapLastFlapTime

DateAndTime

CM のフラッピングが最後に発生した時刻を示すタイムスタンプ

ccsFlapCreateTime

DateAndTime

このエントリがテーブルに追加されたときのタイムスタンプ

ccsFlapRowStatus

RowStatus

このエントリのステータスに関連する属性を制御

ccsFlapInsertionFailNum

Unsigned32

CM がアクティブになってネットワークに参加した回数。このカウン
タ は、最 初 のリ ンク 確 立か ら 再確 立ま で の時 間が、cable flap-list
insertion-time コマンドまたは ccsFlapInsertionTime 属性を使用して設
定されたしきい値 パラメータを下回ったときに増分します。
CM がインサート時間（ccsFlapInsertionTime）内に登録を完了できな
かった場合は、初期メンテナンス パケットが再送信されます。CMTS
は予測より早くパケットを受信すると、このカウンタを増分します。

ccsFlapHitNum

Unsigned32

CM が MAC レイヤ ステーション メンテナンス（キープアライブ）
メッセージに応答した回数（最小ヒット レートは 30 秒に 1 回）

ccsFlapMissNum

Unsigned32

CM が MAC レイヤ ステーション メンテナンス（キープアライブ）
メッセージに応答しなかった回数。Cisco ケーブル インターフェイス
ラインカードの場合、8% のミス レートは正常です。CMTS が 25 ミ
リ秒以内にレンジング要求をミスすると、ミス回数が増えます。

ccsFlapCrcErrorNum

Unsigned32

CMTS アップストリーム レシーバがパケットに CRC エラーのフラグ
を設定した回数。この値が大きい場合、ケーブルのアップストリーム
で雑音レベルが高くなっている可能性があります。モデムがまだフ
ラッピングしていなくても、問題になる可能性があります。

ccsFlapPowerAdjustmentNum

Unsigned32

ステーション メンテナンス中に CM のアップストリーム送信出力が
調整された回数。調整が出力調整しきい値を超えると、この値が増え
ます。

ccsFlapTotalNum

Unsigned32

モデムのフラッピング回数（下記の合計）
•

ccsFlapInsertionFailNum が増加した回数

•

CMTS がミスに続いてヒットを受信した回数

•

ccsFlapPowerAdjustmentNum が増加した回数

ccsFlapResetNow

Boolean

このオブジェクトを True(1) に設定すると、すべてのフラップ リスト
カウンタがゼロにリセットされます。

ccsFlapLastResetTime

DateAndTime

このエントリに対応するすべてのカウンタがゼロにリセットされた
ときのタイムスタンプ
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次に、MAC アドレスが 00.07.0E.02.CA.91（0.7.14.2.202.145）および 00.07.0E.03.68.89
（0.7.14.3.104.137）という 2 つの CM に対応するエントリが含まれている、ccsFlapTable の出力例を
示します。
csh% getmany -v2c 10.10.11.12 public ccsFlapTable
ccsFlapUpstreamIfIndex.0.7.14.2.202.145 = 17
ccsFlapUpstreamIfIndex.0.7.14.3.104.137 = 17
ccsFlapDownstreamIfIndex.0.7.14.2.202.145 = 21
ccsFlapDownstreamIfIndex.0.7.14.3.104.137 = 21
ccsFlapInsertionFails.0.7.14.2.202.145 = 2
ccsFlapInsertionFails.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapHits.0.7.14.2.202.145 = 54098
ccsFlapHits.0.7.14.3.104.137 = 54196
ccsFlapMisses.0.7.14.2.202.145 = 65
ccsFlapMisses.0.7.14.3.104.137 = 51
ccsFlapCrcErrors.0.7.14.2.202.145 = 0
ccsFlapCrcErrors.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapPowerAdjustments.0.7.14.2.202.145 = 0
ccsFlapPowerAdjustments.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapTotal.0.7.14.2.202.145 = 5
ccsFlapTotal.0.7.14.3.104.137 = 4
ccsFlapLastFlapTime.0.7.14.2.202.145 = 14 03 04 1e
07 35 10 00
ccsFlapLastFlapTime.0.7.14.3.104.137 = 14 03 04 1e
07 34 12 00
ccsFlapCreateTime.0.7.14.2.202.145 = 14 03 04 1e
07 00 2b 00
ccsFlapCreateTime.0.7.14.3.104.137 = 14 03 04 1e
07 00 2c 00
ccsFlapRowStatus.0.7.14.2.202.145 = 1
ccsFlapRowStatus.0.7.14.3.104.137 = 1
ccsFlapInsertionFailNum.0.7.14.2.202.145 = 2
ccsFlapInsertionFailNum.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapHitNum.0.7.14.2.202.145 = 54098
ccsFlapHitNum.0.7.14.3.104.137 = 54196
ccsFlapMissNum.0.7.14.2.202.145 = 65
ccsFlapMissNum.0.7.14.3.104.137 = 51
ccsFlapCrcErrorNum.0.7.14.2.202.145 = 0
ccsFlapCrcErrorNum.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapPowerAdjustmentNum.0.7.14.2.202.145 = 0
ccsFlapPowerAdjustmentNum.0.7.14.3.104.137 = 0
ccsFlapTotalNum.0.7.14.2.202.145 = 5
ccsFlapTotalNum.0.7.14.3.104.137 = 4
ccsFlapResetNow.0.7.14.2.202.145 = 2
ccsFlapResetNow.0.7.14.3.104.137 = 2
ccsFlapLastResetTime.0.7.14.2.202.145 = 14 03 04 1e
06 39 0c 00
ccsFlapLastResetTime.0.7.14.3.104.137 = 14 03 04 1e
06 39 1e 00
csh%

ヒント

フラップ リストのコンフィギュレーション パラメータとフラップ リストの内容を両方とも収集す
るには、ccsFlapObjects に対する GET 要求を実行します。

特定の CM におけるフラップ リスト情報の表示
SNMP 要求を使用して特定の CM に関するフラップ リスト情報を表示するには、ccsFlapTable から
エントリを取り出すためのインデックスとして、CM の MAC アドレスを使用します。特定の CM
に対応するフラップ リスト エントリを取り出す手順は、次のとおりです。

詳細な手順
ステップ 1

CM の MAC アドレスをドット付き 10 進表記に変換します。
たとえば、
MAC アドレス 000C.64ff.eb95
の場合は 0.12.100.255.235.149 になります。
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ステップ 2

ccsFlapTable の情報を要求するためのインスタンスとして、ドット付き 10 進形式の MAC アドレス
を使用します。たとえば、この CM に対応する ccsFlapHits、ccsFlapMisses、および
ccsFlapPowerAdjustments の値を取り出すには、次のオブジェクトに対する SNMP 要求を行います。
•

ccsFlapHits.0.12.100.255.235.149

•

ccsFlapMisses.0.12.100.255.235.149

•

ccsFlapPowerAdjustments.0.12.100.255.235.149

例
MAC アドレス 000C.64ff.eb95 に対する show cable flap-list コマンドと同じフラップ リスト情報を取
り出すものとします。
Router# show cable flap-list
MAC Address
000C.64ff.eb95

Upstream
Cable3/0/U4

Ins
3314

Hit
Miss CRC
55605 50460 0

P-Adj Flap Time
*42175 47533 Jan 27 02:49:10

Router#

SNMP ツールを使用して、ccsFlapTable を取り出し、10 進形式の MAC アドレスでフィルタリング
します。次に、標準 UNIX の getone コマンドを使用する場合の入力例を示します。
csh% getmany -v2c 192.168.100.121 public ccsFlapTable | grep 0.12.100.255.235.149
ccsFlapUpstreamIfIndex.0.12.100.255.235.149 = 15
ccsFlapDownstreamIfIndex.0.12.100.255.235.149 = 17
ccsFlapInsertionFails.0.12.100.255.235.149 = 3315
ccsFlapHits.0.12.100.255.235.149 = 55608
ccsFlapMisses.0.12.100.255.235.149 = 50460
ccsFlapCrcErrors.0.12.100.255.235.149 = 0
ccsFlapPowerAdjustments.0.12.100.255.235.149 = 42175
ccsFlapTotal.0.12.100.255.235.149 = 47534
ccsFlapLastFlapTime.0.12.100.255.235.149 = 07 d4 01 1b
02 33 1a 00
ccsFlapCreateTime.0.12.100.255.235.149 = 07 d4 01 16
03 23 22 00
ccsFlapRowStatus.0.12.100.255.235.149 = active(1)
ccsFlapInsertionFailNum.0.12.100.255.235.149 = 3315
ccsFlapHitNum.0.12.100.255.235.149 = 55608
ccsFlapMissNum.0.12.100.255.235.149 = 50460
ccsFlapCrcErrorNum.0.12.100.255.235.149 = 0
ccsFlapPowerAdjustmentNum.0.12.100.255.235.149 = 42175
ccsFlapTotalNum.0.12.100.255.235.149 = 47534
ccsFlapResetNow.0.12.100.255.235.149 = false(2)
ccsFlapLastResetTime.0.12.100.255.235.149 = 07 d4 01 16
03 20 18 00
csh%

特定の値を 1 つだけ求める場合は、そのオブジェクトのインスタンスとして 10 進形式の MAC アド
レスを使用します。
csh% getone -v2c 172.22.85.7 public ccsFlapMisses.0.12.100.255.235.149
ccsFlapMisses.0.12.100.255.235.149 = 50736
csh %
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SNMP によるフラップ リストおよびカウンタの消去
フラップ リストから CM を削除する場合、1 つまたはすべてのフラップ リスト カウンタを消去す
る場合は、CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB の適切な cssFlapObjects 属性を設定します。表 A-11 に、
SNMP カウンタを消去する属性を示します。
表 A-11

（注）

フラップ リストを消去する属性

属性

タイプ

説明

ccsFlapResetAll

Boolean

このオブジェクトを True(1) に設定すると、すべて
のフラップ リスト カウンタがゼロにリセットさ
れます。

ccsFlapClearAll

Boolean

このオブジェクトを True(1) に設定すると、フラッ
プ リストからすべての CM が削除され、
ccsFlapTable 内のすべてのエントリが破棄されま
す。モデムのフラッピングが続いている場合は、
新しいエントリとしてフラップ リストにモデムが
再び追加されます。

ccsFlapLastClearTime 属性には、ccsFlapTable テーブルのエントリが最後に削除された日時が含まれ
ています。
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加入者トラフィック管理機能の使用方法
CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB の属 性 を 使 用す る と、Cisco CMTS ル ータ上 で 加 入者 ト ラ
フィック管理機能を設定し、設定された帯域限度に反した CM を表示できます。次の作業に必要な
手順について説明します。
•

QoS に関する強制ルールの設定および表示（p.A-38）

•

強制ルールに違反した加入者の表示（p.A-39）

•

強制ルールに違反した加入者への通知（p.A-40）

QoS に関する強制ルールの設定および表示
ccqmCmtsEnforceRuleTable テーブルの属性を使用して、Cisco CMTS ルータ上で実行する Quality of
Service（QoS; サービス品質）強制ルールを設定します。このテーブルに対するクエリーによって、
現在定義されている強制ルールを表示することもできます。
表 A-12 に、ccqmCmtsEnforceRuleTable テーブルの各行に含まれる属性を示します。強制ルールご
とに 1 つずつ行エントリ（CcqmCmtsEnforceRuleEntry）があり、固有のルール名
（ccqmCmtsEnfRuleName）がインデックスになります。
表 A-12

QoS 強制ルールに関する属性

属性

タイプ

説明

ccqmCmtsEnfRuleName

DisplayString

強制ルールの固有名（最大 15 文字）

ccqmCmtsEnfRuleRegQoS

Unsigned32

0 に設定されていない場合、この属性は docsIfQosProfileTable
テーブルのインデックスになり、このルールで登録プロファイ
ルとして使用する QoS プロファイルが特定されます。

ccqmCmtsEnfRuleEnfQos

Unsigned32

0 に設定されていない場合、この属性は docsIfQosProfileTable
テーブルのインデックスになり、加入者が各自の帯域限度に反
したときに有効になる、強制プロファイルとして使用する QoS
プロファイルが特定されます。

ccqmCmtsEnfRuleMonDuration

Unsigned32

帯域限度に反しているかどうかを調べるためにユーザを監視
する時間枠（分）。有効な範囲は 10 〜 10080 分（7 日）です。
デフォルトは 360 分（6 時間）です。

ccqmCmtsEnfRuleSampleRate

Unsigned32

帯 域 限 度 に 反 し て い な い か ど う か を 調 べ る た め に、Cisco
CMTS が加入者の帯域利用状況をチェックする頻度（分）。有
効な範囲は 10 〜 120 分（2 時間）です。デフォルトは 15 分です。

ccqmCmtsEnfRulePenaltyPeriod

Unsigned32

帯域限度に反したあとで、加入者をペナルティ期間にとどめて
おく時間（分）。加入者はこの期間が経過するまで、または
Cisco CMTS 上でペナルティ期間が手動で削除されるまで、強
制 QoS プロファイルが適用されます。有効な範囲は 1 〜 10080
分、デフォルトは 10080（7 日）です。

ccqmCmtsEnfRuleByteCount

Unsigned32

加入者が 1 回の監視枠の時間内に送信または受信（実行ルール
の方向による）できる最大キロバイト数。加入者がこのバイト
数を超えると、過剰消費のフラッグが設定され、ペナルティ期
間の適用を受けることになります。有効な範囲は任意の 32
ビット整数値です。デフォルトはありません。

ccqmCmtsEnfRuleDirection

CCQMRuleDirection

この強制ルールでバイト数を監視する方向（アップストリー
ム、ダウンストリーム、または双方向）を指定します。
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表 A-12

QoS 強制ルールに関する属性（続き）

属性

タイプ

説明

ccqmCmtsEnfRuleAutoEnforce

TruthValue

加入者が帯域限度に反したときに、強制 QoS プロファイルを
自動的に適用するかどうかを指定します。デフォルトは False
（強制 QoS プロファイルを自動的には適用しない）です。

ccqmCmtsEnfRuleRowStatus

RowStatus

この行のステータスを指定します。この強制ルール エントリ
がアクティブになるのは、RowStatus が active(1) に設定されて
いる場合だけです。ただし、行パラメータのいずれかを変更す
る場合は、最初に RowStatus を notInService(2) に設定すること
によって、このルールで現在行っているユーザの監視を終了す
る必要があります。さらに、監視を再開する前に、行を active(1)
に戻さなければなりません。

