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（ADCOM News Release） 
 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係各位 

MIB ブラウザが無償で で リミテッドエデ 
ィションを追加した「Advanced Trap Receiver」
の最新バージョン 19.4 を提供開始 

 Docker Compose を し 簡単にトライア
ルが可能に  

 2019 10 月 29 日 

 

 

株式会社アド・コム（Advanced Computer Support Co., Ltd.、本社：東京都中央

区、代表取締役：高野 敏晴、URL：http://www.adcomltd.co.jp/）は、通信系キャ

リア、データセンター、オンプレミス運用企業、および ・ ・研究・ 機関な

どを対象にした、SNMP トラップ 拹運用の 化を 勶するアプリケーション

「Advanced Trap Receiver」の最新バージョン 19.4 を 2019 11 月 1 日から提供

開始します。 

 

「Advanced Trap Receiver」の最新バージョン 19.4 では、有償ライセンスの「ス

タンダードエディション」に含まれる MIB ブラウザや SNMP トラップログの参照など

の一部の機能が 用できる「リミテッドエディション」を新たに 加します。今回 加

する「リミテッドエディション」はネットワークやシステムの SNMP に関連する検証

やテストで 用できるエンジニアリングツールとして、 償ライセンスでの提供を い

ます（営 目的での 用、改変、再配布は勘 ）。 

 

本アプリケーションの MIB ブラウザはオープンソースソフトウェア Net-SNMP の

snmptranslate コマンドから取得した MIB オブジェクトの情報をベースに、MIB のツ

リー構造や MIB オブジェクトの定義内容を WEB ブラウザから参照することができま

す。MIB オブジェクトはシン ル（  .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system 

.sysDescr）、および数値（  .1.3.6.1.2.1.1.1）タイプの OID に加え、モジュール名

とオブジェクト名（  RFC1213-MIB::sysDescr）を組み合わせた Net-SNMP のデフ

ルト 式に対応し、目的とする MIB オブジェクトを 拱く簡単に検 すること

ができます。 
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MIB ブラウザの画面では、MIB オブジェクトの値の取得や設定を う snmpwalk、

snmpget、snmpset の や SNMP トラップログの参照なども えます。また、「ス

タンダードエディション」では、受信トラップのイベント通知メールの本文に MIB オ

ブジェクト用の置換変数 {MIB.DEFINITION},  {MIB.DESCRIPTION} などを設定

することができます。これにより、トラップやバインド（VARBINDS）の内容と合わ

せて、それらのオブジェクト定義や説明をイベント通知メールから確認できるようにな

ります。 

 

なお、今回の最新バージョン 19.4 からコンテナ型仮想化の Docker 環境で

「Advanced Trap Receiver」が構築できる Docker Compose ファイルを用意しまし

た。Docker Compose は簡単に複数コンテナ構成の作成や 除を一 拻 することが

できるため、トライアルやテスト環境等を構築する場合にご活用ください。 

 

アド・コムでは、IT ファシリティのコンサルティングをはじめ、最新技術を搭載し

たコンパクトで の高い空調機や UPS、STS、データセンター向けトラックバスダ

クトシステム、バッテリーモニタリングシステムなどの販売、エンジニアリングサービ

スを提供し、企業や研究機関における安定したシステム運用を総合的に支援していきま

す。 

 

 

◆ 発売開始：2019 11 月 1 日より 

 

 

◆ 価格 

 

スタンダードエディション 198,000 円  

（詳細は別途お問い合わせください） 
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「Advanced Trap Receiver」最新バージョン 19.4 の  

 

・パターン条件によるトラップの分類やフィルタリング 

（ホスト名、IP アドレス、トラップ OID、バインドデータ*1 に対応） 

・トラップの 本情報に やカテ リなどを 加したイベントを生成 

・バインドデータを組合せたイベント名称の作成（日本語対応） 

・イベント非生成期間、イベントカウンタによる重複イベントの集約 

・メール通知、REST、およびシェルスクリプトに対応するイベント連携 

・トラップイベントの確認 作 を拑す拻 機能 

・グラフィカルなレポート表示やランキング表示（CSV ファイル 対応） 

・MIB ブラウザ機能（snmpwalk、snmpget、および snmpset 機能を含む） 

・ブラックリスト機能による受信トラップの除外 

・トラップのデータをさまざまなアプリケーションやスクリプトでシェア 

*1 バインドデータは数式条件と文 条件にも対応 

 

 

◆ 「リミテッドエディション」についての補足事項 

 

