
RV320 および RV325 VPN ルータの設定 簡易ネ
ットワーク管理プロトコル（SNMP） 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワークトラフィックを管理し、モニタ
するのに使用されているアプリケ− ションレイヤプロトコルです。 SNMP はネットワーク
で必要とされたときネットワークの問題の出典を見つけるのをすぐに助けるようにさまざま
なデバイスのすべてのアクティビティ レコードを保存します。 RV32x VPN Router シリー
ズでは、SNMPv1/v2c か、SNMPv3、またはネットワークの望ましいパフォーマンスがある
ことをその両方が同時に可能にすることができます。
 
この資料の目標は RV32x VPN Router シリーズの SNMP を設定する方法を説明することで
す。
  

適当なデバイス
 

• RV320 は VPN Router WAN 二倍になります 
• RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

• v1.1.0.09
  

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システム管理 >
SNMP を選択し。 SNMP ページは開きます:
 

 
ステップ 2.システム 名 フィールドでホスト名を入力して下さい。
 
ステップ 3. System Contact フィールドのルータを担当する人の名前か連絡先 情報を入力し



て下さい。
 
ステップ 4. System Location フィールドでルータの物理的な位置を入力して下さい。
 
注: システム接点およびシステムロケーション フィールドで入力される情報はデバイスの動
作を修正しません。 望まれるように推奨がデバイスを管理するのを助けるようにそれらを
入力できます（たとえば、System Contact フィールドに電話番号を含めることそれを好ま
しい見つけるかもしれません）。
 
ステップ 5.エージェントがトラップコミュニティ Name フィールドで属するトラップコミ
ュニティ名前を入力して下さい。 トラップは特定のイベントが発生するときデバイスによ
って送信 される メッセージです。 トラップコミュニティ名前は 64 までの英数字である場
合もあります。 デフォルト トラップコミュニティ名前は公共です。
 
ステップ 6.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

SNMPv1/SNMPv2c 設定
 

SNMPv1 は SNMP の最初のバージョンで、今不確か考慮されます。 SNMPv2c は SNMP
の改善されたバージョンです。 それは SNMPv1 および改善されたエラー処理よりより多く
のセキュリティを提供します。
 

 
ステップ 1： SNMPv1/2c を有効に するためにイネーブル SNMPv1/v2c をチェックして下
さい。
 



 
ステップ 2.得コミュニティ名 フィールドでコミュニティ名を入力して下さい。 コミュニテ
ィ名をです SNMP Get コマンドを認証する read only コミュニティ ストリング取得して下
さい。 Get コマンドが SNMP デバイスから情報を検索するのに使用されています。 得コミ
ュニティ名は 64 までの英数字である場合もあります。 デフォルトはコミュニティ名をです
公共取得します。
 
ステップ 3. Set community Name フィールドでコミュニティ名を入力して下さい。 それは
SNMP Set コマンドを認証するリード/ライト（read/write）コミュニティ ストリングです。
Set コマンドがデバイスの変数を修正するか、または設定 するのに使用されています。 Set
community 名前は 64 までの英数字である場合もあります。 既定のセット コミュニティ名
は私用です。
 
ステップ 4. SNMP 管理用ソフトが SNMPv1/v2c トラップレシーバ IP address フィールド
で動作する特定のサーバの IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。 トラップ メッセー
ジはサーバからの管理者にエラーかエラーが発生する場合管理者を知らせるために送られま
す。
 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

SNMPv3 設定
 

SNMPv3 は SNMP の最新バージョンであり、3 SNMP バージョンの中のセキュリティの最
高レベルを提供します。 それはまたリモート 設定を提供します。
 



 
ステップ 1： SNMPv3 を有効に するためにイネーブル SNMPv3 をチェックして下さい。
  

SNMPv3 グループ 管理 
 

SNMPv3 グループ 管理はデバイスにアクセスの異なるレベルでグループを作成することを
許可します。 適切に考えると同時にこれらのグループにそれからユーザをマッピング する
ことができます。
 



 
ステップ 1. SNMPv3 グループ 管理 表の新しいグループを追加するためにグループ 表で『
Add』 をクリック して下さい。 SNMPv3 グループ 管理 ページは開きます:
 



 
ステップ 2. Group Name フィールドでグループの名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 3.セキュリティレベル ドロップダウン リストからセキュリティの種類を選択して
下さい。 セキュリティの種類は次の通り記述されています:
 

• 認証無し、プライバシー無し—このグループのユーザが認証 パスワードを設定 するか、
またはプライバシー パスワードを設定 するために必要となりません。 メッセージは暗号
化されないし、ユーザは認証されません
 
• 認証、プライバシー無し—ユーザが認証 パスワード、ないプライバシー パスワードを設
定 するために必要となります。 ユーザはメッセージが受け取られるが、メッセージは暗
号化されません場合認証されます。
 