強制ルールに違反した加入者の表示
表 A-13 に、ccqmEnfRuleViolateTable テーブルの各エントリ（ccqmEnfRuleViolateEntry）に使用でき
る属性を示します。このテーブルは、設定された監視期間中に強制ルールに違反した加入者を示し
ます。
表 A-13

ccqmEnfRuleViolateTable の属性

属性

タイプ

説明

ccqmEnfRuleViolateID

Unsigned32

行エントリに割り当てられた固有の ID。DOCSIS 1.0 ユーザの
場合、加入者の Service Flow（SFID）と同じ値になります。

ccqmEnfRuleViolateMacAddr

MacAddress

QoS の帯域限度に反した加入者に対応するケーブル インター
フェイスの MAC（ハードウェア）アドレス

ccqmEnfRuleViolateRuleName

DisplayString

この加入者に対応付けられた強制ルールの名前。この値を
ccqmCmtsEnfRuleName 属性と比較することによって、加入者
に割り当てられた強制ルールを調べることができます。

ccqmEnfRuleViolateByteCount

Unsigned32

モニタ期間中に加入者が使用した総キロバイト数（このカウン
タは、強制ルールが中止され、再開されるたびにリセットされ
ます）

ccqmEnfRuleViolateLastDetectTime

DateAndTime

加入者が強制ルールに違反していることを Cisco CMTS が判別
したときのタイムスタンプ

ccqmEnfRuleViolatePenaltyExpTime

DateAndTime

この加入者のペナルティ期間が満了するときのタイムスタン
プ。Cisco CMTS ルータのオペレータがペナルティ期間を手動
で削除しないかぎり、加入者はこの日時になるまで、ペナル
ティ期間が課せられます。この日時になると、元の QoS プロ
ファイルが回復されます。加入者の強制ルールに強制 QoS プ
ロファイルが含まれていなかった場合、この属性は 0 です。
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強制ルールに違反した加入者への通知
ユーザが強制ルールに指定された帯域限度に反したときに、通知を送信するように Cisco CMTS を
設定するには、ccqmEnfRuleViolateNotifEnable オブジェクトを True に設定します。デフォルトは
False（通知を送信しない）です。表 A-14 に、各通知で送信される属性（ccqmEnfRuleViolateTable
テーブルで定義）を示します。
表 A-14

ccqmEnfRuleViolateNotification の属性

属性

タイプ

説明

ccqmEnfRuleViolateMacAddr

MacAddress

QoS の帯域限度に反した加入者に対応するケーブル インター
フェイスの MAC（ハードウェア）アドレス

ccqmEnfRuleViolateRuleName

DisplayString

この加入者に対応付けられた強制ルールの名前。この値を
ccqmCmtsEnfRuleName 属性と比較することによって、加入者
に割り当てられた強制ルールを調べることができます。

ccqmEnfRuleViolatePenaltyExpTime

DateAndTime

この加入者のペナルティ期間が満了するときのタイムスタン
プ。Cisco CMTS ルータのオペレータがペナルティ期間を手動
で削除しないかぎり、加入者はこの日時になるまで、ペナル
ティ期間が課せられます。この日時になると、元の QoS プロ
ファイルが回復されます。加入者の強制ルールに強制 QoS プ
ロファイルが含まれていなかった場合、この属性は 0 です。

ccqmEnfRuleViolateByteCount

Unsigned32

モニタ期間中に加入者が使用した総キロバイト数（このカウン
タは、強制ルールが中止され、再開されるたびにリセットされ
ます）
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使用状況ベースの課金
CISCO-CABLE-METERING-MIB により、間隔、必須メータリング情報の量、収集サーバの場所ま
たは IP アドレス、およびメータリング ファイル名などのメータリング レコード収集を制御するパ
ラメータを設定できます。さらに、メータリング収集の成功または失敗を示す一部の重要な通知を
NMS に提供します。
Cisco Cable Modem Termination System（CMTS）の使用状況ベースの課金機能は、加入者のアカウン
トおよび課金情報を Subscriber Account Management Interface Specification（SAMIS）形式で提供しま
す。SAMIS 形式は、Data-over-Cable Service Interface Specifications（DOCSIS; データオーバーケーブ
ル サービス インターフェイス仕様）Operations Support System Interface（OSSI）仕様で指定されます。
使用状況ベースの課金機能には、標準ベースでオープンな、DOCSIS ネットワークのトラフィック
課金情報の記録および検索へのアプリケーションによるアプローチが用意されています。イネーブ
ルになっている場合、この機能は、ケーブル ネットワークを使用しているケーブル モデムおよび
宅内装置（CPE）に関する次の課金情報を提供します。
•

ケーブル モデムの IP および MAC アドレス

•

使用されているサービス フロー
（アップストリームとダウンストリーム両方のサービス フロー
がトラッキングされます）

•

ケーブル モデムを使用している CPE デバイスの IP アドレス

•

収集期間にケーブル モデムが受信した（ダウンストリーム）またはケーブル モデムから送信
された（アップストリーム）オクテット数およびパケット数の合計

•

加入者の Service Level Agreement（SLA; サービス レベル アグリーメント）で許可される帯域幅
レベルを超えたため CMT が廃棄または遅延した、ケーブル モデムのダウンストリーム パケッ
ト数の合計

課金記録は、サービス プロバイダが簡単に既存の課金アプリケーションに統合できる、標準テキス
ト形式で保持されます。サービス プロバイダは、この情報を使用して、通常ベースで SLA 制限を
超過しようとするカスタマーだけでなく、サービスをアップグレードする可能性のあるユーザも判
別できます。

動作モード
使用状況ベースの課金機能は、次の 2 つのモードで動作します。
•

ファイル モード

•

ストリーミング モード

ファイル モード
ファイル モードでは、CMTS が課金記録情報を収集し、その課金記録をローカル ファイル システ
ムのファイルに書き込みます。その際、ルータのホスト名と、ファイルが書き込まれたときのタイ
ムスタンプを使用します。次に、リモート アプリケーションが CMTS にログインし、課金アプリ
ケーションがアクセスできる外部サーバに課金記録ファイルを転送します。
リモート アプリケーションは、Secure Copy Protocol（SCP）または Trivial File Transfer Protocol（TFTP）
を使用して、ファイルを転送できます。転送が成功すると、リモート アプリケーションは課金記録
ファイルを削除し、この削除によって新しいファイルが作成可能であることを示す信号が CMTS に
送られます。リモート アプリケーションは、定期的に CMTS にログインして課金記録ファイルを
転送することも、課金記録ファイルが使用可能であることをアプリケーションに通知するために
CMTS が SNMPv3 トラップを送信するまで待機することもできます。
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使用状況ベースの課金機能（ファイル モード）
使用状況ベースの課金機能に対して Cisco CMTS をファイル モードで設定するには、
CISCO-CABLE-METERING-MIB のオブジェクト数を設定する必要があります。表 A-15 に、これら
の個々のオブジェクト、およびこれらのオブジェクトが必須か、または任意であるかを示します。
表 A-15

ファイル モードに設定される CISCO-CABLE-METERING-MIB オブジェクト

MIB オブジェクト

タイプ

説明

整数

使用状況ベースの課金機能をイネーブルまたはディセーブルにし
ます。有効な値は次のとおりです。

ccmtrCollectionTable

ccmtrCollectionType

•

1 = なし。使用状況ベースの課金機能はディセーブルになって
います（デフォルト）。

•

2 = ローカル。使用状況ベースの課金機能はイネーブルで、
ファイル モード用に設定されています。

•

3 = ストリーム。使用状況ベースの課金機能はイネーブルで、
ストリーミング モード用に設定されています。

ccmCollectionType を 2（ローカル）に設定し、ファイル モードに
対して機能をイネーブルにします。
ccmtrCollectionFilesystem

DisplayString

課金記録ファイルを書き込むファイル システムを指定します。こ
のオブジェクトの最大長は 25 文字で、ルータ上（slot0、disk1、ま
たは flash）の有効なファイル システムを指定する必要がありま
す。

（注）

ccmtrCollectionCpeList

TruthValue

（任意）課金記録のサイズを減らし、パフォーマンスを向上させる
ために CPE デバイスの IP アドレスが省略されているかどうかを
示します。有効な値は、次のとおりです。
•

true = CPE 情報が表示されています（デフォルト）。

•

false = CPE 情報は省略されています。

（注）
ccmtrCollectionAggregate

TruthValue

Cisco CMTS は、ルータのホスト名の後にファイルが書き
込まれたときのタイムスタンプが続くファイル名を使用
して、このファイル システムに課金記録を書き込みます。

true に設定されているとき、ケーブル モデムごとに最大 5
つの CPE の IP アドレスが表示されます。

（任意）個々のケーブル モデムのすべての情報が結合されて、1 つ
の記録になっているかどうかを示します。アップストリーム トラ
フィックおよびダウンストリーム トラフィックに対して個別の
カウンタが維持されますが、これらのカウンタには、その方向の
サービス フローが含まれています。有効な値は、次のとおりです。
•

true = 各ケーブル モデムのすべてのサービス フローが、単一
の課金記録に集約されます。この設定では、課金記録のサー
ビス フロー ID（SFID）が 0 に設定され、サービス クラス名
（SCN）は空白になります。

•

false = 各ケーブル モデムの情報が 1 つの課金記録に集約され
ることはありませんが、代わりに各サービス フローが自身の
レコードに記録されます（デフォルト）。
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表 A-15

ファイル モードに設定される CISCO-CABLE-METERING-MIB オブジェクト（続き）

MIB オブジェクト

タイプ

説明
課金パケットの送信元インターフェイスを示します。
ccmtrCollectionType がローカル local(2) の場合、このインターフェ
イスの IP アドレスが、課金パケットの CMTS IP アドレスとして
使用されます。ccmtrCollectionType が remote(3) の場合、課金パ
ケットの CMTS IP アドレスと同様に、課金パケットの送信元 IP
アドレスも、このインターフェイスの IP アドレスに変更されま
す。

ccmtrCollectionSrcIfIndex

メータリングの送信元インターフェイスを指定するように、メー
タリング モードを設定する必要があります。

ストリーミング モード
ストリーミング モードでは、CMTS が課金記録情報を収集し、その後定期的に課金記録ファイルを
外部サーバのアプリケーションに転送します。このとき、非セキュア TCP 接続または SSL 接続の
いずれかが使用されます。外部サーバが成功した転送の確認応答を行うと、CMTS は課金記録ファ
イルを削除し、新しいファイルの作成を開始します。
CMTS が外部サーバとの接続の確立に失敗した場合、設定に従って 1 〜 3 回の間で接続を再試行し
ます。CMTS が引き続き外部サーバと接続できない場合、CMTS は SNMPv3 トラップを送信し、障
害が発生したことを SNMP マネージャに知らせることができます。
ストリーミング モードでは、CMTS が定期的な間隔で課金記録ファイルを転送するように設定しま
す。通常、ケーブル モデム数と CMTS が作成する課金記録ファイルのサイズに従って間隔を選択
します。
使 用状 況 ベー ス の課 金機 能 に対 し て Cisco CMTS を スト リー ミ ング モー ド で設 定 する には、
CISCO-CABLE-METERING-MIB のオブジェクト数を設定する必要があります。表 A-16 に、これら
の個々のオブジェクトと、必須であるか任意であるかを示します。
表 A-16

ストリーミング モードに設定される CISCO-CABLE-METERING-MIB オブジェクト

オブジェクト

タイプ

説明

整数

使用状況ベースの課金機能をイネーブルまたはディセーブルにし
ます。有効な値は次のとおりです。

ccmtrCollectionTable

ccmtrCollectionType

•

1 = なし。使用状況ベースの課金機能はディセーブルになって
います（デフォルト）。

•

2 = ローカル。使用状況ベースの課金機能はイネーブルで、
ファイル モード用に設定されています。

•

3 = ストリーム。使用状況ベースの課金機能はイネーブルで、
ストリーミング モード用に設定されています。

ccmCollectionType を 3（ストリーム）に設定し、ストリーミング
モードに対して機能をイネーブルにします。
ccmtrCollectionIpAddress

InetAddress

外部収集サーバの IP アドレス。この値は、設定の必要があります。

ccmtrCollectionPort

Unsigned32

課金記録の送信先である、外部収集サーバの TCP ポート番号。有
効な値の範囲は 0 〜 65535 ですが、ポートを周知の範囲 0 〜 1024
に指定しないでください。この値は、設定の必要があります。
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表 A-16

ストリーミング モードに設定される CISCO-CABLE-METERING-MIB オブジェクト（続き）

オブジェクト

（注）

タイプ

説明

ccmCollectionIpAddress と ccmCollectionPort を 2 回設定して、プライマリ収集サーバとセカンダリ収集サーバを
指定できます。

ccmtrCollectionIpAddrType

InetAddressType

（任意）収集サーバに使用されている IP アドレスのタイプ。有効
な値は ipv4 だけで、これがデフォルト値です。

ccmCollectionInterval

Unsigned32

（任意）課金記録が外部サーバにストリーミングされる頻度を分単
位で指定します。有効な範囲は 15 〜 1440 分（24 時間）です。デ
フォルトは 30 分です（最低の間隔は 30 分にすることをお勧めし
ます）。

ccmtrCollectionRetries

Unsigned32

（任意）セカンダリ サーバ（設定されている場合）を使用して障
害に関する SNMP トラップを送信する前に、CMTS が外部サーバ
とのセキュアな接続を確立するための再試行回数を指定します。n
の有効な範囲は 0 〜 5、デフォルトは 0 です。

（注）

SNMP コマンドでストリーミング モードに使用状況ベースの課金を設定するとき、ccmCollectionInterval パラ
メータと ccmCollectionRetries パラメータは任意ですが、これらのパラメータは、CLI コマンドで機能を設定す
るときには必須です。

ccmtrCollectionSecure

ccmtrCollectionCpeList

TruthValue

TruthValue

（任意）Cisco CMTS が、外部サーバの課金アプリケーションと接
続するとき、SSL 接続を使用するかどうかを指定します。有効な
値は次のとおりです。
•

true(1) = Cisco CMTS は SSL 接続を使用します。このオプショ
ンは、Baseline Privacy Interface（BPI）暗号化をサポートする
CMTS ソフトウェア イメージでのみ使用できます。

•

false(2) = Cisco CMTS は非暗号化 TCP 接続を使用します。こ
れがデフォルト値です。

（任意）課金記録のサイズを減らし、パフォーマンスを向上させる
ために CPE デバイスの IP アドレスが省略されているかどうかを
示します。有効な値は、次のとおりです。
•

true = CPE 情報が表示されています（デフォルト）。

•

false = CPE 情報は省略されています。

（注）
ccmtrCollectionAggregate

TruthValue

true に設定されているとき、ケーブル モデムごとに最大 5
つの CPE の IP アドレスが表示されます。

（任意）個々のケーブル モデムのすべての情報が結合されて、1 つ
の記録になっているかどうかを示します。アップストリーム トラ
フィックおよびダウンストリーム トラフィックに対して個別の
カウンタが維持されますが、これらのカウンタには、その方向の
サービス フローが含まれています。有効な値は、次のとおりです。
•

true = 各ケーブル モデムのすべてのサービス フローが、単一
の課金記録に集約されます。この設定では、課金記録のサー
ビス フロー ID（SFID）が 0 に設定され、サービス クラス名
（SCN）は空白になります。

