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1. はじめに 

このテキストでは、WebNMS Simulation Toolkit のインストールと、SNMPエージェントの作成、SNMPエージェントのネ

ットワーク作成を中心に、Simulation Toolkit の基本的な機能を使った操作を説明していきます。このテキストを一通り

お読みいただくことで AdventNet Simulation Toolkitの基本的な操作を習得することができます。 

 

 

 

【製品の目的】 

ネットワーク管理アプリケーションのテストでは、複数のベンダーの機器が配置された環境でテストを行うことが必要で

す。また、お客様先でネットワーク管理製品のデモを行う場合、大規模で複雑なネットワーク環境でのアプリケーション

の可用性を示すことが必要です。更に、ユーザ様の側においても、購入前に事前に評価試験をする必要があります。

つまり、ネットワーク管理製品の開発工程におけるテスト、開発終了後、お客様先で行う製品デモ、最後に、購入を検

討されたお客様による評価試験、という様々な工程において、ネットワーク環境が必要になります。 

 

しかし、実際の環境を準備するには以下のような問題があります。 

 

      ①価格が高い 

      ②バージョンなども含めて、実環境と全て同じの環境を作るのは難しい 

      ③実機を用いて、デバイスの障害発生やエージェントを異常停止させることは難しい 

      ④ネットワーク作成には、機器やネットワークに熟練した要員が必要 

      ⑤営業デモの度にネットワーク作成することは不可能 

 

Simulation Toolkit を使用することで、これらの問題に対応した仮想ネットワークを容易に作成することが 

可能になります。 

 



 

 

【製品概要】 

WebNMS Simulation Toolkit は、ネットワーク管理エージェントのシミュレーションを行うツールです。シミュレーションの

対象となる管理プロトコルは、SNMP、TL1、TFTP、FTP、Telnet、IOS です。ネットワーク機器の購入や設置をせずに、

ネットワーク管理システムの試験環境やデモ環境を作成できます。また、エラー状況など詳細な動作をシミュレートす

ることも可能です。 

ネットワーク管理システムの開発やテストを行う部門/技術者のみでなく、ネットワーク管理システムの販売部門や企

業内のシステム管理者の方にも役立つツールです。 

システムの品質改善や作業時間の短縮に貢献します。 

 

【動作環境】 

Windows ( Server2008 R2 /Server 2012 / Server 2012 R2 /7 /8 ) 

CPU 2.4 GHz Processor 

メモリー 4 GB RAM 

ディスク容量 最小 80 GB 

 

Linux (RedHat Linux 9以後 /RHEL3以後 /Fedora13以後 /Ubuntu11 以後 ) 

CPU 2.4 GHz Processor 

メモリー 4 GB RAM 

ディスク容量 最小 80 GB 

 

 

【ダウンロード】 

Simulation Toolkit の最新版は、下記の URLからダウンロードできます。 

http://www.webnms.jp/products/WebNMS_Simulation_Toolkit/download.html 

Simulation Toolkitは、Windows 版、Linux 版の 2つのバージョンがあります。 

 

【インストール（Windows 版）】 

ダウンロードモジュールを実行すると、インストーラが起動されます。 

インストーラの指示に従ってインストールしてください。 

 

【サービスパックの適用】 

以下のサイトから最新のサービスパックモジュールをダウンロードできます。 

http://www.webnms.com/simulator/servicepack.html 

Simulation Toolkit をインストール後、２章で説明している Simulation Toolkit のメイン画面から 

[Options] → [Update Manager]から、[Update Manager]を起動し、サービスパックを適用してください。 

http://www.webnms.jp/products/WebNMS_Simulation_Toolkit/download.html
http://www.webnms.com/simulator/servicepack.html


 

 

 

 

2. Simulation Toolkit の起動 

 

Simulation Toolkitは、Windows のスタートメニューから起動します。 

[スタート] → [ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(P)] → [WebNMS Simulation Toolkit 9] → [WebNMS Simulation Toolkit 9] 

を選択すると、Simulation Toolkit のメイン画面が起動されます。 

 



 

 

以降で、各ツールの使用方法を説明します。 

・ MIB Browser ： SNMPエージェントのテストを行う簡易マネージャツールです。任意のMIBをロードし、SNMPエー

ジェントにリクエストを送信可能です。 

・ SNMP Agent Simulator ： 1台の SNMPエージェントをシミュレートします。また、シミュレートを行う SNMPエージ

ェントの各種設定を行います。（MIB 値の設定、実機からの MIB のレコード、スクリプト言語を使用した複雑なシミ

ュレートなど） 

・ Network Designer ： 数万のSNMPエージェントが動作するネットワークをシミュレートすることが可能なネットワー

クシミュレーションツールです。 

・ Snmp Trap Stormer  マネージャのスケーラビリティをテストするための V1/V2 トラップの送信ツールです。 

・ Network Recorder ： 開始 IPアドレスと終了 IPアドレスを指定することで、この範囲のネットワークに接続されて

いる SNMPエージェントのスナップショット情報をレコード可能です。 

・ Snmp Trap Recorder ： 指定したポートで、SNMPv1、SNMPv2 トラップを受信し、レコードすることが可能です。こ

のデータを XMLファイルに保存し、Agent Simulator に読み込むことで、リクエスト/しきい値/タイマーベースとラッ

プとして再生することが可能です。 

 

 

3. SNMP Agent Simulator の使い方 

 

1台のSNMPエージェントをシミュレートするツールです。シミュレートを行うSNMPエージェントの各種設定が行えます。

（MIB値の設定、実機からの MIBのレコード、スクリプト言語を使用した複雑なシミュレートなど） 

 

3.1. 起動 

ランチャー画面から、[SNMP Agent Simulator] を選択してダブルクリックして SNMP Agent Simulator を起動します。 

  

 

 



 

 

以下のような SNMP Agent Simulator 画面が表示されます。 

 

 

 

が実装している MIBファイルをロードします。 

（例： ルータをシミュレートしたい場合には、そのルータが実装する MIBをロードします。） 

ここでは、RFC1213-MIB をロードします。 メニューから、[File] → [Load MIB File] を選択します。 

 