• 認証プライバシー—ユーザが認証 パスワードおよびプライバシー パスワードを両方設定
するために必要となります。 ユーザはメッセージが受け取られる場合認証されます。 メ
ッセージはまたプライバシー パスワードを使用して暗号化されます。
 



 
ステップ 4 （グループにアクセスできてほしい MIB を特定の管理情報ベース選択するため
に）チェックボックスをチェックして下さい。 MIB が管理されたシステムの必要な情報を
定義するのに使用されています。 それは iso.org.dod.internet.mgmt.mib として表されます。
仕様 MIB の設定によって、グループがデバイスのさまざまな部分にアクセスできることを
許可することができます。
 
ステップ 5.グループに権限水平な利用可能の選択するために各々のチェックされた MIB の
ための特定の Radio ボタンをクリックして下さい。 権限レベルは次の通り定義されます:
 

• Read only —このグループのユーザは MIB から読んで、それを修正なできます。
 
• 読み書き— MIB から読まれたこのグループのユーザは両方にできそれを修正します。
 

ステップ 6.スクロールし、設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 これ
はグループ 表にグループを追加します。
 



 
次に設定されたグループを変更したいと思う場合ステップ 7. （オプションの）は望ましい
グループの Radio ボタンをクリックし、それぞれフィールドを『Edit』 をクリック し、変
更します。
 
設定されたグループを削除したいと思う場合ステップ 8. （オプションの）はグループの望
ましい Radio ボタンをクリックし、次に『Delete』 をクリック します。
  

SNMPv3 ユーザマネージメント
 

SNMP ユーザは SNMP サービスが実行されるリモートユーザです。
 
注: ユーザー テーブルのユーザを追加できる前にグループ 表にグループを追加しなければ
なりません。
 



 
ステップ 1. SNMPv3 ユーザマネージメント 表の新規 ユーザを追加するためにユーザー テ
ーブルから『Add』 をクリック して下さい。 User Management ページ SNMPv3 は開きま
す:
 

 
呼び出します。 SNMP のためのユーザマネージメントを有効に するためにイネーブルをチ
ェックして下さい。
 
ステップ 3. User Name フィールドでユーザネームを入力して下さい。



ステップ 4.グループ ドロップダウン リストから望ましいグループを選択して下さい。 新規
ユーザはこの特定のグループに追加されます。
 
ステップ 5.認証方式を選択するために特定の Radio ボタンをクリックして下さい。 認証方
式は次の通り記述されています:
 

• MD5 —メッセージ要約 Algorithm-5 （MD5）は 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数です
。
 
• SHA — Secure Hash Algorithm（SHA）は考慮される MD5 よりセキュアと 160 ビット
ハッシュ 関数です。
 

ステップ 6.認証 パスワード フィールドで認証のためのパスワードを入力して下さい。 認証
パスワードはデバイスの間で先立って共有されるパスワードです。 それらがトラフィック
を交換するとき、特定のパスワードをトラフィックを認証するのに使用します。
 
ステップ 7.プライバシー方式 フィールドの望ましい暗号化の方法を選択するために特定の
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 56 ビット 暗号化の方法です。 それはデバイスが
AES をサポートしないその他のデバイスと共に使用されるとき不確か考慮されますが、必
要かもしれません。
 
• AES —高度暗号化規格（AES）は 128 ビット、192 ビットまたは 256 ビット 暗号化の
方法を使用します。 それは DES よりセキュアと考慮されます。
 

ステップ 8.プライバシー Password フィールドでプライバシーのためのパスワードを入力し
て下さい。 プライバシー パスワードはメッセージを暗号化するのに使用されているパスワ
ードです。
 
ステップ 9.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 これはユーザー テー
ブルにユーザを追加します。
 

 



 
次に設定されたユーザを変更したいと思う場合ステップ 10. （オプションの）は望ましいユ
ーザの Radio ボタンをクリックし、それぞれフィールドを『Edit』 をクリック し、変更し
ます。
 
設定されたユーザを削除したいと思う場合ステップ 11. （オプションの）は望ましいユーザ
の Radio ボタンをクリックし、次に『Delete』 をクリック します。
 

 
ステップ 12： SNMPv3 トラップレシーバ IP address フィールドで SNMPv3 トラップレシ
ーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 13： SNMPv3 トラップレシーバ ユーザ ドロップダウン リストからそれぞれトラ
ップ ユーザを選択して下さい。 これはトラップ イベントが発生するときトラップ メッセ



ージを受け取るユーザです。
 
ステップ 14： [Save] をクリックして、設定を保存します。
 


	RV320 および RV325 VPN ルータの設定 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	SNMP コンフィギュレーション
	SNMPv1/SNMPv2c 設定
	SNMPv3 設定
	SNMPv3 グループ 管理 
	SNMPv3 ユーザマネージメント