•

false = 各ケーブル モデムの情報が 1 つの課金記録に集約され
ることはありませんが、代わりに各サービス フローが自身の
レコードに記録されます（デフォルト）。
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Cisco CMTS の従量制課金機能の使用方法の詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2217/products_feature_guide09186a00801ef1d7.html

Cisco Unique Device Identifier の識別
UDI 検索を使用するには、使用しているシスコ製品が UDI 対応になっている必要があります。UDI
対応のシスコ製品は、5 つの必須 Entity MIB オブジェクトをサポートします。5 つの Entity MIB v2
（RFC-2737）オブジェクトは、次のとおりです。
•

entPhysicalName

•

entPhysicalDescr

•

entPhysicalModelName

•

entPhysicalHardwareRev

•

entPhysicalSerialNum

show inventory コマンドが使用可能になっていることもありますが、このコマンドを UDI 対応でな
いデバイスで使用しても、出力は作成されません。
UDI 検索機能を使用する前に、次の概念を理解しておく必要があります。
UDI の概要 — 各識別可能製品は、Entity MIB（RFC-2737）およびサポート マニュアルで定義され
ているとおり、エンティティです。シャーシなど一部のエンティティには、スロットなどのサブエ
ンティティがあります。イーサネット スイッチが、スタックのようなスーパーエンティティのメン
バーになっていることがあります。注文可能なシスコのエンティティの多くは、UDI が割り当てら
れた状態で出荷されます。
UDI 情報は、物理ハードウェア デバイスに貼られたラベルに印刷されていると同時に、リモート検
索を簡単にするために、デバイス上に電子的に保存されています。
UDI は次の要素で構成されます。
•

製品 ID（PID）— PID は、製品を注文するときの名前です。従来より製品名または部品番号と
呼ばれています。これは、正確な交換部品を注文するために使用する ID です。

•

バージョン ID（VID）— VID は製品のバージョンです。製品が改定されるたびに、VID は 1 つ
ずつ増えていきます。VID は、製品の変更通知を管理する業界ガイドラインである Telcordia
GR-209-CORE から派生した、厳密なプロセスに従って増えていきます。

•

シリアル番号（SN）— SN は、製品のベンダー固有通し番号です。製造された各製品には、工
場で割り当てられた一意のシリアル番号が付けられていて、この番号を使用側が変更すること
はできません。この番号により、製品の個別で特定のインスタンスを識別できます。
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DOCS-DSG-IF-MIB 検証の要件
検証では、設定が必要な必須パラメータと一貫性ルールを説明し、データが設定された場合、デー
タもこれらのルールに従う必要があります。
ここでは、DOCS-DSG-IF-MIB に関連するエージェントの実装を説明します。従うべきルールは次
のとおりです。
•

DOCS-DSG-IF-MIB にある MIB テーブルのすべてのインデックスは、相互運用性を持つように、
インデックス範囲が SNMP および CLI の間で一貫させておくため、1 〜 65535 の範囲内になっ
ている必要があります。

RowStatus 列の有効な値は次のとおりです。
•

active — 行は完全で使用可能です。

•

notInService — 行は完全ですが、アクティブではありません。

•

notReady — 行は失われていて、アクティブに設定するときに列が必須です。

•

createAndGo — 行を作成し、単一 Set 要求でアクティブになっています。

•

createAndWait — 行を作成しますが、アクティブかされるまで notInService または notReady ス
テートに保持されます。

•

destroy — 行を削除します。

表 A-17 に、DOCS-DSG-IF-MIB にある各 MIB テーブルの機能を示します。
表 A-17

DOCS-DSG-IF-MIB テーブルの機能

MIB テーブル / オブジェクト

最大アクセス

機能

dsgIfClassifierTable

読み取り — 作成

値：

dsgIfTunnelTable

dsgIfTunnelGrpToChannelTable

読み取り — 作成

読み取り — 作成

•

CreateAndGo

•

CreateAndWait

•

変更可能

•

破棄

値：
•

CreateAndGo

•

CreateAndWait

•

変更可能

•

破棄

値：
•

CreateAndGo

•

CreateAndWait

•

変更可能

•

破棄

dsgIfDownstreamTable

読み取り — 書き込み

変更可能

dsgIfClientIdTable

読み取り — 作成

値：
•

CreateAndGo

•

破棄
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表 A-17

DOCS-DSG-IF-MIB テーブルの機能（続き）

MIB テーブル / オブジェクト

最大アクセス

機能

dsgIfVendorParamTable

読み取り — 作成

値：

dsgIfChannelListTable

dsgIfTimerTable

読み取り — 作成

読み取り — 作成

•

CreateAndGo

•

破棄

値：
•

CreateAndGo

•

破棄

値：
•

CreateAndGo

•

破棄
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MIB オブジェクトと CLI の
show コマンドの関係
この章では、CLI（コマンドライン インターフェイス）の show コマンドによって表示されるフィー
ルドに対応する、MIB（管理情報ベース）ファイルおよびその Object Identifier（OID; オブジェクト
ID）について説明します。さまざまなサブシステムが CLI コマンドおよび SNMP（簡易ネットワー
ク管理プロトコル）コマンドを処理するので、SNMP コマンドから返されるカウンタと CLI コマン
ドが出力するカウンタには多少の差異が生じるものとみなしてください。

（注）

ヒント

特に指定がないかぎり、SNMP カウンタ オブジェクトはすべて 32 ビット カウンタです。また、す
べての SNMP カウンタは CMTS ルータが最初に起動したときにゼロから始まり、折り返してゼロ
に戻るまで、または CMTS ルータが再起動されるまで増分を続けます。CLI ベース カウンタと
SNMP ベース カウンタの相違の詳細については、
「SNMP ベースのカウンタおよび CLI ベースのカ
ウンタ」（p.A-2）を参照してください。

show interface コマンドで表示される汎用インターフェイス カウンタについては、IF-MIB の ifTable
にある対応するカウンタを参照してください。

•

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB（p.B-2）

•

CISCO-DOCS-EXT-MIB（p.B-4）

•

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY（p.B-10）

•

DOCS-IF-MIB（p.B-11）

•

DOCS-QOS-MIB（p.B-16）

•

DOCS-SUBSCRIBER-MIB（p.B-25）
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CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB
CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB の ccqmCmtsEnforceRuleTable には、Cisco CMTS 上で現在設定
されている QoS（Quality of Service）強制ルールを示すオブジェクトが含まれています。表 B-1 に、
このテーブルでよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-1

QoS 強制ルール（ccqmCmtsEnforceRuleTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB（ciscoCableQosMonitor）
ccqmCmtsEnforceRuleName
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.1）
ccqmCmtsEnfRuleRegQoS
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.2）
ccqmCmtsEnfRuleEnfQos
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.3）

ccqmCmtsEnfRuleMonDuration
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.4）
ccqmCmtsEnfRuleSampleRate
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.5）

ccqmCmtsEnfRuleDirection
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.8）
ccqmCmtsEnfRuleAutoEnforce
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.1.1.1.9）

show cable qos enforce-rule：
Name

この強制ルールの名前

show cable qos enforce-rule：
Reg

加入者の登録時に使用する QoS プロファイルを
示 す、docsIfQosProfileTable の ポ イ ン タ（0 〜
16383）

show cable qos enforce-rule：
Enf

加入者が Service Level Agreement（SLA; サービス
レベル アグリーメント）で指定された帯域幅に
反したときに使用する QoS プロファイルを示
す、docsIfQosProfileTable のポインタ（0 〜 16383）

show cable qos enforce-rule：
Dur (min)

スライディング ウィンドウが加入者をモニタす
る時間（分）（10 〜 10080）

show cable qos enforce-rule：
rate (min)

CMTS が加入者の帯域使用状況を調べ、加入者が
割り当てられたリソース以上に使用していない
かどうかを確認するサンプル レート（分）
（10 〜
120）

show cable qos enforce-rule：
Dir

この強制ルールが適用される方向：アップスト
リーム、ダウンストリーム、または両方

show cable qos enforce-rule：
Auto enf

スライディング ウィンドウ モニタ期間中に最大
帯域限度を違反した加入者に、強制 QoS プロ
ファイルを自動的に適用するかどうかを指定
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CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB の ccqmEnfRuleViolateTable は、それぞれの強制ルールに違反
したすべての加入者をスナップショットとして提供します。表 B-2 に、このテーブルで最もよく使
用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-2

強制ルールの違反者（ccqmEnfRuleViolateID）

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

オブジェクトおよび OID

CISCO-CABLE-QOS-MONITOR-MIB（ciscoCableQosMonitor）
ccqmEnfRuleViolateID
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.2.2.1.1）
ccqmEnfRuleViolateMacAddr
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.2.2.1.2）
ccqmEnfRuleViolateRuleName
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.2.2.1.3）
ccqmEnfRuleViolateLastDetectTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.2.2.1.5）

ccqmEnfRuleViolatePenaltyExpTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.341.1.2.2.1.6）

show cable subscriber-usage：
Sfid

このサービス フローのインデックス

show cable subscriber-usage：
MAC Address

加入者の MAC アドレス

show cable subscriber-usage：
Enforce-rule Name

この加入者に使用している強制ルールの名前

show cable subscriber-usage：
Last-detect Time

加入者の強制ルール違反が検出されたときのタ
イムスタンプ。強制ルールによって強制 QoS プ
ロファイルが自動的に適用される場合、このタイ
ムスタンプは強制 QoS プロファイルが有効に
なった時刻も示します。

show cable subscriber-usage：
Last-penalty Time

この加入者に元の（登録）QoS プロファイルが戻
ることになっている時期を示すタイムスタンプ

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC
OL-15724-01-J

B-3

付録 B

MIB オブジェクトと CLI の show コマンドの関係

CISCO-DOCS-EXT-MIB

CISCO-DOCS-EXT-MIB
CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxQosCtrlUpTable には、スケジューラが各アップストリーム インター
フェイス上の Cable Modem（CM）登録を制御するために使用する、一連の QoS オブジェクトが含
まれています。表 B-3 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show
コマンドを示します。
表 B-3

QoS アップストリーム制御オブジェクト（cdxQosCtrlUpTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxQosCtrlUpAdmissionCtrl

適用外

このアップストリームでアドミッション制御を
イネーブルにして、最低保証アップストリーム帯
域スケジューリング サービス要求を制御するか
どうかを指定

適用外

アドミッション制御がイネーブルの場合、この
アップストリームで最低保証アップストリーム
スケジューリング サービス要求用に確保できる
総アップストリーム帯域幅の最大割合（10 〜
1000%）

適用外

アドミッション制御がイネーブルの場合に、確保
した帯域幅が不十分だったことが原因で、この
アップストリームで CMTS が拒否した CM 登録
要求（REG-REQ）の総数

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.1.1.1）

cdxQosCtrlUpMaxRsvdBWPercent
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.1.1.2）

cdxQosCtrlUpAdmissionRejects
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.1.1.3）

cdxQosCtrlUpReservedBW
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.1.1.4）
cdxQosCtrlUpMaxVirtualBW

show interface cable upstream： このストリームで現在予約されている、bps（ビッ
Total channel bandwidth reserved ト / 秒）で表した予約済み帯域幅の合計（0 〜
102400000）
適用外

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.1.1.5）

アドミッション制御がイネーブルの場合に、bps
（ビット / 秒）で表したこの容量の最大仮想帯域
幅（0 〜 102400000）

CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmtsServiceExtTable は、docsIfCmtsServiceTable の Service ID
（SID; サー
ビス ID）情報を拡張します。表 B-4 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関
連する show コマンドを示します。
表 B-4

SID 情報（cdxCmtsServiceExtTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド 説明

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxIfCmtsServiceOutOctets
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.3.1.1）
cdxIfCmtsServiceOutPackets
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.1.3.1.2）

show interface cable sid counter verbose：
Bytes received

この SID に送信されたデータ パケッ
トの総バイト数

show interface cable sid counter：
Packets received

この SID に送信されたデータ パケッ
トの総数
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CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxBWQueueTable は、ケーブル インターフェイス スケジューラにおけ
る QoS キューの属性を示します。表 B-5 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよ
び関連する show コマンドを示します。
表 B-5

QoS キュー（cdxBWQueueTable）

対応する show コマンドおよび
フィールド

オブジェクトおよび OID

説明

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxBWQueueNameCode
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.1）

cdxBWQueueOrder

show interface cable upstream および
show interface cable mac-scheduler：
Queue...

このキューのネーム コード（タイプ）
：
cirQ(1)、tbeQ(2)、p0BEGrantQ(3)、
p1BEGrantQ(4)、p2BEGrantQ(5)、
p3BEGrantQ(6)、p4BEGrantQ(7)、
p5BEGrantQ(8)、p6BEGrantQ(9)、
p7BEGrantQ(10)、および rngPollQ(11)

適用外

このケーブル インターフェイス上の他の
キューとの関係から見たこのキューのプ
ライオリティ（0 〜 10、0 が最高、10 が最
低のプライオリティ）

適用外

次にプライオリティが高いキューにアク
セス権が与えられるまでに、スケジューラ
がこのキューで処理できる要求またはパ
ケットの最大数（0 〜 64）

show interface cable upstream：
Queue ...

キューにおける要求またはパケットの位
置を決定するために使用するキューのタ
イプ：
unknown(1)、other(2)、fifo(3)、または
priority(4)

show interface cable upstream および
show interface cable mac-scheduler：
Queue ...

このキューがサポートできる要求または
パケットの最大数（0 〜 64）

show interface cable upstream および
show interface cable mac-scheduler：
Queue ...

このキューで現在使用されている要求ま
たはパケットの数（0 〜 64）

show interface cable upstream および
show interface cable mac-scheduler：
Queue ...