 

 

 

ファイル選択画面から、「RFC1213-MIB」 を選択してください。 

複数の MIB ファイルを選択すると、選択した複数の MIBを一度にロードします。 

 

MIBファイルを解析後、以下のような画面が表示されます。 

 



 

 

「OK」をクリックします。 

 

 

次にシミュレータの動作の設定を行います。 

メニューから、[Settings] → [Agent Settings] を選択します。 

以下のような設定画面が表示されます。 

 

この設定画面上で、シミュレータが動作する ポート番号や、SNMPのバージョン、コミュニティなどの設定を行います。 

今回はデフォルトのまま Port を「8001」にし、「OK」ボタンをクリックします。 

 



 

 

 

メニューから [Operations] → [Start Agent] を選択すると、デフォルトの値で、シミュレータが起動します。 

 

 

 

[ SNMPエージェントが 8001番ポートで起動しました ] 

 

デフォルトでは、SNMP のリクエストに対して毎回固定の値を応答します。毎回 MIB の値を増減する、ランダムの値を

応答する設定が可能です。 

 

スクリプト言語（Jython）を利用すれば、条件分岐や繰り返しなどの複雑な動作をシミュレートすることも可能です。 

SNMP エージェントの値の設定や、スクリプト言語（Jython）によるエージェントの振る舞い(Behavior)の設定は、以下

の章で行います。その前に、SNMPエージェントのテストを行う際に使用するMibBrowserという SNMPマネージャツー

ルの使用方法を以下に説明します。 

 

メニューから [Operations] → [Stop Agent] を選択すると、シミュレータが停止します。 

 

3.2. MibBrowser の使い方 

 



 

 

MibBrowser は、SNMP エージェントのテストを行う SNMP マネージャツールです。任意の MIB をロードし、その MIB を

実装した SNMPエージェントをテストすることができます。 

ランチャー画面から、 [Browsers] → [MibBrowser] を選択してダブルクリックして MibBrowser を起動します。 

  

 

以下のような MibBrowser 画面が表示されます。 

 

続いて、テストする MIBをロードします。 今回は、「RFC1213-MIB」 を実装した SNMPエージェントをテストしますので、

RFC1213-MIBをロードします。 

メニューから、[File] → [Load MIB] を選択します。 



 

 

 

「RFC1213-MIB」をロードします。 

 

 
 

先ほど設定した Localhost上のポート番号 8001番で動作している SNMPエージェントから、値を取得してみましょう。 



 

 

 

MibBrowser の左側のツリーから、任意のノードを選択して、SNMP Get コマンドを実行することで SNMP エージェント

から値を取得できます。「Host」テキストフィールドには、SNMPエージェントが動作しているシステムの IPアドレス又は

ホスト名を設定します。今回は、ローカルホスト上の SNMP エージェントをテストしますので「localhost」のままにしてお

きます。MIB-2の「system」グループの MIBの値を取得してみましょう。 

 

「  RFC1213-MIB →  mgmt →  mib-2 →  system →  sysLocation 」を選択し、メニューバーから「Get SNMP 

Valuable」アイコンをクリックします。 

 

Snmp Agent Simulator で起動している SNMPエージェントの RFC1213-MIBの sysLocation のデフォルト値 

”sysLocation” が取得できたことが分かります。 

 

同様に、「Get Next SNMP Valuable」「Set SNMP Valuable」のアイコンにより、SNMPエージェントに対して 

Get Next/Set リクエストを送信し、結果を画面に表示させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

次に、SNMPエージェントから送信される SNMP Trap を受信してみましょう。 

メニューバーから「Trap Viewer」アイコンをクリックし、Trap Viewer を起動します。 

 

 
 

 

 

デフォルトでは、Port番号 162で SNMP Trapを待ち受けしますが、今回は Port を[ 8002 ]に変更し、[Start]ボタンを 

クリックします。 

ステータスが「Status : Listening for Traps」に変わり、Trap待ち受け状態になります。 

 

 

 



 

 

実際に SNMP Trapを受信すると、上記のように表示されます。[ Show Details ]ボタンをクリックすることで、Trap情報

の詳細を参照することができます。 

 

 

上記のような操作により、MibBrowserを用いて、作成したSNMPエージェントに対してSNMPリクエストの送信、SNMP

エージェントからの Trapや Informの受信を行い、SNMP Agent Simulator、もしくは Network Designer で作成したネッ

トワーク内のデバイスのテストを行うことができます。 

 

MibBrowserの更に詳細な使用方法については、以下の URLに公開していますヘルプドキュメントや、Simulation 

Toolkit 操作マニュアルをご参考ください。 

【参考資料 URL】 

http://www.webnms.jp/products/WebNMS_Simulation_Toolkit/download.html 

 

以降、SNMP Agent Simulatorのガイドに戻り、SNMPエージェントの実装方法を説明します。 

 

3.3. 実エージェントからの MIB のレコード 

既存の SNMP機器上で動作している SNMPエージェントから、MIB の値をレコードしてみましょう。 

この MIB のレコード機能を利用することで、膨大な MIBのシミュレーションデータを容易に設定可能です。 

メニューから [Configure] → [Record from a Real Agent] を選択します。 

 



 

 

 

 

以下のような画面が表示されます。 

 



 

 

 

ここでは、MIBをレコードしたい SNMP機器、ポート番号、レコードする MIBの値を指定します。 

ここで、指定した機器から MIBデータをレコードします。設定後、[Record] ボタンで、MIBのレコードを開始します。 

* Agent Nameは、IPアドレスとエージェントマシンのホスト名のどちらでも指定できます。 

 

レコードが終了しましたら、メニューから、[Operations] → [Start Agent] を選択して、シミュレータを起動します。 

このシミュレータは、レコードした SNMP機器と同様の値を返します。 

 

[Network Designer] でレコードしたデータを利用するために、設定を保存します。 

メニューから、[File] → [Save As] を選択し、保存します。 



 

 

 

 

Configuration File に「delhi」と入力します。 

｢OK｣をクリックして、データベースに保存します。 

  

 