・ライセンス 用期間は 1 間（1 以 も 償ライセンスとして 勸 用 ） 

・MIB ブラウザ機能（snmpwalk、snmpget、および snmpset 機能を含む）が 用  

・受信トラップログの参照機能が 用 （イベント生成、メール通知機能等は勘 ） 

・ブラックリスト機能（受信トラップの除外）が 用  

・MIB モジュール数（MIB ファイル数）や MIB オブジェクト数などの 用勧拘なし 

・スタンダードエディションや弊社取扱商品の広告表示あり 

・営 目的での 用、改変、再配布は勘  

・ライセンスの提供は弊社のみ（パートナー経由のライセンス提供はなし） 

・サポート関連（別途有償対応） 

 

 

◆ 想定される主な導入先 

 

・通信系キャリア 

・データセンター 

・オンプレミス運用企業 

・ 、 、研究、 機関 
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◆「Advanced Trap Receiver」商品ページ 

http://www.adcomltd.co.jp/appli/atr/ 

 

 

◆ のお申し込み 

https://www.adcomltd.co.jp/appli/atr/request/ 

 

 

◆ エンドユーザライセンスのお申し込み 

https://www.adcomltd.co.jp/appli/atr/license/ 

 

上記 URL から、「スタンダードエディション」、「リミテッドエディション」、および「ト

ライアルエディション」（試用期間最大 3 月）のお申し込みが えます。 

 

 

◆ アプリケーション動作環境 

 

・サーバーOS *2 

CentOS Linux(x86-64) 7, 8 / Debian(amd64) 9(stretch), 10(buster) / Oracle 

Linux(x86-64) 7, 8 / Red Hat Enterprise Linux(x86-64) 7(Maipo), 8(Ootpa) / 

Ubuntu(amd64) 16.04 LTS(Xenial Xerus), 18.04 LTS(Bionic Beaver) 

 

・クライアント WEB ブラウザ *2 *3 

Firefox 69 以上 / Google Chrome 78 以上 / Internet Explorer 11 / Microsoft 

Edge 44 以上 / Opera 64 以上 / Safari(macOS) 12 以上 / Safari(iOS) 12 以上 

(QXGA 以上) 

 

・サポート言語 

日本語(ja)、英語(en-US) 

 

*2 弊社動作確認済みのバージョン 

*3 WEB ブラウザに Flash Player、Java、Silverlight などのプラグインのインストールは勘要 
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◆ ソリューションパートナー、およびシステムデバイスパートナー（ 勘 ） 

 

Zero Networks 株式会社   http://www.zeronetworks.co.jp/ 

TEL: 03-6550-9246（営業部）  e-mail: sales@zeronetworks.co.jp 

 

株式会社アデットバリューコンサルティング http://www.sherpasuite.net/ 

TEL: 050-5212-3731（営業企画本部） e-mail: sales@addvc.co.jp 

 

中央電子株式会社    http://www.cec.co.jp/ 

TEL: 042-621-5531（プロダクトソリューション事業部） 

 

株式会社アイエスエイ   http://www.isa-j.co.jp/ 

TEL: 03-3208-1563（営業部）  e-mail: info@isa-j.co.jp 
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◆ ニュースリリース画像一覧 

 
画像 1：MIB ブラウザの画面 

 

 
画像 2：snmpwalk 画面 
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画像 3：受信トラップログの参照画面 

 

 
画像 4：MIB の説明が確認できるイベント通知メールの  
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画像５：Docker Compose を 用したトライアル環境の構築 
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★  ★  ★  ★ 

 

【本ニュースリリースに関する情報】 

：画像５枚 

「Advanced Trap Receiver」商品ページ: 

http://www.adcomltd.co.jp/appli/atr/ 

 

報道関係各位お問い合わせ先： 

TEL: 03-5542-0251（PR 担当） 

FAX: 03-3553-2276 

e-mail: aips@adcomltd.co.jp 

 

お客様お問い合わせ先： 

TEL: 03-5542-0251（PR 担当） 

  e-mail: aips@adcomltd.co.jp 

お問い合わせページ： 
https://www.adcomltd.co.jp/contact/ 

【会社概要】 

社名: 株式会社アド・コム 

設 : 1992（平成 4） 1 月 

本 : 2,025 万円 

代表取締役社 : 高野 敏晴 

住所: 104-0033 

東京都中央区新川 1 丁目 22 番 11 号（永代ビル） 

ホームページ: http://www.adcomltd.co.jp/ 
 

 
※文中の社名、商品名、機種名、各社の商標は登録商標です。 

※株式会社アド・コムは本ニュースリリースの記載内容に技術的 りや 、記載にあた ての りや れがあ た場合でも ら

を負いません。 

 

2019 10 月 