キューが cdxBWQueueDepth で指定された
最大値を超えてオーバーフローしたこと
が原因で、このキューで廃棄された要求ま
たはパケットの総数

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.2）

cdxBWQueueNumServedBeforeYield
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.3）

cdxBWQueueType
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.4）

cdxBWQueueMaxDepth
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.5）
cdxBWQueueDepth
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.6）
cdxBWQueueDiscards
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.2.1.1.7）
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CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmCpeTable には、CM または Customer Premises Equipment（CPE; 顧
客宅内機器）装置の情報が含まれています。表 B-6 に、このテーブルで最もよく使用するオブジェ
クトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-6

CM および CPE の情報（cdxCmCpeTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxCmCpeMacAddress
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.1）
cdxCmCpeType
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.2）
cdxCmCpeIpAddress
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.3）
cdxCmCpeIfIndex

show cable device access-group： CM または CPE 装置の MAC アドレス
MAC address
show cable device access-group： 装置タイプ：cm(1) または cpe(2)
Type
show cable device access-group： この CM または CPE 装置の IP アドレス
IP address
適用外

こ の CM ま た は CPE 装 置 に 接 続 さ れ て い る
CMTS 上のケーブル インターフェイスに対応す
る ifIndex

show interface cable modem：
SID

CM そのもののプライマリ SID またはこの CPE
装置にサービスを提供している CM の SID（1 〜
16383）

show interface cable modem：
State

この CM またはまたはこの CPE 装置にサービス
を提供している CM のステータスを識別する、
docsIfCmtsCmStatusTable のポインタ（1 〜
2147483647）

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.4）
cdxCmCpeCmtsServiceId
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.5）
cdxCmCpeCmStatusIndex
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.6）

cdxCmCpeAccessGroup
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.7）

show cable device access-group： この CM または CPE 装置のアップストリーム ト
access-group
ラフィックをフィルタリングするために使用す
る、アクセス グループを表す ASCII 文字列
適用外

cdxCmCpeResetNow
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.1.1.8）

このオブジェクトを true(1) に設定すると、CMTS
ステーション メンテナンス リストから CM が削
除され、その CM はケーブル インターフェイス
を強制的にリセットすることになります。装置が
CPE 装置の場合、CMTS は内部アドレス テーブ
ルからその CPE 装置を削除します。

CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxCmtsCmStatusExtTable は、docsIfCmtsCmStatusTable の CM ステータ
ス情報を拡張します。表 B-7 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する
show コマンドを示します。
表 B-7

CM のステータス情報（cdxCmtsCmStatusExtTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxCmtsCmStatusValue
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.1）

show cable modem：
MAC State

CM の現在の接続ステート。このオブジェクトは
詳細なステート情報を提供することによって、
docsIfCmtsCmStatusValue を拡張します。
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表 B-7

CM のステータス情報（cdxCmtsCmStatusExtTable）（続き）

対応する show コマンドおよび
フィールド
説明

オブジェクトおよび OID
cdxIfCmtsCmStatusOnlineTimes
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.2）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Times Online
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オフライン ステートからオンライン ステートに
変化した回数

cdxIfCmtsCmStatusPercentOnline
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.3）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
%online
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オンラインになっていた時間の割合（%）
（0 〜
10000）

cdxIfCmtsCmStatusMinOnlineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.4）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Online time (min)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オンラインになっていた最短時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusAvgOnlineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.5）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Online time (avg)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オンラインになっていた平均時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusMaxOnlineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.6）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Online time (max)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オンラインになっていた最長時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusMinOfflineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.7）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Offline time (min)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オフラインになっていた最短時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusAvgOfflineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.8）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Offline time (avg)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オフラインになっていた平均時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusMaxOfflineTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.9）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Offline time (max)
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オフラインになっていた最長時間（100 分の 1 秒
単位）

cdxIfCmtsCmStatusDynSidCount

適用外

この CM でアクティブになっているダイナミッ
ク SID の総数（0 〜 16383）

適用外

この CM の追加情報を提供するビット マスク：
noisyPlant(0) および modemPowerMaxOut(1)

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.10）
cdxIfCmtsCmStatusAddlInfo
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.11）
cdxIfCmtsCmStatusOnlineTimesNum
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.12）

show cable modem connectivity： こ の CM が CMTS に 最 初 の レ ン ジ ン グ 要 求
Times Online
（RNG-REQ）メッセージを送信してから、CM が
オフライン ステートからオンライン ステートに
変化した回数。このオブジェクトは
cdxIfCmtsCmStatusOnlineTimes と類似しています
が、cdxIfCmtsCmStatusLastResetTime が変更され
るたびに 0 にリセットされる点が異なります。

cdxIfCmtsCmStatusLastResetTime
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.3.2.1.13）

適用外

sysUpTime に関して、この CM の接続統計が最後
にリセットされたときのタイムスタンプ
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CISCO-DOCS-EXT-MIB の cdxIfUpstreamChannelExtTable は、アップストリーム チャネルを記述す
るオブジェクトを追加することによって、docsIfUpstreamChannelEntry を拡張します。表 B-8 に、こ
のテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-8

アップストリーム チャネル情報（cdxIfUpstreamChannelExtTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

CISCO-DOCS-EXT-MIB（ciscoDocsExtMIB）
cdxIfUpChannelWidth
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.1）

cdxIfUpChannelModulationProfile

show interface cable <interface>
mac-scheduler <upstream-port>：
Channel width on this upstream channel

適用外

このアップストリーム チャネルに使用
する第 2 変調プロファイル

show interface cable <interface>

CMTS を最初に起動してから、このアッ
プストリーム チャネルに存在した CM
の総数（0 〜 8191）

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.2）
cdxIfUpChannelCmTotal
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.3）
cdxIfUpChannelCmActive
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.4）
cdxIfUpChannelCmRegistered

mac-scheduler <upstream-port>：
Total Modems on This Upstream Channel
show interface cable <interface>
mac-scheduler <upstream-port>：
Total Modems on This Upstream Channel

このアップストリーム チャネルで現在
登録され、オンラインになっている CM
の総数（0 〜 8191）

適用外

このアップストリーム インターフェイ
スのアップストリーム入力レベル
（dBmV の 10 分の 1 単位）

適用外

MAC アップストリーム スケジューラの
継続平均チャネル使用率として算出され
た、アップストリーム チャネルの平均使
用率（0 〜 100）

適用外

MAC アップストリーム スケジューラの
継続平均コンテンション ミニスロット
数として算出された、このアップスト
リーム チャネルにおけるコンテンショ
ン ミニスロットの平均割合（0 〜 100）

適用外

MAC アップストリーム スケジューラの
継続平均初期レンジング ミニスロット
数として算出された、このアップスト
リーム チャネルにおける初期レンジン
グ ミニスロットの平均割合（0 〜 100）

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.6）
cdxIfUpChannelAvgUtil
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.7）

cdxIfUpChannelAvgContSlots
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.8）

cdxIfUpChannelRangeSlots
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.9）

cdxIfUpChannelNumActiveUGS
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.10）

このアップストリーム チャネルで現在
アクティブな CM の総数（0 〜 8191）

適用外

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.5）
cdxIfUpChannelInputPowerLevel

このアップストリーム チャネルの帯域
に対応する、周波数（Hz）の下の値（0
〜 16000000）。docsIfUpChannelWidth で上
の値を指定し、この 2 つのオブジェクト
の組み合わせによって、高度な自動スペ
クトル管理に使用するアップストリーム
チャネル幅を指定します。

show interface cable upstream ugs
statistics：
# of Active UGS on the Upstream

このアップストリーム チャネルにおけ
るアクティブな Unsolicited Grant Service
（UGS）要求の数
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表 B-8

アップストリーム チャネル情報（cdxIfUpstreamChannelExtTable）
（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

cdxIfUpChannelMaxUGSLastOneHour

show interface cable upstream ugs

（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.11）

cdxIfUpChannelMinUGSLastOneHour
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.12）

cdxIfUpChannelAvgUGSLastOneHour
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.13）

statistics：
UGS Allocation Statistics (max)
show interface cable upstream ugs
statistics：
UGS Allocation Statistics (min)
show interface cable upstream ugs
statistics：
UGS Allocation Statistics (avg)

cdxIfUpChannelMaxUGSLastFiveMins show interface cable upstream ugs
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.14）

cdxIfUpChannelMinUGSLastFiveMins
（1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.15）

cdxIfUpChannelAvgUGSLastFiveMins
(1.3.6.1.4.1.9.9.116.1.4.1.1.16)

statistics：
UGS Allocation Statistics (max)
show interface cable upstream ugs
statistics：
UGS Allocation Statistics (min)
show interface cable upstream ugs
statistics：
UGS Allocation Statistics (avg)

説明
直前の 1 時間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
最大数
直前の 1 時間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
最小数
直前の 1 時間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
平均数
直前の 5 分間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
最大数
直前の 5 分間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
最小数
直前の 5 分間にこのアップストリーム
チャネルで割り当てられていた
Unsolicited Grant Service（UGS）要求の
平均数
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CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY
CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB の cdrqCmtsCmStatusTable には、
リモート クエリー機能によっ
てポーリングされた CM のステータスが含まれます。表 B-9 に、このテーブルで最もよく使用され
るオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-9

CM のリモート クエリ情報（cdrqCmtsCmStatusTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY（ciscoDocsRemoteQueryMIB）
cdrqCmtsCmDownChannelPower
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.1）
cdrqCmtsCmStatusTxPower
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.2）
cdrqCmtsCmUpChnlTxTimingOffset
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.3）
cdrqCmtsCmSigQSignalNoise
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.4）
cdrqCmtsCmSigQMicroreflections
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.5）

cdrqCmtsCmPollTime
（1.3.6.1.4.1.9.10.59.1.2.1.1.6）

show cable modem remote-query：
DS Power

CM の受信パワー レベル（dBmV の 10 分
の 1 単位）

show cable modem remote-query：
US Power

CM のアップストリームで動作可能な送
信パワー レベル（dBmV の 10 分の 1 単位）

show cable modem remote-query：
TX Time Offset

CM までの現在の往復時間の関する最新
の測定値（32 ビット無符号値）

show cable modem remote-query：
S/N Ratio

CM のダウンストリームで CMTS が認識
している Signal-to-Noise Ratio（SNR; 信号
対雑音比）

show cable modem remote-query：
Micro (dB) Reflection

CM のダウンストリームで CMTS が認識
している、信号レベル以下の dBc で表した
微小反射合計。このオブジェクトはチャネ
ル内応答を含めた、微小反射の大まかな目
安にすぎません。絶対測定値ではありませ
ん。

適用外

sysUpTime に関して、最後にリモート クエ
リ機能がこの CM にポーリングを実行し
たときのタイムスタンプ
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DOCS-IF-MIB
DOCS-IF-MIB の docsIfSignalQualityTable には、各 ifEntry のアップストリーム情報が、
docsCableUpstreamChannel の ifType（205）とともに含まれています。表 B-10 に、このテーブルで
最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-10

アップストリーム信号情報（docsIfSignalQualityTable）

対応する show コマンドおよび
フィールド

オブジェクトおよび OID

説明

DOCS-IF-MIB（docsIfMib）
docsIfSigQIncludesContention
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.1）
docsIfSigQUnerroreds

show interface cable signal-quality： CMTS がこのカウンタにコンテンション イン
includes contention intervals
ターバルを含めるかどうかを示します。CM
の場合は常に false です。
適用外

このチャネルでエラーを伴わずに受信した
コードワード数

適用外

このチャネルで訂正可能なエラーを伴って受
信したコードワード数

show interface cable upstream：
uncorrectable

このチャネルで訂正不能なエラーを伴って受
信したコードワード数

show interface cable upstream：
noise

このダウンストリーム チャネル（CM）また
はアップストリーム チャネル（CMTS）の現
在の SNR（dB の 10 分の 1 単位）

show interface cable upstream：
microreflections

このインターフェイス上で認識されている、
信号レベルより下の dBc で測定された、チャ
ネル内応答を含む微小反射の大まかな総数（0
〜 255）

適用外

ダウンストリーム チャネル（CM）またはアッ
プストリーム チャネル（CMTS）のイコライ
ゼーション データ

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.2）
docsIfSigQCorrecteds
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.3）
docsIfSigQUncorrectables
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.4）
docsIfSigQSignalNoise
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.5）
docsIfSigQMicroreflections
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.6）

docsIfSigQEqualizationData
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.1.4.1.7）
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DOCS-IF-MIB の docsIfCmtsCmStatusTable には、CMTS で使用できる各 CM のステータス情報が含
まれています。表 B-11 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show
コマンドを示します。
表 B-11

CM のステータス情報（docsIfCmtsCmStatusTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
説明
フィールド

DOCS-IF-MIB（docsIfMib）
show cable modem verbose：
MAC Address

CM のケーブル インターフェイスの MAC アドレ
ス

show cable modem verbose：
IP Address

CM のケーブル インターフェイスの IP アドレ
ス。このオブジェクトは廃止され、IPv6 に移行で
きるように、docsIfCmtsCmStatusInetAddressType
お よ び docsIfCmtsCmStatusInetAddress に 置 き 換
えられました。

show cable modem verbose：
Interface

この CM が使用しているダウンストリーム チャ
ネルの ifIndex

docsIfCmtsCmStatusUpChannelIfInde show cable modem verbose：
Interface
x（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.5）

この CM のアップストリーム チャネルに対応す
る ifIndex

docsIfCmtsCmStatusRxPower

アップストリームの CMTS が認識しているこの
CM の受信パワー レベル（dBmV の 10 分の 1 単
位）

docsIfCmtsCmStatusMacAddress
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.2）
docsIfCmtsCmStatusIpAddress
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.3）

docsIfCmtsCmStatusDownChannelIfI
ndex（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.4）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.6）

show cable modem verbose：
Upstream Power
show cable modem verbose：
Received Power

docsIfCmtsCmStatusTimingOffset
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.7）

show cable modem verbose：
Timing Offset

docsIfCmtsCmStatusEqualizationData show cable modem verbose：
Transmit Equalizer Support
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.8）
docsIfCmtsCmStatusValue
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.9）

docsIfCmtsCmStatusUnerroreds

この CM の現在の接続ステート：other(1)、
ranging(2)、rangingAborted(3)、rangingComplete(4)、
ipComplete(5)、registrationComplete(6)、
accessDenied(7)

適用外

この CM からエラーを伴わずに受信したコード
ワード数。このオブジェクトは 64 ビット カウン
タである docsIfCmtsCmStatusExtUnerroreds の 32
ビット バージョンです。

適用外

この CM から訂正可能なエラーを伴って受信し
たコードワード数。このオブジェクトは 64 ビッ
ト カウンタである
docsIfCmtsCmStatusExtCorrecteds の 32 ビ ッ ト
バージョンです。

適用外

この CM から訂正不能なエラーを伴って受信し
たコードワード数。このオブジェクトは 64 ビッ
ト カウンタである
docsIfCmtsCmStatusExtUncorrectables の 32 ビット
バージョンです。

適用外

アップストリーム伝送で認識されたこの CM の
現在の SNR（dB の 10 分の 1 単位）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.11）

docsIfCmtsCmStatusUncorrectables
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.12）

docsIfCmtsCmStatusSignalNoise
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.13）

この CM のイコライゼーション データ

show cable modem：
MAC State

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.10）

docsIfCmtsCmStatusCorrecteds

この CM のアップストリーム伝送における、6.25
マイクロ秒 （64
/
× 256）で表した現在の往復時間
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表 B-11

CM のステータス情報（docsIfCmtsCmStatusTable）（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド
説明

docsIfCmtsCmStatusMicroreflections

適用外

この CM で認識されている、信号レベルより下の
dBc で測定された、チャネル内応答を含む微小反
射の大まかな総数

適用外

この CM からエラーを伴わずに受信したコード
ワード数。このオブジェクトは 32 ビット カウン
タ で あ る docsIfCmtsCmStatusUnerroreds の 64
ビット バージョンです。

適用外

この CM から訂正可能なエラーを伴って受信し
たコードワード数。このオブジェクトは 32 ビッ
ト カウンタである docsIfCmtsCmStatusCorrecteds
の 64 ビット バージョンです。

docsIfCmtsCmStatusExtUncorrectable 適用外
s（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.17）