以上により、以下のディレクトリに、設定ファイルが保存されます。 

snmpagents / delhi / 

 

3.4. SNMP エージェント設定 

1) スカラー値を変更 

Mibツリーから、[mib-2] → [system] → [sysName]を選択し、Valueを[TestSystem]に 

変更し、Enterキーをクリックし、SNMPエージェントの値を変更します。 

 



 

 

 

 

MibBrowserで Getリクエストを実行することで、変更を確認できます。 

 

 

 



 

 

Simulation Typeを[RANDOM]に設定し、[Range]ボタンから設定値を追加することで、 

SNMP Getリクエストの応答値は、設定値の中からランダムに値を返すようになります。 

 

 

 

[ Random Valueを追加し、ランダムに応答する値を追加 ] 

 

2) テーブル値を変更 

Mibツリーから、[mib-2] → [ip] → [ipAddrTable]を選択し、[Configure Table]をクリックします。 

ipAddrTableの値が表示されます。[Add Row]ボタンをクリックし、値を追加します。 



 

 

 

 

 

 

    追加するテーブル値として、以下の値を設定し、OKをクリックします。 

 ・ipAdEntAddr : 192.168.50.1        -  CONST 

 ・ipAdEntIfIndex : 5                 -  CONST 

 ・ipAdEntNetMask : 255.255.255.0   -  CONST 

 ・ipAdEntBcastAddr : 1              -  CONST 

 ・ipAdEntReasmMaxSize: 65535      -  CONST 

 



 

 

 

 

ipAddrTableに設定した値が追加されたことが分かります。設定値には、CONST(一定値)の他に 

RANDOM(ランダム ), EXPONENTIAL(指数関数 ), WAVE(COS 関数 ), LINER(一次関数 ), 

SINWAVE(SIN関数)を指定することができます。 

 

また、[Add Multiple Rows]ボタンから、複数行を一括追加することや、[Modify Row / Modify 

Multiple Rows]ボタンから値の編集、[Delete Row]ボタンから行の削除ができます。 

 

編集したテーブルの値は、MibBrowserのメニューバーの[View SNMP data table]ボタンから、 

確認することができます。 

 



 

 

 

 

3) Syntaxが TimeTicksの SNMP値を変更 

Mibツリーから、[mib-2] → [system] → [sysUpTime]を選択し、[Value]に 

“$sysuptime”と入力します。 

 

 sysUpTimeに Getリクエストを送信すると、SNMPエージェントを起動してからの時間が応答 

  されるようになります。 

 



 

 

3.5. トラップのシミュレーション 

ここでは、トラップのシミュレーションを行います。 

メニューから [Configure] → [Traps] を選択します。以下のような Trap Configurations 画面が表示されます。 

 

[Add] ボタンをクリックしてトラップを追加します。 

 

 

 

 



 

 

トラップシミュレーションには 3つのタイプがあります。 

・リクエストベース ： SNMPの Get/Set リクエストを受けた時に Trap を送信 

・しきい値ベース  ： 値が指定条件に合致した時に Trap を送信 

・タイマーベース  ： 指定した時刻に Trap を送信 

それぞれ、画面左のアイコン [Request Based]、[Threshold Based]、[Timer Based] から選択します。 

ここでは、リクエストベースのトラップシミュレーションを実行します。[Request Based]を選択して下さい。 

 

リクエストベースのトラップでは、SNMPマネージャからの Get/Set リクエストをトリガとしてトラップを送信します。 

[Associated Variable] には、トリガとなる MIBを選択します。 

その他、トラップバージョン、トラップタイプ、トラップ OID、マネージャのアドレス、ポート番号、コミュニティなどを指定し

ます。今回は、[Associated Variable] に『.1.3.6.1.2.1.1.5 (system/sysName)』、トラップバージョンに 『Snmp V2c』、トラ

ップ OID に『.1.3.6.1.2.1.1.6 (system/sysLocation)』、Manager Port に『8002』を設定します。 

 

[Request Type]には、トリガとなるリクエストの種類 [Get and Set] を選択します。 

 

 

 

値を入力後、[OK] ボタンをクリックします。 



 

 

 

追加したトラップのエントリがリストに追加されます。 

ここで、リストからトラップを選択して[Send]ボタンをクリックしてトラップを送信することが可能です。 

エージェントを起動後、マネージャから、先ほど設定したトリガの MIB（.1.3.6.1.2.1.1.5.0）に Get または Set リクエストを

送信すると、トラップが送信されます。(エージェントを起動すると、「Send」ボタンがアクティブになります。) 

 

トラップの受信は、MIB Browser の Trap Viewer を使って確認可能です。 

 

[ MibBrowserにて受信した Trap ] 

 

 

 



 

 

3.6. インフォーム シミュレーション 

通常、SNMP Trapを受信した際に、SNMP Managerは応答 PDUを送信したりはしません。SNMP Inform

リクエストの場合、SNMP Managerは応答 PDUを送信し、SNMPエージェント側では応答 PDUが返って

くるのを待ちます。応答 PDUが無い場合、SNMPエージェントは再度 Informリクエストを送信します。 

この仕様により、エージェントからの通知を、Trapよりも確かなものにできます。 

 

ここでは、インフォームのシミュレーションを行います。 

メニューから [Configure] → [Informs] を選択します。以下のような Inform Configurations画面が表示されます。 

 

 

[Add] ボタンをクリックしてインフォーム追加設定画面を起動します。 

インフォーム シミュレーションには、[Generate for] セクションのリストの通り 3つのタイプがあります。 

 

インフォーム シミュレーションには、[Generate for] 3つのタイプがあります。 

・リクエストベース ： SNMPの Get/Set リクエストを受けた時に Informを送信 

・しきい値ベース  ： 値が指定条件に合致した時に Inform を送信 

・タイマーベース  ： 指定した時刻に Inform を送信 

今回は、リクエストベース[Generate Inform on Get & Set]を選択し、その他の項目には以下の値を 

設定します。 

Variable : .1.3.6.1.2.1.1.6  (sysLocation) 

Manager Port : 8002 

snmpTrapOid : .1.3.6.1.2.1.1.5  (sysName) 

