
RV315W VPN Router の SNMP 設定 
目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワーク管理のための TCP/IP プロトコ
ルです。 SNMP は管理者がネットワークパフォーマンスを監督することができる、エラー
発生率ように可能にします。 SNMP はまたネットワークアベイラビリティをマッピング す
ることができます。 SNMP フレームワークは 3 つの要素で構成されています; SNMP マネ
ージャ、SNMP エージェントおよび MIB。 SNMP マネージャの機能は SNMP を利用する
ネットワークホストのアクティビティを制御し、監視することです。 SNMP エージェント
はデバイスのソフトウェアの内にあり、システムを管理するためにデータのメンテナンスを
援助します。 最後に、管理情報ベース （MIB）はネットワーク管理情報のための仮想 な 記
憶域です。 ネットワークのデバイスを監視し、管理するこの 3 結合。
 
この技術情報は RV315W VPN Router の SNMP を設定する方法を説明を助けます。
  

適当なデバイス
 

• RV315W
  

[Software Version]
 

• 1.01.03
  

設定 SNMP
 

SNMP v1 はある特定の機能性に欠け、TCP/IP ネットワークでだけ動作する SNMP のオリ
ジナルバージョン、SNMP v2 です v1 の改善されたイテレーションです。 SNMP v1&v2 は
SNMPv1 か SNMPv2 を利用するネットワークのためにしか選択する必要がありません。
SNMP v3 は SNMP の最も新しい規格で、SNMP v1 および v2 の問題の多数に対処します。
特に、それは v1 および v2 からのセキュリティーの脆弱性の多数に対処します。 SNMP v3
はまた管理者が 1 つのよくある SNMP 規格に移動することを可能にします。
 
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. SNMP を有効に するために Enableオプション・ボタンをクリックして下さい
。
 
ステップ 3.望ましい SNMP バージョン Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• SNMP v1&v2 — SNMP v1 は SNMP および欠如ある特定の機能性のオリジナル イテレー
ションです、SNMP v2 は機能性を改善するが、このオプションは SNMP v1 か SNMP v2
を実行するネットワークのためにしか選択する必要がありません新しいバージョンです。
 
• SNMP v3 — SNMP 3 は管理者が 1 つの規格を利用することを可能にする最新バージョ
ンです。 このオプションはそれとして修正します v1 および v2 内の多くのセキュリティ
の欠陥を選択する必要があります。
  

SNMP v1&v2 のための設定 SNMP
 

 
ステップ 4. （オプションの）は System Contact フィールドで連絡先 情報を入力します。
これはネットワーク 支援のために連絡するべきユーザーです。
 
ステップ 5.システム 名 フィールドで名前を入力して下さい。 これは SNMP セットアップ
に割り当てられる名前です。
 
ステップ 6. System Location フィールドでロケーションを入力して下さい。 これはシステ



ムが見つけられるところです。
 
ステップ 7. SNMP 読み出し専用コミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下さい
。 これは SNMP セットアップの read only アクセスのためのクライアント パラメータです
。
 
ステップ 8. SNMP 読み書きコミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下さい。
これは SNMP セットアップの読み書きアクセスのためのクライアント パラメータです。
 
ステップ 9.トラップコミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下さい。 これは
SNMPトラップを利用する機能のコミュニティです。 トラップは管理者に送信 される 誘導
通知です。 トラップは管理することができる管理者がユーザのトラップの使用によってそ
れらを知らせることを許可によって各デバイスをように可能にします。
 
ステップ 10. SNMP 信頼できるホスト フィールドでホストを入力して下さい。 これは
SNMP セットアップ用の信頼ホストの IP アドレスです。
 
ステップ 11.トラップレシーバ [Host] フィールドでホストを入力して下さい。 これはトラ
ップを受け取る管理者の IP アドレスです。
 
ステップ 12： 設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

SNMP v3 のための SNMP を設定して下さい
 

ステップ 4. （オプションの）は System Contact フィールドで連絡先 情報を入力します。
これはネットワーク 支援のために連絡するべきユーザーです。
 
ステップ 5.システム 名 フィールドで名前を入力して下さい。 これは SNMP セットアップ
に割り当てられる名前です。
 
ステップ 6. System Location フィールドでロケーションを入力して下さい。 これはシステ
ムが見つけられるところです。
 

 
ステップ 7. （オプションの）はセキュリティ Username フィールドでユーザ名を入力しま
す。 これは SNMP セットアップへのアクセス権を得るために使用するユーザ名です。
 
ステップ 8. （オプションの）は認証 パスワード フィールドでパスワードを入力します。
これは SNMP セットアップへのアクセス権を得るために使用するパスワードです。
 



ステップ 9.認証方式 フィールドの HMAC-MD5 または HMAC-SHA Radio ボタンをクリッ
クして下さい。 Hash-Based Message Authentication Code （HMAC）は認証コードおよび
秘密暗号化キーを結合する暗号化されたコードです。 HMAC の第一の目的はメッセージ セ
キュリティのためです。 HMAC は生成 された 秘密鍵を離れて基づいてデータを認証します
。
 

• HMAC MD5 —このハッシュ アルゴリズムに複数のセキュリティの欠陥があり、データ
は妥協することができます。 HMAC MD5 は暗号ハッシュ 関数を使用して通報 認証のため
のメカニズムです。 MD5 は優れたパフォーマンス速度がシステムのために重要である状
況で、とはいえより少なく保護します利用されます。
 
• HMAC SHA —このハッシュ アルゴリズムは優秀セキュアである暗号化の方法は大いにで
す。 これは暗号ハッシュ 関数を使用して通報 認証のためのより多くのセキュアなメカニ
ズムです。 セキュリティが死活的重要性をもつとき HMAC SHA は使用する必要がありま
す。
 

 
ステップ 10.暗号化された パスワード フィールドでパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 11.暗号化の方法 フィールドの CBC-DES Radio ボタンをクリックして下さい。
CBC および DES は転送されるセキュアデータに結合する暗号化 規格です。
 
ステップ 12： SNMP 読み出し専用コミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下
さい。 これは SNMP セットアップの read only アクセスのためのクライアント パラメータ
です。
 
ステップ 13： SNMP 読み書きコミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下さい
。 これは SNMP セットアップの読み書きアクセスのためのクライアント パラメータです。
 
ステップ 14： トラップコミュニティ フィールドでコミュニティを入力して下さい。 これ
は SNMPトラップを利用する機能のコミュニティです。 トラップは管理者に送信 される 誘
導 通知です。 トラップは管理することができる管理者がユーザのトラップの使用によって
それらを知らせることを許可によって各デバイスをように可能にします。
 
ステップ 15： SNMP 信頼できるホスト フィールドでホストを入力して下さい。 これは
SNMP セットアップ用の信頼ホストの IP アドレスです。
 
ステップ 16： トラップレシーバ [Host] フィールドでホストを入力して下さい。 これはト
ラップを受け取る管理者の IP アドレスです。
 



ステップ 17： 設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
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