この CM から訂正不能なエラーを伴って受信し
たコードワード数。このオブジェクトは 32 ビッ
ト カウンタである
docsIfCmtsCmStatusUncorrectables の 64 ビ ッ ト
バージョンです。

docsIfCmtsCmStatusDocsisRegMode

show cable modem verbose：
QoS Provisioned Mode

この CM が現在登録されている DOCSIS QoS の
リビジョン
レ ベ ル。こ の オ ブ ジ ェ ク ト は、
DOCS-IF-EXT-MIB の
docsIfCmtsCmStatusDocsisMode か ら 置 き 換 え ら
れたものです。

show cable modem verbose：
Phy Operating Mode

CM が登録されていて現在使用しているアップ
ス ト リ ー ム PHY モ ー ド（TDMA、A-TDMA、
S-CDMA）モード（アップストリーム インター
フェイスを記述するのであって、個々の CM の動
作 を 記 述 す る の で は な い の で、こ こ で は
TDMA/A-TDMA 混在モードはサポートされませ
ん）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.14）
docsIfCmtsCmStatusExtUnerroreds
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.15）

docsIfCmtsCmStatusExtCorrecteds
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.16）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.18）

docsIfCmtsCmStatusModulationType
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.19）

docsIfCmtsCmStatusInetAddressType
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.20）
docsIfCmtsCmStatusInetAddress
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.3.1.21）

show cable modem verbose：
IP Address

この CM が使用している IP アドレスのタイプ
（IPv4 または IPv6）

show cable modem verbose：
IP Address

この CM のケーブル インターフェイスの IP アド
レス。このオブジェクトは
docsIfCmtsCmStatusInetAddressType とともに、
docsIfCmtsCmStatusIpAddress から置き換えられ
たものです。
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DOCS-IF-MIB の docsIfCmtsModulationTable は、1 つまたは複数のアップストリーム チャネル変調
プロファイルの Interval Usage Code（IUC）を記述します。表 B-12 に、このテーブルで最もよく使
用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-12

アップストリームの IUC 設定（docsIfCmtsModulationTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

説明

show cable modulation-profile [verbose]：
IUC、IUC

定義されている IUC のタイプ：
request(1)、requestData(2)、
initialRanging(3)、periodicRanging(4)、
shortData(5)、longData(6)、
dvPhyShortData(9)、
advPhyLongData(10)、および ugs(11)

show cable modulation-profile [verbose]：
Type、Modulation

このバースト プロファイルの変調プ
ロファイル：QPSK、8 QAM、16 QAM、
32 QAM、64 QAM、および 128 QAM

show cable modulation-profile [verbose]：
Pre len、Preamble length

このバースト プロファイルのビット
数で表したプリアンブル長（0 〜 1536
ビット）

show cable modulation-profile [verbose]：
Diff enco、Differential Encoding

このバースト プロファイルでディ
ファレンシャル エンコーディングを
イネーブルにするかどうかを指定

show cable modulation-profile [verbose]：
FEC T BYTE、FEC parity T bytes

このバースト プロファイルで Forward
Error Correction（FEC; 前方エラー訂正）
に使用する訂正可能エラー バイト数
（t）（0 〜 16）

DOCS-IF-MIB（docsIfMib）
docsIfCmtsModIntervalUsageCode
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.2）

docsIfCmtsModType
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.4）
docsIfCmtsModPreambleLen
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.5）
docsIfCmtsModDifferentialEncoding
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.6）
docsIfCmtsModFECErrorCorrection
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.7）

docsIfCmtsModFECCodewordLength
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.8）

show cable modulation-profile [verbose]： 各 FEC コードワードのデータ バイト
FEC k BYTE、FEC codeword length K bytes 数（k）（1 〜 255）
show cable modulation-profile [verbose]：
Scrmb seed、Scrambler seed

このバースト プロファイルで使用す
るスクランブラの 15 ビット シード値
（0 〜 32767）

show cable modulation-profile [verbose]：
Max B siz、Max short busrt size B bytes

このバーストの間に伝送可能なミニス
ロットの最大数（0 〜 255）

show cable modulation-profile [verbose]：
Guard time size、Guard time size in symbols

ガード タイムとしてこのバーストに
付加されるシンボル時間数

docsIfCmtsModLastCodewordShorten show cable modulation-profile [verbose]：
Last CW short、Shortened last codeword
ed（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.12）

最後の FEC コードワードを切り詰め
るかどうかを指定

docsIfCmtsModScrambler

このバースト プロファイルでスクラ
ンブラをイネーブルにするかどうかを
指定

docsIfCmtsModScramblerSeed
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.9）
docsIfCmtsModMaxBurstSize
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.10）
docsIfCmtsModGuardTimeSize
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.11）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.13）
docsIfCmtsModByteInterleaverDepth
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.14）
docsIfCmtsModByteInterleaverBlock
Size（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.15）
docsIfCmtsModPreambleType
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.16）

show cable modulation-profile [verbose]：
Scrmb、Scrambler

show cable modulation-profile [verbose]： A-TDMA バイト インターリーバ深度
RS interleaver depth
（Ir）
show cable modulation-profile [verbose]：
RS interleaver block size

A-TDMA バ イ ト イ ン タ ー リ ー バ ブ
ロック サイズ（Br）

show cable modulation-profile [verbose]：
Pre Type、Preamble type

DOCSIS 2.0 バースト プロファイルの
ブリアンブル タイプ：qpsk0(1)、
qpsk1(2)
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表 B-12

アップストリームの IUC 設定（docsIfCmtsModulationTable）
（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

説明

docsIfCmtsModTcmErrorCorrectionOn 適用外
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.17）

S-CDMA バ ー ス ト プ ロ フ ァ イ ル で
Trellis Code Modulation（TCM; トレリス
コード変調）をイネーブルにするかど
うかを指定

適用外

S-CDMA バースト プロファイルのイ
ンターリーバ ステップ サイズ（0、1 〜
32）

docsIfCmtsModScdmaSpreaderEnable 適用外
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.19）

S-CDMA バースト プロファイルでス
プレッダをイネーブルにするかどうか
を指定

docsIfCmtsModScdmaSubframeCodes 適用外

S-CDMA バースト プロファイルのサ
ブフレーム サイズ（0、1 〜 128）

docsIfCmtsModScdmaInterleaverStep
Size（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.18）

（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.20）
適用外

docsIfCmtsModChannelType
（1.3.6.1.2.1.10.127.1.3.5.1.21）

このバースト プロファイルの変調
チャ ネ ル タ イ プ：tdma(1)、atdma(2)、
scdma(3)、および tdmaAndAtdma(4)
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DOCS-QOS-MIB
DOCS-QOS-MIB の docsQosPktTable は、Cisco CMTS ルータ上で設定されているパケット分類を記
述します。表 B-13 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマ
ンドを示します。
表 B-13

DOCSIS パケット分類子（docsQosPktTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

show cable modem classifiers：
CfrId

このパケット分類子エントリの ID（1 〜
65535）

show cable modem classifiers：
Direction

この分類子を適用する方向（アップスト
リームまたはダウンストリーム）

show cable modem classifiers：
Priority

分類子の評価順序を決定する、この分類子
のプライオリティ（0 〜 255）

show cable modem classifiers cache：
ToS

照合する Type of Service（ToS; サービス タ
イプ）範囲値の下位 8 ビット（0 〜 255）

show cable modem classifiers cache：
ToS

照合する Type of Service（ToS; サービス タ
イプ）範囲値の上位 8 ビット（0 〜 255）

show cable modem classifiers cache：
ToS

IP パケットに含まれている ToS バイトの
AND マスク値。結果を上下の ToS バイト
値と照合します。

show cable modem classifiers cache：
IPProt

パケットと照合する IP レイヤ 4 プロトコ
ル フィールド（0 〜 258、256 はすべての
プロトコルと一致、
257 は TCP および UDP
の両方と一致）

show cable modem classifiers cache：
IpSrc

照合する送信元 IP アドレス

適用外

照合する送信元 IP アドレス マスク

show cable modem classifiers cache：
IpDest

照合する宛先 IP アドレス

適用外

照合する宛先 IP アドレス マスク

適用外

照合する送信元 TCP/UDP ポート番号範囲
の下限値（0 〜 65535）

適用外

照合する送信元 TCP/UDP ポート番号範囲
の上限値（0 〜 65535）

適用外

照合する宛先 TCP/UDP ポート番号範囲の
下限値（0 〜 65535）

適用外

照合する宛先 TCP/UDP ポート番号範囲の
上限値（0 〜 65535）

適用外

照合する宛先 MAC アドレス

適用外

照合する宛先 MAC アドレス マスク

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosPktClassId
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.1）
docsQosPktClassDirection
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.2）
docsQosPktClassPriority
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.3）
docsQosPktClassIpTosLow
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.4）
docsQosPktClassIpTosHigh
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.5）
docsQosPktClassIpTosMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.6）
docsQosPktClassIpProtocol
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.7）

docsQosPktClassIpSourceAddr
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.8）
docsQosPktClassIpSourceMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.9）
docsQosPktClassIpDestAddr
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.10）
docsQosPktClassIpDestMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.11）
docsQosPktClassSourcePortStart
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.12）
docsQosPktClassSourcePortEnd
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.13）
docsQosPktClassDestPortStart
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.14）
docsQosPktClassDestPortEnd
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.15）
docsQosPktClassDestMacAddr
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.16）
docsQosPktClassDestMacMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.17）
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表 B-13

DOCSIS パケット分類子（docsQosPktTable）
（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

docsQosPktClassSourceMacAddr

適用外

照合する送信元 MAC アドレス

適用外

照合するイーサネット フレームのレイヤ
3 プロトコル ID（0 〜 65535）

適用外

照 合 す る イ ー サ ネ ッ ト タ イ プ 値（0 〜
65535）

適用外

EtherType が 0x8100 で 802.1P/Q タグ ヘッ
ダーのあるイーサネット フレームにおい
て、
突き合わせる 3 ビット プライオリティ
範囲フィールドの下限値（0 〜 7）

適用外

EtherType が 0x8100 で 802.1P/Q タグ ヘッ
ダーのあるイーサネット フレームにおい
て、
突き合わせる 3 ビット プライオリティ
範囲フィールドの上限値（0 〜 7）

適用外

EtherType が 0x8100 で 802.1P/Q タグ ヘッ
ダーのあるイーサネット フレームにおい
て、突き合わせる 12 ビットの VLAN ID（0
〜 7）

適用外

分類子が active(1) か inactive(2) かを指定

適用外

この分類子を使用して分類されたパケッ
トの数

適用外

分類子を作成した DOCSIS メッセージ内
に、無指定でデフォルト値のままのパラ
メータではなく、実際に存在していたパラ
メータ エンコーディングを示す 17 ビット
のビット マスク

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.18）
docsQosPktClassEnetProtocolType
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.19）
docsQosPktClassEnetProtocol
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.20）
docsQosPktClassUserPriLow
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.22）

docsQosPktClassUserPriHigh
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.23）

docsQosPktClassVlanId
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.24）

docsQosPktClassState
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.25）
docsQosPktClassPkts
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.26）
docsQosPktClassBitMap
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.1.1.27）
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DOCS-QOS-MIB の QosParamSetTable は、Cisco CMTS ルータ上で設定されている DOCSIS 1.1 QoS
パラメータを記述します。表 B-14 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関
連する show コマンドを示します。
表 B-14

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ（docsQosParamSetTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

show cable service-class verbose：
Name

このパラメータ セットの Service Class
Name（SCN）

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosParamSetServiceClassName
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.4）

show interface cable qos paramset verbose：
Name
docsQosParamSetPriority
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.5）

docsQosParamSetMaxTrafficRate
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.6）

このサービス フローの相対的なプラ
イオリティ（0 〜 7）。同じパラメータ
セットが設定されているサービス フ
show interface cable qos paramset verbose：
ローのプライオリティを決定付ける場
Traffic Priority
合に使用されます。
show cable service-class verbose：
Traffic Priority

show cable service-class verbose：
Maximum Sustained Rate

このサービス フローの最大平均トラ
フィック レート（ビット / 秒）

show interface cable qos paramset verbose：
Maximum Sustained Rate
docsQosParamSetMaxTrafficBurst
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.7）

show cable service-class verbose：
Max Burst

このパラメータ セットのトークン バ
ケット サイズ（バイト数）

show interface cable qos paramset verbose：
Max Burst
docsQosParamSetMinReservedRate
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.8）

show cable service-class verbose：
Minimum Reserved Rate

このパラメータ セットの保証最小
レート（ビット / 秒）

show interface cable qos paramset verbose：
Minimum Reserved Rate
docsQosParamSetMinReservedPkt
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.9）

show cable service-class verbose：
Minimum Packet Size
show interface cable qos paramset verbose：
Minimum Packet Size

docsQosParamSetActiveTimeout
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.10）

docsQosParamSetAdmittedTimeout
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.11）

docsQosParamSetMaxConcatBurst
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.12）

docsQosParamSetMinReservedRate が 提
供される最小パケット サイズ（バイト
数）
（0 〜 65535）

アクティブ ステートのときに、リソー
スを解放するまでに未使用の状態にし
ておくことのできる最大時間（秒）（0
show interface cable qos paramset verbose：
〜 65535、0 はタイムアウトなし）
Active QoS Timeout
show cable service-class verbose：
Active QoS Timeout

リソースを解放するまでにアドミット
ステートに保留可能な最大時間（秒）
（0 〜 65535、0 はタイムアウトなし）
show interface cable qos paramset verbose：
Admitted QoS Timeout
show cable service-class verbose：
Admitted QoS Timeout

show interface cable qos paramset verbose： このアップストリームで認められる連
Maximum Concatenated Burst
結バーストの最大サイズ（バイト数）
（0 〜 65535）
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表 B-14

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ（docsQosParamSetTable）（続き）

対応する show コマンドおよび
フィールド

オブジェクトおよび OID
docsQosParamSetSchedulingType
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.13）

show cable service-class verbose：
Scheduling Type
show interface cable qos paramset verbose：
Scheduling Type

docsQosParamSetNomPollInterval

アップストリーム サービス フローで
ユニキャスト要求を連続送信する場合
のインターバル（マイクロ秒）

適用外

アップストリーム サービス フローに
おいて、ユニキャスト要求のインター
バルを定期的にスケジューリングされ
た時間から延期可能な最大時間（マイ
クロ秒）

show cable service-class verbose：
Unsolicited Grant Size

UGS および UGS-AD サービス フロー
のバイト数で表した非送信請求認可サ
イズ（0 〜 65535）

show cable service-class verbose：
Nominal Grant Interval

アップストリーム サービス フローで
データ認 可が連続 する場合 に、次の
データ認可までの公称時間（マイクロ
秒）

show cable service-class verbose：
Tolerated Grant Jitter

UGS および UGS-AD サービス フロー
において、定期的にスケジューリング
された時間から伝送機会を延期可能な
最大時間（マイクロ秒）

show cable service-class verbose：
Grants per Interval

1 回の認可インターバルで許容される
データ認可数（0 〜 127）

show cable service-class verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]