 



 

 

 

値を入力後、[OK] ボタンをクリックします。 

 

 

追加したインフォームのエントリがリストに追加されます。 

ここで、リストからインフォームを選択して[Send]ボタンをクリックしてトラップを送信することが可能です。 

エージェントを起動後、マネージャから、先ほど設定したトリガの MIB（.1.3.6.1.2.1.1.6）に Get または Set リクエストを

送信すると、インフォームが送信されます。(エージェントを起動すると、「Send」ボタンがアクティブになります。) 

 

今回の場合、localhostの 8002番ポートで inform リクエストを SNMP Managerが受信した場合、Manager から 

応答 PDUが送信されます。送信された応答メッセージは、[ Inform Response ]タブ画面から確認できます。 



 

 

 

[ SNMP Managerから送信された応答メッセージ ] 

 

 

3.7. エラーシミュレーション 

エラーシミュレーションでは、マネージャからのリクエストに対して、任意のエラー応答を返すことが可能です。 

メニューから[Configure] → [Error Simulation] を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以下のような設定画面が表示されます。 

 

 

ここでは、system グループの、sysDescr に対するリクエストを受信した際に、[tooBig]エラーを返すように設定を行い

ます。以下のように設定し、[Add]ボタンをクリックしてください。 

 



 

 

 

 

エージェントを起動後、マネージャから、sysDescr にGet/GetNext/Setリクエストを受信すると、[tooBig]エラーで応答

します。 

 

 

3.8. Behavior シミュレーション 

ここでは、スクリプト（Jython/JPython）を使用した、複雑な動作をシミュレート可能な Behavior シミュレーションを行い

ます。メニューから、[Configure] → [Behavior Simulation] を選択します。 

 

 



 

 

以下のような設定画面が表示されます。 

 

まず、上段のリスト横の[Add]ボタンをクリックしスクリプトを追加します。 

[Add]ボタンをクリックすると以下のような画面が表示されます。 

 



 

 

ここでは、実行するスクリプトファイル名と、実行するトリガを選択します。 

トリガとして、リクエストベース、しきい値ベース、タイマーベースが選択可能です。 

・リクエストベースの場合には、Get/GetNext/Set や、リクエストの前後などの選択が可能です。 

・ し き い 値 ベ ー ス の 場 合 に は 、 [EQUAL_TO] 、 [NOT_EQUAL_TO] 、 [LESS_THAN] 、 [GREATER_THAN] 、

[CUSTOM_RANGE]を選択可能です。 

・タイマーベースの場合には、エージェントの起動時や、指定した時間を選択可能です。 

 

ここでは、system グループの sysUpTime に対するリクエストを受信した場合にスクリプトを起動してみたいと思いま

す。 

[Request Based]を選択して下さい。 

[Select OID]ボタンをクリックして、MIBツリーから、[sysUpTime]を選択して下さい。 

[Script File Name]は、[sysUpTime.py]にしておいて下さい。 

画面下の 6つのチェックボックスのうち、[ After ～ ] の 2つをチェックして下さい。 

 

 

[Next]ボタンをクリックすると、次の画面に進みます。 



 

 

 

 

[Match All the Conditions] を選択すると、設定された条件全てに合致した場合にスクリプトが実行されます。 

[Match Any of the Condition] を選択すると、設定された条件のいずれかに合致した場合にスクリプトが実行されま

す。 

ここでは、[Match Any of the Condition]を選択して、[Add]ボタンをクリックし 1つ条件を追加します。 

表示されたダイアログ内の[Select Method] には、[ getCurrentValue ] を選択して下さい。 

[Select Operator] には、[ >= ] を選択して下さい。 

[Specify Value] には、[1000]を指定して [ OK ]ボタンをクリックして下さい。 

 * ここで、エージェントの sysUpTime には ”$sysuptime”を指定していましたが、今回のテストでは、数値に戻す 

   必要があります。 

 

 



 

 

リストに、追加されます。 

 

[ Next ] ボタンをクリックして下さい。 

以下のような画面が表示されます。 

 

 

[Add] ボタンをクリックして実行するアクションを追加します。 

以下のような画面が表示されます。 



 

 

 

 

実行できるアクション一覧は以下の通りです。 

 ・ Update Value : 指定 OIDの値を更新 

 ・ GetNode Value : 指定 OID の値を取得 

 ・ Insert Row to Table : 指定 Table に行を追加 

 ・ Delete Row from Table : 指定 Tableの行を削除 

 ・ Delete All Rows from Table : 指定 Table の全行を削除 

 ・ Send Trap : Trap 送信 

 ・ Send Inform: Inform 送信 

 ・ Generate Random Number : ランダムな数値を生成 

 ・ Delay Action : オペレーションをミリ秒単位で遅らせる 

 ・ Terminate Action : エラーPDUを送信し、オペレーションを中断 

 

ここでは、トラップを送信するアクションを定義します。 

[ Select Method ] には、[ Send Trap ] を選択して下さい。 

その他の値は以下の画面のように設定してください。トラップ OIDは 『.1.3.6.1.4.1(enterprises)』とします。 



 

 

 

 

設定後、[ OK ] ボタンをクリックして下さい。 

リストにアクションが追加されます。 

 

 

[ Finish ] ボタンをクリックして下さい。 

すると、最初の設定画面に、スクリプトとアクションの内容が追加されます。 



 

 

 
 

[ Close ] ボタンをクリックして下さい。 

以上で、設定が完了です。 

エージェントを起動後、マネージャから、sysUpTime に Get/GetNext/Set リクエストを受信すると、sysUpTimeが 

1000以上場合のみ Trapが送信されます。 

より複雑な動作をシミュレートしたい場合には、スクリプトファイルを直接編集することも可能です。 

 

選択します。 



 

 

 

[ sysUpTimeが 1000 以上の場合、条件に合致するため Trapが送信される ] 

 

