
RV215W の簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMP） 設定 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワークを管理し、監視するのに使用す
るアプリケ− ションレイヤプロトコルです。 ネットワーク管理者によって SNMP がネット
ワークパフォーマンス、検出および正しいネットワーク上の問題を管理するのに使用されネ
ットワーク統計情報を集めます。 SNMP 管理された ネットワークは管理対象装置、エージ
ェントおよびネットワーク管理者で構成されています。 管理対象装置は SNMP 機能が可能
のデバイスです。 エージェントは管理対象装置の SNMP ソフトウェアです。 ネットワーク
管理者は SNMP エージェントからデータを受け取るエンティティです。 ユーザは SNMP
通知を表示するために SNMP v3 マネージャ プログラムをインストールする必要があります
。
 
この技術情報は RV215W の SNMP を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

SNMP コンフィギュレーション
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインは > SNMP 『管理』
を選択 し。 SNMP ページは開きます:
 



  
SNMP システム情報
 

 
ステップ 1： RV215W の SNMP 設定を許可するために SNMP フィールドのイネーブルを
チェックして下さい。
 
注: RV215W のエージェントのためのエンジン ID はエンジン ID フィールドで表示する。



エンジン ID が管理対象装置のエージェントを識別するのに使用されています。
 
ステップ 2. SysContact フィールドでシステム接点の名前を入力して下さい。 それはシステ
ム接点のための連絡先 情報を含む一般的な方法です。
 
ステップ 3. SysLocation フィールドで RV215W の物理的な位置を入力して下さい。
 
ステップ 4. SysName フィールドで RV215W の識別の名前を入力して下さい。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

SNMPv3 ユーザコンフィギュレーション
 

 
ステップ 1.望ましいアカウントに Username フィールドで設定するために対応する Radio
ボタンをクリックして下さい。 ユーザのアクセス権はアクセス権 フィールドで表示する。
 

• ゲスト—ゲストユーザは特権だけを読みました。
 
• 管理者ユーザが特権を読み、書く Admin -。
 

呼び出します。 セキュリティレベル ドロップダウン リストから望ましいセキュリティを選
択して下さい。 認証がユーザを認証し、SNMP 機能を表示するか、または管理することを
許可するのに使用されています。 プライバシーは SNMP 機能のセキュリティを強化するの
に使用できるもう一つのキーです。
 

• 認証無しおよびプライバシー無し—ユーザによって認証またはプライバシー パスワード
が必要とされません。
 
• 認証およびプライバシー無し—ユーザによって認証だけ必要とされます。
 
• 認証およびプライバシー—認証がおよびプライバシー パスワードは両方ユーザによって
必要とされます。
 

ステップ 3 セキュリティレベルが認証が含まれている場合、認証アルゴリズム Server フィ
ールドの所定のサーバに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。 このアルゴリズム
はハッシュ 関数です。 ハッシュ 関数が指定ビット メッセージにキーを変換するのに使用
されています。
 

• MD5 — Message-digest 5 （MD5）は入力を奪取 し、入力の 128 ビット メッセージ要約
を生成 する アルゴリズムです。
 



• SHA — Secure Hash Algorithm（SHA）は入力を奪取 し、入力の 160 ビット メッセージ
要約を生成 する アルゴリズムです。
 

ステップ 4.認証 パスワード フィールドでユーザ向けのパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 5 セキュリティレベルがプライバシーが含まれている場合、プライバシー アルゴ
リズム フィールドの望ましいアルゴリズムに対応する Radio ボタンをクリックして下さい
。
 

• DES —データ暗号化規格（DES）はメッセージを暗号化し、復号化するのに同じ方式を
使用する暗号化アルゴリズムです。 DES アルゴリズムは AES より速く処理します。
 
• AES —高度暗号化規格（AES）はメッセージを暗号化し、復号化するのに異った方法を
使用する暗号化アルゴリズムです。 これは AES に DES よりセキュア暗号化アルゴリズム
をします。
 

ステップ 6.プライバシー Password フィールドでユーザ向けのプライバシー パスワードを
入力して下さい。
 
ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

設定をトラップして下さい
 

トラップはシステムイベントを報告するのに使用される生成された SNMP メッセージです
。 トラップはシステムイベントのネットワーク管理者を知らせるネットワーク管理者に
SNMP メッセージを送るために管理対象装置を強制します。
 

 
ステップ 1.トラップ通知が IP address フィールドで送信 される IP アドレスを入力して下
さい。
 
ステップ 2.トラップ通知が Port フィールドで送信 される IP アドレスのポート番号を入力
して下さい。
 
ステップ 3.トラップマネージャが Community フィールドでに属するコミュニティ ストリン
グを入力して下さい。 コミュニティ ストリングはパスワードとして機能する文字列です。
SNMP によってエージェントとネットワーク管理者の間で送信 される メッセージを認証す
ることを使用します。
 
注: このフィールドは SNMPトラップ バージョンがバージョン 3 ではない場合その時だけ
適当です。
 
ステップ 4 SNMP バージョン ドロップダウン リストから SNMP トラップ メッセージのた
めの SNMP マネージャ バージョンを選択して下さい。
 

• v1 —コミュニティ ストリングをトラップ メッセージを認証するのに使用します。
 



• v2c —コミュニティ ストリングをトラップ メッセージを認証するのに使用します。
 
• v3 —暗号化されたパスワードをトラップ メッセージを認証するのに使用します。
 

ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 


	RV215W の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） 設定
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	SNMP コンフィギュレーション
	SNMP システム情報
	SNMPv3 ユーザコンフィギュレーション
	設定をトラップして下さい