IP ToS バイトの AND マスク

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.16）

docsQosParamSetUnsolicitGrantSize
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.17）
docsQosParamSetNomGrantInterval
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.18）

docsQosParamSetTolGrantJitter
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.19）

docsQosParamSetGrantsPerInterval
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.20）
docsQosParamSetTosAndMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.21）

このアップストリーム サービス フ
ローに使用するアップストリーム ス
ケジューリング タイプ

適用外

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.15）
docsQosParamSetTolPollJitter

説明

show interface cable qos paramset verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]
docsQosParamSetTosOrMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.22）

show cable service-class verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]

IP ToS バイトの OR マスク

show interface cable qos paramset verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]
docsQosParamSetMaxLatency
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.23）

docsQosParamSetType
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.24）

show cable service-class verbose：
Max Latency

CMTS が Network-Side Interface
（NSI）
で
パケットを受け取ってから、RF ケーブ
ル インターフェイスに転送するまで
の最大待ち時間（マイクロ秒）

適用外

この QoS パラメータ セットのタイプ：
active(1)、admitted(2)、および
provisioned(3)
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表 B-14

DOCSIS 1.1 QoS パラメータ（docsQosParamSetTable）（続き）

オブジェクトおよび OID
docsQosParamSetRequestPolicyOct
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.25）

docsQosParamSetBitMap
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.2.2.26）

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

CM にアップストリーム送信要求およ
びパケット伝送を除外させる送信イン
ターバルを指定する、32 ビットのビッ
show interface cable qos paramset verbose：
ト マスク。このオブジェクトは
Request/Transmission Policy
docsQosParamSetRequestPolicy か ら 置
き換えられたものです。
show cable service-class verbose：
Request/Transmission Policy

DOCSIS 登録に実際に含まれているパ
ラメータ セットまたはパラメータ
セットを作成したダイナミック サー
show interface cable qos paramset verbose：
ビス要求メッセージを示すビット マ
Parameter Presence Bitfield
スク
show cable service-class verbose：
Parameter Presence Bitfield

CISCO-QOS-MIB の docsQosServiceFlowIdTable は、docsIfCmtsServiceTable の SID 情報を拡張します。
表 B-15 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示し
ます。
表 B-15

SID 情報（docsQosServiceFlowIdTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

show interface cable service-flow：
Sfid

このサービス フローに割り当てられた
Service Flow ID（SFID）
（1 〜 4294967295）

show interface cable service-flow：
Sid

ア ドミット またはア クティ ブ サービス フ
ローに割り当てられている SID（0 〜 16383）。
プロビジョン済みサービス フローには SID
は割り当てられません。

show interface cable service-flow：
Dir

サービス フローの方向（アップストリームま
たはダウンストリーム）

show interface cable service-flow：
Type

サービス フローがプライマリ フローなのか
セカンダリ フローなのかを指定

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosServiceFlowId
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.3.1.1）
docsQosServiceFlowSID
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.3.1.6）

docsQosServiceFlowDirection
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.3.1.7）
docsQosServiceFlowPrimary
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.3.1.8）
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DOCS-QOS-MIB の docsQosServiceFlowStatsTable には、サービス フローの統計情報が含まれます。
表 B-16 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示し
ます。
表 B-16

サービス フローの統計情報（docsQosServiceFlowStatsTable）

対応する show コマンドおよび
フィールド

オブジェクトおよび OID

説明

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosServiceFlowPkts

show interface cable service-flow

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.1）
docsQosServiceFlowOctets

counters verbose：
Packets
show interface cable service-flow

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.2）
docsQosServiceFlowTimeCreated

counters verbose：
Octets

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.4）
docsQosServiceFlowPHSUnknowns

sysUpTime に関連する、このサービス フロー
が作成されたときのタイムスタンプ

show interface cable service-flow：
Active Time

このサービス フローがアクティブだった時
間の合計（秒数）

適用外

未知のペイロード ヘッダー抑制インデック
スが与えられていたパケットの数

show interface cable service-flow

このサービス フローを使用して送信され、フ
ローのポリシー違反、特に最大トラフィック
レートの超過が確実だったことが原因で廃棄
されたパケットの数

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.5）
docsQosServiceFlowPolicedDropPkts
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.6）

counters verbose：
RateLimit Dropped Pkts

docsQosServiceFlowPolicedDelayPkts show interface cable service-flow
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.7）

Payload Header Suppression（PHS）の適用後、
このサービス フローを使用して送信された
オクテット数

適用外

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.4.1.3）
docsQosServiceFlowTimeActive

このサービス フローを使用して送信された
パケット数

counters verbose：
RateLimit Delayed Pkts

このサービス フローを使用して送信され、フ
ローのポリシー違反、特に最大トラフィック
レートの超過が確実だったことが原因で送信
が延期されたパケットの数

DOCS-QOS-MIB の docsQosUpstreamStatsTable は、アップストリーム サービス フローの統計情報を
提供します。表 B-17 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コ
マンドを示します。
表 B-17

アップストリーム サービス フローの統計情報（docsQosUpstreamStatsTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

説明

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosSID
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.5.1.1）
docsQosUpstreamFragments

show interface cable sid counters verbose： アドミットまたはアクティブ アップ
Sid
ストリーム サービス フローの SID（1
〜 16383）
適用外

アップストリーム サービス フローで
受信されたフラグメンテーション
ヘッダーの数

適用外

廃棄され、完全なパケットに再び組み
立てられなかったアップストリーム
フラグメントの数

適用外

アップストリーム サービス フローで
受信された連結ヘッダーの数

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.5.1.2）
docsQosUpstreamFragDiscards
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.5.1.3）
docsQosUpstreamConcatBursts
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.5.1.4）
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DOCS-QOS-MIB の docsQosServiceClassTable は、CMTS 上の DOCSIS サービス クラスを記述しま
す。表 B-18 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを
示します。
表 B-18

DOCSIS サービス クラス（docsQosServiceClassTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

説明

show cable service-class [verbose]：
Name

サービス クラスの固有名（最大 15
ASCII 文字）

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosServiceClassName
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.1）

show interface cable qos paramset verbose：
Name
docsQosServiceClassPriority
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.4）

docsQosParamSetPriority に使用するプ
ライオリティ値（0 〜 7）

show cable service-class [verbose]：
Prio, Traffic Priority
show interface cable qos paramset verbose：
Traffic Priority

docsQosServiceClassMaxTrafficRate
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.5）

docsQosParamSetMaxTrafficRate の 最
大ビット レート（bps）

show cable service-class [verbose]：
MaxSusRate, Maximum Sustained Rate
show interface cable qos paramset verbose：
Maximum Sustained Rate

docsQosServiceClassMaxTrafficBurst
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.6）

docsQosParamSetMaxTrafficBurst の 最
大バイト数

show cable service-class [verbose]：
MaxBurst, Max Burst
show interface cable qos paramset verbose：
Max Burst

docsQosServiceClassMinReservedRate
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.7）

docsQosServiceClassMinReservedPkt
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.8）

最低保証サービス レート
（docsQosParamSEtMinReservedRate）
の最小ビット レート（bps）
show interface cable qos paramset verbose：
Minimum Reserved Rate
show cable service-class [verbose]：
MinRsvRate, Minimum Reserved Rate

show cable service-class verbose：
Minimum Packet Size
show interface cable qos paramset verbose：
Minimum Packet Size

docsQosServiceClassMaxConcatBurst
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.9）

docsQosServiceClassNomPollInterval

show interface cable qos paramset verbose： このアップストリームで
Maximum Concatenated Burst
docsQosParamSetMaxConcatBurst とし
て認められる連結バーストの最大サ
イズ（バイト数）（0 〜 65535）
適用外

アップストリーム サービス フローで
ユニキャスト要求を連続送信する場
合のインターバル
（docsQosParamSetNomPollInterval）
（マ
イクロ秒）

適用外

アップストリーム サービス フローに
おいて、ユニキャスト要求のインター
バルを定期的にスケジューリングさ
れた時間から延期可能な最大時間
（docsQosParamSetTolPollJitter）（マ イ
クロ秒）

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.10）

docsQosServiceClassTolPollJitter
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.11）

docsQosParamSetMinReservedPkt の 最
小パケット サイズ（バイト数）
（0 〜
65535）
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表 B-18

DOCSIS サービス クラス（docsQosServiceClassTable）（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

docsQosServiceClassUnsolicitGrantSize show cable service-class verbose：
Unsolicited Grant Size
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.12）

docsQosServiceClassNomGrantInterval
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.13）

docsQosServiceClassTolGrantJitter
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.14）

docsQosServiceClassGrantsPerInterval
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.15）
docsQosServiceClassMaxLatency
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.16）

docsQosServiceClassActiveTimeout
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.17）

docsQosServiceClassAdmittedTimeout
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.18）

docsQosServiceClassSchedulingType
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.19）

docsQosServiceClassRequestPolicy
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.20）

説明
UGS および UGS-AD サービス フロー
のバイト数で表した非送信請求認可
サイズ
（docsQosParamSetUnsolicitGrantSize）
（0 〜 65535）

show cable service-class verbose：
Nominal Grant Interval

アップストリーム サービス フローで
データ認可が連続する場合に、次の
データ認可までの公称時間
（docsQosParamSetNomGrantInterval）
（マイクロ秒）

show cable service-class verbose：
Tolerated Grant Jitter

UGS および UGS-AD サービス フロー
において、定期的にスケジューリング
された時間から伝送機会を延期可能
な最大時間
（docsQosParamSetTolGrantJitter）
（マイ
クロ秒）

show cable service-class verbose：
Grants per Interval

docsQosParamSetGrantsPerInterval とし
て、1 回の認可インターバルで許容さ
れるデータ認可数（0 〜 127）

show cable service-class verbose：
Max Latency

CMTS が Network-Side Interface（NSI;
ネットワークサイド インターフェイ
ス）でパケットを受け取ってから、RF
ケーブル インターフェイスに転送す
るまでの、
docsQosParamSetClassMaxLatency に
相当する最大待ち時間（マイクロ秒）

show interface cable qos paramset verbose： アクティブ ステートのときに、
Active QoS Timeout
docsQosServiceFlowActiveTimeout と
して、リソースを解放するまでに未使
用の状態にしておくことのできる最
大時間（秒）
（0 〜 65535、0 はタイム
アウトなし）
show interface cable qos paramset verbose： docsQosServiceFlowAdmittedTimeout
Admitted QoS Timeout
として、リソースを解放するまでにア
ドミット ステートに保留可能な最大
時間（秒）
（0 〜 65535、0 はタイムア
ウトなし）
docsQosServiceFlowSchedulingType と
して、このアップストリーム サービ
ス フローに使用するアップストリー
show interface cable qos paramset verbose：
ム スケジューリング タイプ
Scheduling Type
show cable service-class [verbose]：
Sched, Scheduling Type

CM にアップストリーム送信要求お
よびパケット伝送を除外させる送信
インターバルを指定する、32 ビット
show interface cable qos paramset verbose：
のビット マスク
Request/Transmission Policy
（docsQosServiceFlowRequestPolicy）
show cable service-class verbose：
Request/Transmission Policy
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表 B-18

DOCSIS サービス クラス（docsQosServiceClassTable）（続き）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

docsQosServiceClassTosAndMask

show cable service-class verbose：
IP Tos Overwrite [AND-mask, OR-mask]

（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.21）

説明
IP ToS バイトの AND マスク
（docsQosServiceFlowTosAndMask）

show interface cable qos paramset verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]
docsQosServiceClassTosOrMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.22）

show cable service-class verbose：
IP Tos Overwrite [AND-mask, OR-mask]

IP ToS バイトの OR マスク
（docsQosServiceFlowTosOrMask）

show interface cable qos paramset verbose：
IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]
docsQosServiceClassDirection
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.8.1.23)）

show cable service-class [verbose]：
Dir, Direction
show interface cable qos paramset verbose：
Direction

このサービス クラス テンプレートの
方向（アップストリームまたはダウン
ストリーム）

DOCS-QOS-MIB の docsQosPHSTable は、Cisco CMTS ルータ上で設定されている PHS 規則を記述し
ます。表 B-19 に、このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンド
を示します。
表 B-19

PHS ルール（docsQosPHSTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよびフィールド

説明

DOCS-QOS-MIB（docsQosMib）
docsQosPHSField
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.10.1.2）
docsQosPHSMask
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.10.1.3）
docsQosPHSSize
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.10.1.4）
docsQosPHSVerify
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.10.1.5）
docsQosPHSIndex
（1.3.6.1.2.1.10.127.7.1.10.1.7）

show interface cable service-flow phs verbose： 抑制すべきヘッダー バイトを定義
PHSF
する 8 ビット値
show interface cable service-flow phs verbose： 抑制すべきヘッダー バイトを定義
PHSM
する 5 ビットの PHS マスク
show interface cable service-flow phs verbose： 抑制すべきヘッダー バイト数を指
PHSS
定する 8 ビット値
show interface cable service-flow phs verbose： PHS 検証がイネーブルかどうかを
PHSV
指定
show interface cable service-flow phs verbose： 固有の PHS ルールを参照するため
PHSI
のインデックス
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MIB オブジェクトと CLI の show コマンドの関係
DOCS-SUBSCRIBER-MIB

DOCS-SUBSCRIBER-MIB
DOCS-SUBSCRIBER-MIB の docsSubMgtPktFilterTable は、docsSubMgtCmFilterTable によるリンクを
通じて特定の CM にリンクされる、汎用パケット フィルタ テーブルです。表 B-20 に、このテーブ
ルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-20

汎用パケット フィルタ テーブル（docsSubMgtPktFilterTable）

対応する show コマンドおよび
フィールド

オブジェクトおよび OID

説明

DOCS-SUBSCRIBER-MIB (docsSubMgt)
docsSubMgtPktFilterGroup
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.1）
docsSubMgtPktFilterIndex
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.2）
docsSubMgtPktFilterSrcAddr
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.3）
docsSubMgtPktFilterSrcMask
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.4）
docsSubMgtPktFilterDstAddr
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.5）
docsSubMgtPktFilterDstMask
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.6）
docsSubMgtPktFilterUlp
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.7）
docsSubMgtPktFilterTosValue
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.8）
docsSubMgtPktFilterTosMask
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.9）
docsSubMgtPktFilterAction
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.10）
docsSubMgtPktFilterMatches
（1.3.6.1.3.83.4.1.6.1.11）

show cable filter [verbose]：
Filter Grp、Filter Group

このフィルタ グループを特定（1 〜 1024）

show cable filter [verbose]：
Filter Id、Filter index

フィルタ グループの適用順序を示すイン
デックス（1 〜 1024）

show cable filter [verbose]：
SrcAddr/Mask、Source IP Address

照合する送信元 IP アドレス

show cable filter [verbose]：
SrcAddr/Mask、Source IP Address

照合する送信元 IP アドレス マスク

show cable filter [verbose]：
DestAddr/Mask、Destination IP Address

照合する宛先 IP アドレス

show cable filter [verbose]：
DestAddr/Mask、Destination IP Address

照合する宛先 IP アドレス マスク

show cable filter [verbose]：
Prot、IP Protocol type

照合する上位レベル（レイヤ 4 以上）プロ
トコル番号（0 〜 256、6 は TCP、
17 は UDP、
256 はすべてと一致）

show cable filter [verbose]：
ToS、IP ToS (Mask, Value)