これまでの操作により、以下の振る舞いをする RFC1213-MIB情報を持つ SNMPエージェントの設計が 

完了しました。 

     ● [system] - [sysName]の値が、Get リクエスト毎にランダムに値が変更される。 

     ● [system] - [sysName]に Get/Set リクエストを送信すると、Trapが送信される。 

     ● [system] - [sysLocation] に Get/Set リクエストを送信すると、Informが送信される。 

     ● [system] - [sysDescr] に Get/Set リクエストを送信すると、too largeエラーが返る。 

     ● [system] - [sysUpTime] に Get リクエストを送信し、値が 1000以上の場合、Trapが送信される。 

     ● [ip] - [ipAddrTable] に、テーブル行を一行追加。 

 

エージェントを停止し、[ File ] → [ save ] をクリックして、これまでの変更を保存します。 

 

 

 

この保存した “delhi_main.xml” を Network Designerでロードすることで、設計した SNMPエージェント

が存在する仮想ネットワークを作成することができます。 

 

この手順は、次章の「Network Designerの使い方」で説明します。 

 

3.9. コマンドラインからの起動 

エージェントシミュレータは、コマンドラインから起動することも可能です。 

コマンドプロンプトを起動し、設定を行ったシミュレータの保存されているディレクトリに移動します。 

 



 

 

<Simulator_Home>\bin\cmdlineに移動し、下記のように入力します。 

<Simulator_Home>\bin\cmdline>StartSnmpAgent.bat -c <Simulator_Home>\snmpagents\delhi\delhi_main.xml 

-p 8005 

 

 

3.10. 複数エージェントの起動 (SNMP Proxy Agent) 

同一 IP上に複数のSNMPエージェントがあるようにシミュレートすることが可能です。この機能はコマンドラインでサポ

ートされます。 

 

(1)エージェント設定ファイルの作成 

まず、はじめに Agent Simulatorを使ってエージェントの設定ファイルを作成します。ここでは、SNMPエ

ージェントの設定情報は <filename>_main.xml というファイルに保存されます。 

 

(2)マッピング設定ファイルの作成 

コミュニティ文字列に基づく SNMP エージェントとの接続に必要なマッピング情報はテキストフォーマット

で用意します。この情報は適切なエージェントにメッセージを送信するために使用します。フォーマットは以

下の通りです。 

 

フォーマット： 

コミュニティ文字列=エージェント設定ファイルのパス|エージェント ID 



 

 

Windows OSでの設定ファイル例 

xxx=c:/simulator/multiple_agent/conf1_main.xml|1 

yyy=c:/simulator/multiple_agent/conf2_main.xml|2 

zzz=c:/simulator/multiple_agent/conf3_main.xml|3 

 

Linux または Solaris OSでの設定ファイル例 

aaa=/home/simulator/multiple_agent/confi4_main.xml|4 

bbb=/advent2/sim_3_1/community_agents/config5_main.xml|5 

 

(3)コマンドラインからの SNMP Proxy Agentの起動 

設定ファイルを作成した後、コマンドラインから<Simulator_Home>/bin/cmdline ディレクトリの中で

StartSnmpProxyAgent.bat/sh を実行します。オプションは以下の通りです。 

・-pc <設定ファイル名> : マッピング情報を含む設定ファイルを指定します。これは入力必須項目です。 

・-p <ポート番号> : Proxy Agentを開始するポート番号です。 

・-ip <エージェント IPアドレス> : Proxy Agentの IPアドレスです。 

例 

StartSnmpProxyAgent.bat –pc conf.txt –p 8005 –ip localhost 

 

 

 



 

 

3.11. RMI 経由のシミュレータの操作 

RMI を使用してリモートから SNMP Agent Simulator を操作することが可能です。 

RMI 経由で可能な操作は、Simulation Toolkitの RMI Client APIに定義されています。 

MIBデータの取得、追加、更新、トラップの送信、Inform リクエストの送信などの操作が可能です。 

（Network Simulator では、特定のエージェントの起動と停止も行えます。） 

 

ここでは、同一マシン上の別の Java VMからエージェントシミュレータに対して、トラップの送信を実行させます。 

まず、RMI Registry を起動します。 

「＜Simulator_Home＞\bin\cmdline」ディレクトリの下の「StartRMIRegistry.bat」 を実行します。 

これで、RMI レジストリの起動は完了です。 

  

次に、エージェントシミュレータの設定を行います。 

まず必要な MIBを全てロードします。（ここでは RFC1213-MIBをロードします。） 

メニューから、[Operations] -> [Simulate Values または Resimulate Values] を実行します。 

 

 

メニューから、[Settings] -> [Agent Settings] を選択します。 



 

 

 

「Configure Behavior」画面が表示されます。 

ここで [Manage using RMI]をチェックします。これで、エージェントは、起動時に RMI registryに登録されます。 

 

 

 



 

 

次にエージェントを起動します。メニューから、[Operations] → [Start Agent]を選択します。 

 

 

次に、RMI 経由でエージェントにトラップを送信させて見ます。 

以下のソースコードを「MySimulatorClient.java」という名前で作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

package com.adventnet.simulator.client; 

import com.adventnet.simulator.remote.rmi.SimScrRmiClient; 

public class MySimulatorClient { 

    public MySimulatorClient () { 

        init(); 

        sendTrap(); 

    } 

    private SimScrRmiClient myClient = null; 

    private boolean refObtained = false; 

    void init() { 

        myClient = new SimScrRmiClient (); 

        refObtained = myClient.getObjectRef("localhost" , "1099" , "SnmpSimulator"); 

    } 

    private void sendTrap() { 

        if(refObtained) { 

          System.out.println("trap sending thru rmi "); 

          myClient.sendV1Trap("localhost" , 162 , "public" , ".1.3.6.1.2.1.11" , 0 , 0); 

        } 

    } 

    public static void main(String[] arg) { 

 new MySimulatorClient(); 

    } 

} 



 

 

コンパイル後、 「 java.exe com.adventnet.simulator.client.MySimulatorClient 」と実行すると、トラップが送信されます。

(<Simulator_Home>\jars\AdventNetAgentSimulatorRuntime.jar をクラスパスに追加してください) 

トラップの送信は、MIBブラウザのトラップビューワにて確認できます。 

 