照合する IP TOS（0 〜 7）

show cable filter [verbose]：
ToS、IP ToS (Mask, Value)

照合する IP TOS マスク（0 〜 7）

show cable filter [verbose]：
Action、Match action

パケットが一致したときに実行するアク
ション：accept(1) または drop(2)

show cable filter verbose：
Matches

こ の フ ィ ル タ ル ー ル が 一 致 し た 回 数。
フィルタ ルールの一致は、フィルタのす
べてのコンポーネントがパケットと一致
した場合に限り発生します。パケットが複
数のフィルタと一致した場合、このカウン
タは最初に一致したフィルタに関しての
み増分します。
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DOCS-SUBSCRIBER-MIB

DOCS-SUBSCRIBER-MIB の docsSubMgtTcpUdpFilterTable は、docsSubMgtPktFilterTable を拡張し、
TCP または UDP ヘッダーの要素に基づいたオプションのフィルタリングを提供します。表 B-21 に、
このテーブルで最もよく使用されるオブジェクトおよび関連する show コマンドを示します。
表 B-21

TCP および UDP ヘッダー フィルタ（docsSubMgtTcpUdpFilterTable）

オブジェクトおよび OID

対応する show コマンドおよび
フィールド

説明

DOCS-SUBSCRIBER-MIB (docsSubMgt)
docsSubMgtTcpUdpSrcPort
（1.3.6.1.3.83.4.1.7.1.1）
docsSubMgtTcpUdpDstPort
（1.3.6.1.3.83.4.1.7.1.2）
docsSubMgtTcpFlagValues
（1.3.6.1.3.83.4.1.7.1.3）
docsSubMgtTcpFlagMask
（1.3.6.1.3.83.4.1.7.1.4）

show cable filter [verbose]：
SPort、TCP/UDP Source Port

照合する送信元 TCP/UDP ポート（0 〜 65536、
65536 はすべての値と一致）

show cable filter [verbose]：
DPort、TCP/UDP Destination Port

照合する宛先 TCP/UDP ポート（0 〜 65536、
65536 はすべての値と一致）

show cable filter [verbose]：
TCP flags、TCP Flags (mask, value)

照合する TCP フラッグ値が含まれている
ビット マスク：urgent(0)、ack(1)、push(2)、
reset(3)、syn(4)、および fin(5)

show cable filter [verbose]：
TCP flags、TCP Flags (mask, value)

一致しているかどうかを調べるビットのマス
クが含まれているビット マスク：urgent(0)、
ack(1)、push(2)、reset(3)、syn(4)、および fin(5)

Cisco CMTS ユニバーサル ブロードバンド シリーズ ルータ MIB 仕様ガイド Release 12.2 SC

B-26

OL-15724-01-J

G LOSSARY

数字
10GE

10 ギガビット / 秒イーサネット

C
CANA

Cisco Assigned Numbers Authority。シスコ製ソフトウェアに組み込まれている、一意の名称および番号
を割り当てるための中央の情報センター。

CM

ケーブル モデム（Cable Modem）

CMTS

ケーブル モデム ターミネーション システム（Cable Modem Termination System）

CNEM

Consistent Network Element Manageability

CPE

宅内装置（Customer Premises Equipment）

CWDM

低密度波長分割多重（Coarse Wavelength Division Multiplexing）

D
dBm

デシベル（ミリワット）
。10 * log10（ミリワットの累乗）
。たとえば、2 ミリワットは 10 * log(10)2 = 10
* 0.3010 = 3.01 dBm

DCD

Downstream Channel Descriptor

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DMIC

CMTS ダイナミック メッセージ整合性チェック（Dynamic Message Integrity Check）

DOCSIS

データオーバーケーブル システム インターフェイス仕様（Data Over Cable System Interface specification）

DOM

デジタル オプティカル モニタリング（Digital Optical Monitoring）

DOCSIS

データオーバーケーブル サービス インターフェイス仕様（Data-Over-Cable Service Interface Specification）

DS0

デジタル信号レベル 0。デジタル信号を 64 Kbps で送信するのに使用されるフレーミング仕様。24 DS0
は 1 DS1 に等しくなります。

DS1

デジタル信号レベル 1。T1 設備でデジタル信号を 1.544 Mbps で送信するのに使用されるフレーミング
仕様。

DS3

デジタル信号レベル 3。T3 設備でデジタル信号を 44.736 Mbps で送信するのに使用されるフレーミング
仕様。
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DSG

DOCSIS Set-top Gateway

DWDM

高密度波長分割多重（Dense Wavelength Division Multiplexing）

E
EHSA

拡張高システム可用性（Enhanced High System Availability）

EMS

エレメント マネジメント システム（Element Management System）。EMS は、ネットワークの特定の部
分を管理するものです。たとえば SNMP 管理アプリケーションである SunNet Manager は、SNMP 管理
可能エレメントを管理するのに使用されます。Element Manager 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することができます。

F
FRU

現場交換可能ユニット（Field Replaceable Unit）
。Cisco 6400 コンポーネントに適用される用語で、NCL、
NSP、NRP、PEM ユニットと、ブロワー ファンなど、現場で交換することができるコンポーネントを
指します。

G
Gb

ギガビット

GBIC

ギガビット インターフェイス コンバータ（Gigabit Interface Converter）— 小型（30 mm × 65 mm）の
ホットプラグ可能なサブコンソール内に収容されている光トランシーバ（トランスミッタおよびレシー
バ）
。GBIC は、電流（デジタル ハイおよびロー）を光信号に変換し、光信号を電流に変換するものです。

Gbps

ギガビット / 秒

GB

ギガバイト

H
HSRP

Hot Standby Routing Protocol。アクティブ ルータとスタンバイ ルータを選択するためにルータのグルー
プ内で使用されるプロトコル（アクティブ ルータはルーティング パケットの選択用ルータで、スタン
バイ ルータはアクティブ ルータの障害時やプリセット状態になったときにルーティング動作を引き継
ぐルータです）
。

I
IEEE 802.2

データ リンク レイヤの LLC サブレイヤの実装を指定する IEEE LAN プロトコル。IEEE 802.2 は、エ
ラー、フレーミング、フロー制御、ネットワーク レイヤ（レイヤ 3）サービス インターフェイスを処
理します。IEEE 802.3 および IEEE 802.5 LAN で使用されます。IEEE 802.3 および IEEE 802.5 も参照し
てください。

IEEE 802.3

物理レイヤおよびデータ リンク レイヤ層の MAC サブレイヤの実装を指定する IEEE LAN プロトコル。
IEEE 802.3 は、多様な物理メディア上でさまざまな速度の CSMA/CD アクセスを使用します。IEEE 802.3
標準の拡張では、ファスト イーサネットの実装を指定します。
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IEEE 802.5

物理レイヤおよびデータ リンク レイヤの MAC サブレイヤの実装を指定する IEEE LAN プロトコル。
IEEE 802.5 は、STP ケーブル配線を通じた 4 または 16 Mbps のトークン パッシング アクセスを使用し
ていて、IBM トークン リングと類似しています。トークン リングも参照してください。

Info

差し迫った問題や動作を改善するイベントの通知につながる可能性のある条件に関する通知。

ifIndex

インターフェイス テーブルの各行には、関連番号があり、ifIndex と呼ばれます。ifIndex 番号を使用し
て、イン ター フェ イス グル ープ オ ブジ ェク トの 特定 のイ ンス タン スを 取得 しま す。たと えば
ifInNUcastPkts.1 は、インターフェイス番号 1 を受信するブロードキャスト パケットの番号を示します。
これにより、
（MIB-II からの）インターフェイス概要 ifDescr を保持するオブジェクトを見ることで、イ
ンターフェイス番号 1 の説明を得ることができます。

IP アドレス

変数 hostConfigAddr は、装置のホスト コンフィギュレーション ファイルを提供するホストの IP アドレ
スを示します。

L
LC

ラインカード

LDP

ラベル配布プロトコル（Label Distribution Protocol）

LSR

ラベル スイッチング ルータ（Label Switching Router）
。各パケットにカプセル化されている固定長ラベ
ルの値に基づいて MPLS パケットを転送する装置。

LSP

ラベル スイッチド パス（Label Switched Path）

LX/LH

長波長 / 長距離

M
MAC

メディア アクセス制御（Media Access Control）

MIB

管理情報ベース（Management Information Base）。SNMP などのネットワーク管理プロトコルによって使
用され更新されるネットワーク管理情報のデータベース。MIB オブジェクトの値は、SNMP コマンドに
よって変更や取得が可能で、通常ネットワーク管理システムを通じて行われます。MIB オブジェクト
は、パブリック（標準）およびプライベート（専用）ブランチが含まれているツリー構造で編成されて
います。

MIB II

MIB-II は、オリジナルの標準 SNMP MIB であった MIB-I の後継です。MIB-II では、MIB-I に対して大
幅な拡張を行いました。MIB-II は非常に古く、そのほとんどがアップデートされています（アップデー
トされていないものはほとんど廃止されています）。これには、システム関連データ、特にシステムの
インターフェイスに関連するデータを記述するオブジェクトが含まれています。

MPLS

マルチプロトコル ラベル スイッチング（Multiprotocol Label Switching）。MPLS は、ネットワークを通
じたフォワーディング パケット（フレーム）の方式です。これにより、ネットワーク エッジでルータ
がラベルをパケット（フレーム）に適用することができます。ネットワーク コアにある ATM スイッチ
または既存のルータは、最小限のルックアップ オーバーヘッドでラベルに応じてパケットをスイッチ
ングすることができます。

MPLS インターフェイ MPLS トラフィックがイネーブルのインターフェイス。MPLS は、シスコのオリジナル タグ スイッチ
ング提案の標準化されたバージョンです。ラベル フォワーディング パラダイム（ラベルに基づくパケッ
ス
トの転送）を使用します。
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MSO

マルチシステム オペレータ

MTU

最大伝送ユニット（Maximum transmission unit）
。特定のインターフェイスが処理することのできる最大
パケット サイズ。

N
NAS

ネットワーク アクセス サーバ。インターネットと回線（PSTN）と間のインターフェイスを取る、
AccessPath システムなどのシスコ製のプラットフォームまたはプラットフォームの集合体。

NMS

ネットワーク管理システム（Network management system）。少なくともネットワークの一部を管理する
システム。NMS は、一般的に廉価でパワーのある装備の整ったコンピュータで、エンジニアリング ワー
クステーションなどです。NMS はエージェントと通信して、ネットワークの統計やリソースを追跡し
続けるのに役立ちます。

NHLFE

ネクストホップ ラベル フォワーディング エントリ（Next Hop Label Forwarding Entry）

O
OID

オブジェクト ID（Object identifier）
。値は特定の MIB モジュールに定義されています。イベント MIB に
より、ユーザや NMS が指定オブジェクトを監視して、存在、しきい値、およびブーリアン テストに基
づいてイベント トリガーを設定することができます。トリガーが起動する際にイベントが発生します。
つまり、オブジェクト上に指定されたテストが真の値を返します。トリガーを作成するには、ユーザや
NMS がイベント MIB の mteTriggerTable 内のトリガー エントリを設定します。このトリガー エントリ
は、監視するオブジェクトの OID を指定します。各トリガー エントリ タイプに対して、テストを実行
するのに必要な情報と共に対応するテーブル（存在、しきい値、ブーリアン テーブル）が読み込まれ
ます。トリガーが有効（起動）する際に SNMP Set が実行されるか、通知が対象ホストに送信されるか、
またはその両方が実行されるように、MIB を設定することができます。

OIR

活性挿抜（Online Insertion and Removal）

OSM

オプティカル サービス モジュール（Optical Services Module）

P
PAP

パスワード認証プロトコル（Password Authentication Protocol）。PPP ピアで互いに認証可能にする認証プ
ロトコル。ローカル ルータに接続しようとするリモート ルータは、認証要求を送信する必要がありま
す。CHAP とは異なり、PAP はパスワードとホスト名またはユーザ名を（暗号化されていない）クリア
テキストで渡します。PAP 自体は未認証アクセスを回避しませんが、リモート エンドは識別します。そ
のユーザがアクセスを許可されたかどうかをルータやアクセス サーバが決定します。PAP は、PPP 回
線でのみサポートされます。

PEM

電源入力モジュール（Power Entry Module）

PPP

ポイントツーポイント プロトコル（Point-to-Point Protocol）。同期および非同期回線を通じたルータ同士
およびホストとネットワーク間の接続を提供します。PPP は、IP、IPX、ARA など複数のネットワーク
レイヤ プロトコルと連動するように設計されています。また PPP には、CHAP や PAP などのセキュリ
ティ メカニズムが組み込まれています。PPP は、LCP と NCP の 2 つのプロトコルに依存しています。
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Q
QoS

サービス品質（Quality of service）。送信品質とサービス可用性を反映した、送信システムのパフォーマ
ンス基準。

QAM

直交振幅変調（Quadrature Amplitude Modulation）。変調と位相コードの両方を含む、無線周波数搬送信
号へのデジタル信号の変調方式。QAM は、ダウンストリーム方向に使用される変調方式です。

R
RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service。RADIUS は、分散クライアント / サーバ システムで、未認証
アクセスに対してネットワークのセキュリティを確保するものです。シスコ実装では、RADIUS クライ
アントはシスコ製ルータで動作し、すべてのユーザ認証およびネットワーク サービス アクセス情報を
含む中央の RADIUS サーバに認証要求を送信します。

RF チャネル

無線周波数（Radio frequency）チャネル

RFC

コメント要求（Requests for Comments）のことで、1969 年に開始された、インターネット（元々は
ARPANET）に関する一連の文書。この文書では、コンピュータ通信についてさまざまな角度から議論
していて、ネットワーキング プロトコル、手順、プログラム、概念について焦点を当てていますが、会
議の議事録や意見、時にはジョークが含まれていることもあります。
RFC エディタは RFC の公開元であると共に、文書の最終的な編集にも責任を持っています。RFC エ
ディタは、RFC の元ファイルである RFC インデックスも保持していて、オンラインで検索可能です。
インターネット プロトコル関連の仕様書は、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術
特別調査委員会）と運営グループである Internet Engineering Steering Group（IESG）で定義され、RFC と
して公開されます。したがって、RFC の公開プロセスは、インターネットにおける標準化において重
要な役割を果たしています。詳細については、次の URL にあります。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios103/mib_doc/80516.htm#xtocid13