また、少し高機能なサンプルアプリケーションが「tutorials\rmi\client\bin」ディレクトリにありますので、そのディレクト

リの「executeScript.bat」を下記のように編集後、実行してください(RMI のオブジェクトリファレンスを取得するサンプル

です。「tutorials\rmi\client\source」ディレクトリにありますサンプルのソースコードでは、3030 番のポートに対して

SNMP v1 トラップを送信していることが、MIBブラウザのトラップビューワにて確認できます。) 

 

 
@echo off 

call .¥setClasspath.bat 

rem Set the JAVA_HOME variable before executing the batch file 

set JAVA_HOME=C:¥j2sdk1.4.2 (お使いの Javaのインストールディレクトリに修正してください。) 

%JAVA_HOME%¥bin¥java com.adventnet.simulator.client.SimulatorRMIClient   conf/RMIParameters.conf 

cd bin 



 

 

3.12. SNMP PDU のカスタマイズ 

SNMP マネージャによってリクエストが作成されたとき、SNMP マネージャにパケットを送信する前に、SNMP agent 

simulatorはメモリバッファ上にレスポンスSNMP PDUを作成して、ソケットレイヤにPDUを書き込みます。そこでは、IP

と UDPヘッダが加えられます。SNMP PDU Scramblerは、リクエスト/レスポンス SNMP PDUのカスタマイズをサポー

トします。 

 

リクエスト SNMP PDUのカスタマイズ 

<Simulator_Home>/examples/pduscrambler/SimulatorPduScrambler.java にある processRequestPDU  (SnmpPDU 

reqPDU)メソッドをリクエスト PDUのカスタマイズに用います。このメソッドは、SNMP GET、GET NEXT、SET リクエスト

のとき、要求を処理するためのシミュレータにパケットを送る前に、SnmpPDUオブジェクトと共に呼ばれます。 

 

例：標準出力にバーバインド情報を出力するようにカスタマイズ 

import com.adventnet.snmp.snmp2.SnmpPDU; 
import com.adventnet.simulator.scripting.SimScrIntf; 
  
public class SimulatorPduScrambler implements SimPDUScramInterface { 
  
/*Describe processRequestPDU method here. */ 
  
public SnmpPDU processRequestPDU(SnmpPDU reqPdu) throws 
com.adventnet.snmp.snmp2.SnmpException { 
  
/* 
 * add User Code here. 
 **/ 
 
 System.out.println( reqPdu.printVarBinds() ); 
 
/** 
 * Here user can use the scriptIntf obj ref for working with behavior API 
 * The api implementation here is equivalent to configuring jython scripts 
 * to be executed before processing request condition 
 */ 
  
// doProcessWithScriptAPI(); 
  
/** 
* if you need to terminate the operation you have to throw the error. In this case * simulator will skip the 
normal SNMP processing and send updated PDU as response * * PDU. 
 */ 
  
updateErrStatAndTerminate(reqPdu); 
return reqPdu; 
} // End of the method processRequestPDU() 

 

レスポンス SNMP PDUのカスタマイズ 

<Simulator_Home>/examples/pduscrambler/SimulatorPduScrambler.java にある processResponsePDU (SnmpPDU 

reqPDU)メソッドをレスポンス PDUのカスタマイズに用います。このメソッドは、SNMP GET、GET NEXT、SETリクエスト

のとき、ソケットレイヤにパケットを送信する前に SnmpPDUオブジェクトと共に呼ばれます。 

 



 

 

例：標準出力にバーバインド情報を出力するようにカスタマイズ 

import com.adventnet.snmp.snmp2.SnmpPDU; 
public class SimulatorPduScrambler implements SimPDUScramInterface { 
 
/*Describe processResponsePDU method here. */  
 
public SnmpPDU processResponsePDU(SnmpPDU respPdu)  { 
 
/**  
 * add User Code here. 
 */ 

 System.out.println( respPdu.printVarBinds() ); 

/**  
 * Here user can use the scriptIntf obj ref for working with behavior API  
 * The api implementation here is equivalent to configuring jython scripts 
 * to be executed after processing request condition 
 */ 
 
// doProcessWithScriptAPI(); 
 
/* Here user can set the ErrorStatus and ErrorIndex vlaue in the PDU,for example */ 
// setErrorIndexAndErrorStatus((byte)1,byte(1),respPdu); 
        return respPdu; 
    } // End of the method processResponsePDU() 

 

環境設定を行うために、コマンドプロンプトで<Simulator_Home>/binにある SetEnv.batを実行します。 

次に、<Simulator_Home> 上で、javac –d conf examples¥pduscrambler¥SimulatorPduScrambler.javaと

実行してコンパイルを行います。 

 

 

 

コンパイルを行った後、コマンドプロンプトからエージェントを起動して、SNMP GETを行うと標準出力に

varbind の情報が表示されます。 

 



 

 

 

リクエスト PDU 処理時の 

標準出力 

レスポンス PDU 処理時の 

標準出力 



 

 

Network Designerの使い方 

 

数万の SNMPエージェントが動作するネットワークをシミュレートすることが可能なネットワークシミュレーション 

ツールです。 

 

ランチャー画面から、[Network Designer] をダブルクリックし Network Designer を起動します。 

  

 

以下のような Network Designer 画面が表示されます。 

 

 



 

 

ネットワークシミュレーションの手順は、以下のようになります。 

 デバイスのタイプを追加する 

 新規ネットワークに、デバイスを配置する 

 ネットワークを起動する 

 

3.13. デバイスの追加 

1) Agent Simulatorで設計した XXX_main.xml をロードする方法 

Devices ツリーから「Hosts」を右クリックし、ポップアップメニューから「Add Device」を選択し、デバイスを追加します。 

 

以下のような [Add Device] 画面が表示されます。 

 



 

 

[Device Name] には、追加する任意のデバイス名を設定します。(例: Test01) 

[Device Image] には、デバイスのアイコンファイル名を設定します。 (例: ./devices/images/host16.png) 

 

 

[Pre-Configuration Files] をチェックして、 [Load] をクリックします。 

delhi / delhi_main.xml 

を選択します。 

 



 