RMON

リモート ネットワーク モニタリング MIG は、ネットワークのリモート管理用 SNMP MIB です。RMON
は、数多くある IRTF 標準の SNMP ベース MIB の 1 つです。RMON により、ネットワーク オペレータ
は Network Management System（NMS: ネットワーク管理システム）を使用してネットワークの状態をモ
ニタすることができます。RMON は、イーサネット コリジョンなどの複数の変数を観察して、指定し
た時間間隔で変数がしきい値をこえるとイベントがトリガーされます。

RP

ルーティング プロセッサ

RSVP

リソース予約プロトコル（Resource Reservation Protocol）。IP ネットワーク全体でリソースの予約をサ
ポートするプロトコル。IP エンド システムを実行しているアプリケーションでは、RSVP を使用して
受信するパケット ストリームの特性（帯域幅、ジッタ、最大バーストなど）を他のノードに示すこと
ができます。RSVP は、IPv4 に依存しています。リソース予約設定プロトコルとも呼ばれます。

S
SAMIS

Subscriber Account Management Interface Specification

SEEPROM

Serial Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

SFP

Small form-factor pluggable Gigabit Ethernet interfaces

SID

ケーブル モデムのサービス ID。
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SIP

SPA インターフェイス プロセッサ（SPA interface processor）
。SIP はプラットフォーム固有キャリア カー
ドで、ラインカードのようにルータ ソケットに差し込みます。SIP は、SIP タイプに応じて 1 つまたは
複数の SPA をサブスロットに保持することができます。SPA はネットワーク インターフェイスを提供
します。SIP は、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）と SPA との接続を提供します。

SFP

Small form-factor pluggable（SFP）Gigabit Ethernet interfaces

SNMPv1

簡易ネットワーク管理プロトコル（Simple Network Management Protocol）
。インターネット標準で、RFC
1157 で定義されています。セキュリティは、コミュニティ ストリングに基づいています。SNMPv1 は、
コミュニティベースのセキュリティ フォームを使用しています。エージェントの MIB にアクセスでき
る管理者のコミュニティを、IP アドレスの Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）お
よびパスワードで定義します。

SNMPv2

SNMPv2 用のコミュニティ ストリングに基づく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 タイプを更新したものであり、SNMPv1 のコミュニティ
ベースのセキュリティ モデルを採用しています。
SNMPv2c サポートには、バルク検索メカニズムと、管理ステーションへの詳細なエラー メッセージ レ
ポート機能が含まれています。バルク検索メカニズムは、テーブルおよび大量情報の検索に対応し、伝
送に必要な往復回数を減らします。SNMPv2c の改善されたエラー処理サポートには、さまざまなエラー
状態を識別するための拡張されたエラー コードが含まれています。これらの状態は、SNMPv1 の単一
エラー コードでレポートされます。エラー戻りコードでは、エラー タイプをレポートするようになり
ました。3 種類の例外もレポートされます。
•

no such object 例外

•

no such instance 例外

•

end of MIB view 例外

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、装置への安全なアク
セスを提供します。

SNMPv3

•

メッセージ整合性 — パケットが送信中に改ざんされないようにします。

•

認証 — メッセージが有効な送信元から発信されたものである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、不正に傍受されないようにします。

SNMP エージェント

デバイスのデータを更新して、必要に応じてデータを管理システムにレポートする管理対象デバイスの
ソフトウェア コンポーネント。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）に常駐します。SNMP エージェントを管理対象デバイスでイネーブルに
するために、マネージャとエージェントとの関係を定義する必要があります。

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モニタするのに使用されるシステム。最も
一般的な管理システムは、NMS と呼ばれています。NMS という用語は、ネットワーク管理に使用され
る専用デバイス、またはネットワーク管理デバイスで使用されるアプリケーションに適用することがで
きます。さまざまなネットワーク管理アプリケーションが SNMP と共に使用することができます。こ
れらは、シンプルなコマンドライン アプリケーションから機能豊富なグラフィカル ユーザ インター
フェイス（CiscoWorks2000 製品ライン等）に至るまで、広い範囲で機能します。

SONET

Synchronous Optical Network。光ファイバ伝送の物理レイヤ インターフェイス。Telcordia Technologies,
Inc. によって開発された高速同期ネットワーク仕様で、光ファイバで動作するように設計されていま
す。STS-1 は、SONET の基本ビルディング ブロックです。1988 年に国際標準として承認されました。

SPA

共有ポート アダプタ（Shared port adapter）。SPA は、モジュール式のプラットフォーム独立型ポート ア
ダプタで、互換性のある SIP キャリア カードのサブスロットに挿入して、ネットワーク接続とさらに
高いインターフェイス ポート密度を提供します。SPA は、ネットワークと SIP との間のインターフェ
イスを提供します。

SX

短波長
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T
TCP

Transmission Control Protocol

TE

Traffic Engineered

TLV

タイプ、長さ、値（Type Lenght Value）。任意の順序でデータを格納するための動的フォーマット。資
産情報を格納するためにシスコ製の汎用 ID PROM で使用されます。

U
UBR

未指定ビット レート（Unspecified bit rate）。ATM ネットワークの ATM フォーラムで定義された QOS
クラス。UBR により、データ量をネットワークで送信される指定された最大量にすることができます
が、セル損失レートや遅延の面で保証はありません。Available Bit Rate（ABR; 使用可能ビット）
、CBR、
VBR と比較されます。

UCID

アップストリーム チャネル ID

UDI

Cisco Unique Device Identifier

UDP

ユーザ データグラム プロトコル（User Datagram Protocol）

US

アップストリーム

V
VBR

可変ビット レート（Variable bit rate）。ATM ネットワークの ATM フォーラムで定義された QOS クラ
ス。VBR は、Real Time（RT; リアルタイム）クラスおよび Non-Real Time（NRT; 非リアルタイム）ク
ラスに再分割されます。VBR（RT）は、これはサンプル間の固定タイミング関係にある接続に使用さ
れます。VBR（NRT）は、これはサンプル間の固定タイミング関係にある接続に使用されますが、依然
として保証済 QoS も必要です。

VPA

Versatile Port Adapter。SPA と同様です。

VRF

VPN ルーティングおよびフォワーディング テーブル

W
WCM

ワイドバンド ケーブル モデム

WDCD

Wideband Downstream Channel Descriptor

X
XENPAK

10GbE に適合する光ファイバ トランシーバ モジュール。

Z
ZX

延長到達距離 GBIC
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い
インターネットワーク
（Internetwork）

単一ネットワークとして機能するルータや他の装置によって相互接続されたネットワークの集合。イン
ターネットと呼ばれることもありますが、いわゆるインターネットとは混同しないでください。

インターフェイス カウ SNMP を通じたインターフェイス管理は、ifTable とその拡張の 2 つのテーブルに基づいていて、ifXTable
は RFC1213/RFC2233 で説明されています。インターフェイスにはメディアに応じて複数のレイヤがあ
ンタ（Interface
り、各サブレイヤはテーブル内の個別行で表されています。高位レイヤと低位レイヤの関係は、
counters）
ifStackTable に説明されています。
ifTable は、イン バウ ンド およ びア ウト バウ ンド オ クテ ット（ifInOctets/ifOutOctets）、パケ ット
（ifInUcastPkts/ifOutUcastPkts、ifInNUcastPkts/ifOutNUcastPkts）、エラー、廃棄の 32 ビット カウンタを定
義します。
ifXTable には、類似の 64-bit カウンタがあり、High Capacity（HC）カウンタ（ifHCInOctets/ifHCOutOctets
および ifHCInUcastPkts/ifHCOutUcastPkts）と呼ばれます。
インフォーム
（Informs）

SNMP マネージャが応答するまでメモリに保管される、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 リソースを多く使用します。

か
書き込み専用
（Write-only）

この変数は、変数の新規値を設定するためのみに使用することができます。たとえば、writeMen 変数
は、アクセスが書き込み専用で、現在の（実行中の）ルータ設定を、ルータがリロードされている場合
でも格納し保持することができる不揮発性メモリに書き込みます。値が 0 に設定された場合、writeMem
変数が設定メモリを消去します。

書き込みビュー
（Write view）

各グループの（64 文字以内の）ビュー名。ビュー名は、グループのユーザによって作成または変更可
能な Object Identifier（OID; オブジェクト ID）のリストを定義します。

カプセル化
（Encapsulation）

特定のプロトコル ヘッダーを使用したデータのラッピング。たとえば、イーサネット データは、特定
のイーサネット ヘッダーでラッピングされてからネットワーク上に送信されます。また、異類のネッ
トワークにブリッジングされる際には、あるネットワークからのフレーム全体が、そのまま他のネット
ワークのデータ リンク レイヤ プロトコルで使用されるヘッダーに置かれます。

カラム オブジェクト
（Columnar object）

MIB テーブルを定義する管理対象オブジェクトの 1 形式で、MIB テーブルは、行なしまたは複数の行
で構成されていて、各行には 1 つまたは複数のスカラ オブジェクトを含めることができます（たとえ
ば、IF-MIB の ifTable はインターフェイスを定義します）。

き
キープアライブ メッ
セージ（Keepalive
message）

2 つのネットワーク装置間の仮想回線がアクティブのままであることを相手のネットワーク装置に通
知するために、一方のネットワーク装置が送信するメッセージ。

く
クリティカル アラーム サービスに影響のある重大な状況が発生し、時間や曜日に関係なく即座に修正アクションを実施しなけ
重大度タイプ（Critical ればならないことを示しています。たとえば、ラインカードの活性抜挿や、物理ポート リンクのダウ
ン時の信号消失などです。
alarm severity type）
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こ
コミュニティ名
（Community name）

NMS のグループのアクセス環境を定義します。コミュニティ内の NMS は、同一管理ドメイン内に存在
していると考えられています。適切なコミュニティ名を認識しない装置は SNMP 動作から排除される
ため、コミュニティ名は脆弱な形の認証となります。

す
スカラ オブジェクト
（Scalar object）

単一のオブジェクト インスタンスである管理対象オブジェクトの 1 タイプ（IF-MIB の ifNumber や
BGP4-MIB の bgpVersion など）。

せ
整数

セキュリティ モデル
（Security model）

実数とすることのできる数値。たとえば、インターフェイス上の消失 IP パケットの数などです。また、
非数値を表す番号にすることもできます。たとえば、変数 tsLineType は端末サービス回線のタイプを
SNMP マネージャに返します。
セキュリティ モデルは、ユーザおよびユーザが所属するグループに関する認証ストラテジーです。セ
キュリティ レベルは、1 つのセキュリティ モデルで許容されるセキュリティのレベルです。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。

そ
相互運用性
（Interoperability）

ネットワークを介して正常に相互通信するために、さまざまなベンダーによって製造されるコンピュー
ティング装置の能力。

た
帯域幅（Bandwidth）

ネットワーク信号用に利用可能な最高周波数から最低周波数の範囲。この用語は、特定のネットワーク
メディアまたはプロトコルの定格スループット容量を表すのにも使用されます。

タイムスタンプ（Time 最後のネットワーク再初期化とトラップの生成との間の経過時間を示します。
stamp）

と
トラップ（Trap）

トラップは、非送信請求（デバイス起動）メッセージです。メッセージの内容は単純な情報ですが、大
部分はリアルタイム トラップ情報のレポートに使用されます。トラップは UDP データグラムなので、
ネットワーク上の問題を通知するための単独での信頼性（つまりパッシブ ネットワーク モニタリング）
はあまりありません。信頼できる障害レポートシステムが必要である際にトラップ誘導ポーリングまた
は SNMP インフォーム メカニズムが使用可能な場合に、他の SNMP メカニズムと共に使用することが
できます。

トラフィック エンジニ トラフィック エンジニアリングに使用されるラベルスイッチド トンネル。このようなトンネルは、通
常のレイヤ 3 ルーティング以外の方法で設定されます。これは、レイヤ 3 ルーティングがトンネルを使
アリング トンネル
用するのとは異なるパスを介してトラフィックを送信するのに使用されます。
（Traffic engineering
tunnel）
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トンネル（Tunnel）

ルータなどの 2 つのピア間の安全な通信パス。

ふ
フォワーディング
（Forwarding）

インターネットワーキング装置を介して最終的な宛先へフレームを送信するプロセス。

フレーム（Frame）

データ リンク レイヤ単位として送信メディアを通じて送信される、情報の論理的なグループ化。しば
しばヘッダーやトレーラと呼ばれ、同期およびエラー制御に使用され、単位に含まれるユーザ データ
の周りにあります。セル、データグラム、メッセージ、パケット、セグメントという用語も、OSI 参照
モデルのさまざまなレイヤやさまざまな技術サークルにおいて、論理情報のグループ化を表すのに使用
されます。

ブロードキャスト ス
トーム（Broadcast
storm）

多くのブロードキャストが全ネットワーク セグメントに同時に送信される有害なネットワーク イベン
ト。ブロードキャスト ストームは大量のネットワーク帯域幅を消費し、一般的にネットワーク タイム
アウトの原因となります。

ほ
ポーリング（Polling）

プライマリ ネットワーク装置が、セカンダリに送信するデータがあるかどうかを順番に問い合わせる
アクセス方式。セカンダリに送信する権限を与える、セカンダリに対するメッセージの形で問い合わせ
が発生します。

ま
マイナー アラーム重大 顧客のサービスに重大な影響のない問題や、システムの動作にとって必要不可欠ではないハードウェア
のアラームに使用されます。
度タイプ（Minor
alarm severity type）

め
メジャー アラーム重大 ハードウェアまたはソフトウェアの状態を示すのに使用されます。サービスの深刻な停止または重要な
ハードウェアの誤動作や障害を示します。システムの安定性を回復し維持するために迅速な注意と技術
度タイプ（Major
者による対応が必要です。サービスやシステム パフォーマンスの影響が比較的低いため、クリティカ
alarm severity type）
ル状態よりも緊急度が低くなります。セカンダリ NSE-100 または NPE-G100 カードに障害が発生した
り取り外されたりした場合にマイナー アラームが生成されます。

も
文字列（Display
string）

印刷可能な ASCII 文字列。一般的に名称や説明です。たとえば、変数の netConfigName は、装置のネッ
トワーク コンフィギュレーション ファイルの名称です。
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よ
読み取り専用
（Read-only）

この変数は、情報をモニタするためにのみに使用可能です。たとえば、locIPUnreach 変数は、アクセス
が読み取り専用で、到達不能アドレスに関連した Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネッ
ト制御メッセージ プロトコル）パケットが送信されるかどうかを示します。

読み取りと書き込み
（Read-write）

この変数は、情報をモニタし、変数の新規値を設定するのに使用することができます。たとえば、
tsMsgSend 変数は、アクセスが読み取りと書き込みで、メッセージ送信完了後に実行するアクションを
決定します。
この変数で可能性のある整数値は以下の通りです。
1 = なし
2 = リロード
3 = メッセージ完了
4 = 中止

ら
ラベル（Label）

パケットのフォワーディングを決定するのに使用される短い固定長の ID。
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