 

[Create]ボタンをクリックすると、以下のようにデバイスツリーに、SNMPエージェント[ delhi ] が “Test01” 

として追加されます。 

 

 

2) Mib Walkファイルをロードする方法 

Devices ツリーから「Hosts」を右クリックし、ポップアップメニューから「Add Device」を選択し、デバイスを追加します。 

表示された[Add Device] 画面で、[MIB Walk file]タブ画面を表示します。 

 

 



 

 

ここで、MIB Walk ファイルを指定してデバイスを追加します。 

 

MIB Walk ファイルは、MibBrowser を用いて取得することができます。 

今回は、SNMP Agent Simulator で作成した delhi デバイスの SNMP Walk ファイルを作成します。 

Agent Simulator を起動し、[File] → [Load Agent Configuration] を選択し、エージェント設定ファイルロード画面 

を起動します。 

 

 

 

delhi / delhi_main.xml ファイルを指定し、[Open] をクリックします。 

 



 

 

Delhiエージェントがロードされたので、メニューバーから[ Start Agent ] アイコンをクリックし、エージェント 

を起動します。 

 

 

MibBrowserで mib-2 [ .1.3.6.1.2.1 ] を選択し、Get SNMP Variables を実行します。 

 



 

 

メニューバーから、[File] → [Save Result As] をクリックします。 

 

Simulation Toolkitのインストールフォルダ直下に、Delhi.txt として保存します。 

 

Delhi.txt を開き、5行目までの”Sent get request to localhost : 8001”と最後の 3行が不要なので、削除します。 

 



 

 

これで、delhiデバイスの SNMP Walk ファイル “Delhi.txt” が作成できました。 

SNMP Agent Simulatorの SNMPエージェントを停止し、Network Designerのデバイス追加に戻ります。 

 

[MIB Walk file]タブ画面で、以下の値を設定します。 

 デバイス名 ： DelhiWalk 

 デバイスイメージ ： windows_32.png 

 デバイスタイプ ： SNMP Device 

 Walk ファイル名 ： Delhi.txt 

 Mib ファイルレポジトリ： ./mibs 

 Walk ファイル形式 ： NodeName:-->Value 

 

 

 

[ Create ] ボタンをクリックすると、デバイスツリーに SNMP Walk ファイルを元に作成されたデバイス 

“DelhiWalk” が追加されていることが分かります。 

 



 

 

 

 

3.14. ネットワークの作成 （方法１: Create a Network using the Wizard） 

新規ネットワークを作成しデバイスを追加します。 

メニューから、[Network] → [New] を選択します。ネットワーク作成のウィザードが起動されます。 

「Create a Network using the Wizard」（左側のアイコン）を選択し、「Network Name」を入力後、「OK」をクリックします。 

ここでは、「TestNet01」と入力します。 

 

 



 

 

次の画面では、ネットワーク上に配置するデバイスのタイプ、ネットマスク、IPアドレスの範囲を指定します。 

ここでは、先ほど追加した、デバイスタイプ（Test01）を選択します。 

さらに、ポート番号も設定します。 

 

ここでは、デバイスを１０個配置するため、IP Address: 192.168.100.1 、Total Device : 10 としています。 

設定後、「Create」ボタンをクリックします。 

すると、以下のように、ネットワーク上に、10個の SNMPエージェントが配置されます。 

 



 

 

3.15. ネットワークの作成 （方法２: Create a Random Network using the Wizard） 

新規ネットワークを作成してデバイスを追加します。 

メニューから、[Network] → [New] を選択します。ネットワーク作成画面が起動されます。 

 

右側のアイコンを選択し、[Network Name]に「TestNet02」と入力します。 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

次に、Network Designerの[Tools]→[Random Device Addition]から Random Devices Creation を起動します。 

 

 



 

 

 

[Add]ボタンをクリックします。 

[Device]に Test01 を選択し、[No of devices]に 2 と入力します。 

同様に、Windows 2000 を１つ、RedHat Linux を 2 つ、DelhiWalk を３つ追加します。SNMPポートを 8001にします。 

開始 IPアドレスは [ 192.168.100.11 ] とします。 

 

  
 

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 



 

 

以下のようにデバイスが追加されます。 

 

 

 

3.16. ネットワークの起動 

メニューから、[Run] → [Start Network] を選択すると、以下のような画面が表示されます。 

 

 

左のリストから、作成した 2つのネットワークを選択して、[ >> ] ボタンで、右のリストに追加し、[ OK ] ボタンをクリック

します。以上で、ネットワーク上に追加した SNMPエージェントが起動されます。 

 



 

 

正常に開始すると、表示が緑色になります。 

 

 

 

Mib Browser から、各 IPアドレスのデバイスに対して Get/Set リクエストを送信することで、 

実際に起動中のデバイスの動作を確認することができます。 

 

ネットワークと停止するときには、メニューから、[Run] → [Stop Network] を選択すると、ネットワークの 

シミュレーションが停止します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.17. 各エージェントの設定 

各エージェントの MIB値の値を設定するには、ノードを選択し、メニューから [Configure] → [SNMP Agent Values]を

選択します。以下のような、設定画面が表示されます。 

 

 

ここで、MIBの値の設定が可能です。それぞれの項目の設定方法は、SNMP Agent Simulator と同様です。 

 * Value に値を設定する際には、設定値を反映させる為に、テキストフィールドを選択した状態で一度 『Enter』をクリ

ックしてください。 

 



 

 

 

3.18. 各エージェントの設定 （ Bulk Modification ） 

Bulk Modification を使用すると、複数のエージェントの設定を一括で変更することが可能です。 

メニューから、[Tools] → [Bulk Modification] を選択します。 

 

以下のような [Bulk Modification] 画面が表示されます。 

 

 



 

 

ここでは、以下のようなオプションが選択可能です。 

[IPAddress] 

 Network Designer に配置した SNMPエージェントのアドレスを変更します。 

[Port] 

 Network Designer に配置した SNMPエージェントのポート番号を変更します。 

[SNMP OID] 

Network Designerに配置した SNMPエージェントの MIBの値を変更します。 

ここでは、[SNMP OID]を選択します。 

 

本画面を使用し、変更する MIBを追加します。 [Add] ボタンをクリックしてください。 

 

 

ここでは、MIBの値を変更する SNMPエージェント情報を設定します。 

 



 

 

[Starting IP Address] 変更するエージェントの開始アドレス (192.168.100.1) 

[Ending IP Address] 変更するエージェントの終了アドレス (192.168.100.10) 

[OID] 変更する MIBの OID (.1.3.6.1.2.1.1.5) 

[Value] 変更する MIBの値 (delhi_$No) 

*  [Value] では、$IP、$Community、$Port、$No などのマクロが使用可能です。 

それぞれ、変更するエージェントの IPアドレス、コミュニティ、ポート番号、連続した数字 に置き換わります。 

 

ここでは、それぞれの SNMP エージェントの MIB 「sysName （.1.3.6.1.2.1.1.5）」の値を、「delhi_連番」 となるように変

更します。 

以上のように、膨大なエージェントの MIBの値を容易に編集することが可能です。 

 

3.19. ネットワークの保存 

設定したネットワークを保存します。 

ツリーから、保存したいネットワークを選択して、メニューから [ Network ] → [ Save ] を選択します。 

すると、<Simulation Toolkit>/networks/<ネットワーク名> 以下に保存されます。 

 

3.20. コマンドラインからの起動 

ネットワークシミュレータは、コマンドラインからも起動することが可能です。 

コマンドプロンプトを開き<Simulator_Home>\bin\cmdline に移動します。 



 

 

 

<Simulator_Home>\bin\cmdline>StartNetwork.bat -net TestNet02 -m 1 -l net.log 

 

4. Trap Stormer の使い方 

SNMP Trap Stormerは、SNMP v1/v2c トラップを設定し、送信するためのツールです。このツールを使用することで、

任意の間隔で、または、バースト的に任意の数のトラップを送信可能です。 

このツールは、バーストモードでは、4 つのバーバインドを含む v1/v2c トラップを毎秒、最大 1800 トラップ送信可能で

す。また、ノーマルモードでは、２つのバーバインドを含む v1/v2c トラップを毎秒 400 トラップ送信可能です。 

（動作環境：Linux OS、CPU 2.4GHz） 

 

ランチャー画面から、 [Snmp Trap Stormer] を選択後、ダブルクリックにより Snmp Trap Stormer を起動します。 



 

 

  

 

以下のような SNMP Trap Stormer 画面が表示されます。 

 

 

続いて、トラップ送信で使用するMIBをロードします。 今回は、「RFC1213-MIB」 を使用した SNMP トラップをテストす

るので、RFC1213-MIB をロードします。 

メニューから、[File] → [Load Mib] を選択し「RFC1213-MIB」をロードします。 



 

 

 

 

次に、送信するトラップ設定を行います。メニューから[Table] → ｢Add｣を選択します。 

すると、以下のような Trap Configuration画面が表示されます。 

 

 

「Manager Name」と、「Manager Port」には、送信先のアドレスとポート番号を入力します。 

その他、トラップのコミュニティ、バージョン、トラップ OID、バーバインドなどを設定します。 

「Send All In One Burst」をチェックすると、間隔をあけずにトラップを送信します。 

「Number of Times」には送信するトラップの数を設定します。 (例: 5) 

「Time Interval」は、トラップの送信間隔をミリ秒で設定します。 (例: 1000) 

すべてのパラメータを設定した後で、「OK」ボタンをクリックします。 

以上で、トラップのエントリが追加されます。 



 

 

 

 

エントリを選択して、「Send」ボタンをクリックすると、トラップが送信されます。 

トラップの受信は、MibBrowser のトラップビューワを使用し確認できます。 

 

 

 

 

5. Network Recorder の使い方 

Network Recorderは、開始 IPアドレスと終了 IPアドレスを指定することで、この範囲のネットワークに接続されている

SNMPエージェントのスナップショット情報をレコードします。 

 * Network Recorder で実際の情報を登録する際には、Network Designer を起動した状態にしてください。登録データ



 

 

は、Network Designer と同時に起動される MySQLのデータベースに登録されるため、Network Designer を起動して、

データベースが起動中にしている必要があります。 

ランチャー画面から、 [Network Recorder] を選択し、ダブルクリックにより Network Recorder を起動します。 

  

以下のようなNetwork Recorder画面が表示されます。 

 

レコードされたデータは、networks\network3ディレクトリに保存されます。このディレクトリに保存されているファイルを

Network Designer で読み込むことが可能です。 



 

 

[Record]をクリックします。 

[Load Existing Network]をクリックします。 

 

先ほどレコードしたネットワーク「network3」をロードします。 

 
検出した SNMP ノードがロードされます。 



 

 

 

 

6. Snmp Trap Recorder の使い方 

Snmp Trap Recorderは、指定したポートで、SNMPv1/SNMPv2トラップを受信し、レコードするためのツールです。この

データを XML ファイルに保存し、Agent Simulator に読み込むことで、リクエスト/しきい値/タイマーベースのトラップと

して送信することが可能です。 

 

ランチャー画面から、 [Snmp Trap Recorder] を選択してダブルクリックして Snmp Trap Recorder を起動します。 

 



 

 

  

 

以下のような Snmp Trap Recorder画面が表示されます。 

トラップを受信するポートとコミュニティを指定し、[Start]ボタンをクリックします。 

 

 

 

SNMP エージェントから SNMP トラップを受信すると以下のように、一覧表示されます。 



 

 

 

 

「Save」ボタンをクリックし、受信したトラップ情報をファイルに保存します。 

本ファイルを Agent Simulatorの Configure→Traps メニューから読み込み、Agent Simulator を使用し、全く同じ SNMP

トラップを送信することができます。 



 

 

 

[Associated Variable]にトラップ対象の OID を設定します。 

[Load from recorded traps]の[Load]をクリックします。 

 

 

先ほどレコードした「TrapRec」を選択します。 

[OK]をクリックします。 



 

 

 

レコードしたトラップが設定されました。 

[OK]をクリックします。 
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