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RV34x シリーズ ルータの設定 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）はネットワーク管理、トラブルシューティング
およびメンテナンスのために使用されます。 2 キー ソフトウェアの助けによる SNMP レコ
ード、ストアおよび共有 情報: ネットワーク管理システム （NMS）マネージャ デバイスお
よび管理対象装置で動作するエージェントで実行する。 RV34x シリーズ ルータは SNMP
バージョン 1、2 つ、および 3.をサポートします。
 
SNMP v2 は v1 の改善されたイテレーションであるがだけ、SNMP v1 は欠如ある特定の機
能性が TCP/IP ネットワークに取り組む SNMP のオリジナルバージョンであり。 SNMP v1
および v2c は SNMPv1 か SNMPv2c 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 v2c の問題の多数
に対処します。 特に、それは v1 および v2c 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。
 
この記事は RV34x シリーズ ルータの SNMP 設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.1.16
  

RV34x シリーズ ルータの設定 SNMP 設定
 
設定 SNMP 設定
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは > SNMP 『System
Configuration』 を選択 し。
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呼び出します。 SNMP を有効に するために SNMP Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。
 

 
ステップ 3. （オプションの）チェック Cisco FindIT ネットワーク管理のような管理アプリ
ケーションによってネットワークの外部の許可されたユーザ アクセスを許可する Internet
チェックボックスからイネーブル割り当てユーザアクセス。
 

 
ステップ 4. （オプションの）チェックは割り当てるべき VPN チェックボックスから割り当
てユーザアクセス VPN からアクセスを許可しました。
 

 
ステップ 5 バージョン ドロップダウン メニューから、ネットワークで使用するために
SNMP バージョンを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

v1 —最少保護されたオプション。 コミュニティ ストリングのためにプレーンテキストを使
用します。
v2c — SNMPv2c によって提供される改善されたエラー処理 サポートはエラーの異なる型を
区別する拡張されたエラーコードが含まれています; エラーのすべての型は SNMPv1 の単一
誤 りコードによって報告されます。
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v3 — SNMPv3 は認証 戦略がユーザが住むグループおよびユーザのために設定されるセキュ
リティモデルです。 セキュリティレベルはセキュリティモデル内の許可されたセキュリティ
レベルです。 セキュリティモデルおよびセキュリティレベルの組み合せは SNMP パケット
を処理するときどのセキュリティ機構が使用されるか判別します。
 

注: この例では、v2c は選択されます。
 

 
ステップ 6 システム 名 フィールドでは、ネットワーク 管理 アプリケーションでより容易
な識別のルータの名前を入力して下さい。
 
注: この例では、ArkHives はシステム 名として使用されます。
 

 
ステップ 7 System Contact フィールドでは、ルータによって非常時には識別するためにユ
ーザーまたは管理者の名前を入力して下さい。
 
注: この例に関しては、ノアはシステム接点として使用されます。
 

 
ステップ 8 System Location フィールドでは、ルータのロケーションを入力して下さい。 こ
れはもっと簡単にしま問題を管理者のために大いに見つけます。
 
注: この例に関しては、はんらん原はシステムロケーションとして使用されます。
 

 
設定を続行するために、ステップ 5.で選択された SNMP バージョンをクリックして下さい
。
 

SNMP 1 か v2c を設定して下さい
SNMP v3 を設定して下さい
  
SNMP 1 か v2c を設定して下さい
 
ステップ 1： SNMP v2c がステップ 5 で選択された場合、得 Community フィールドで
SNMPコミュニティ名前を入力して下さい。 それは SNMP エージェントのための情報にア
クセスするのに使用されている読み出し専用コミュニティを作成します。 送信側によって
送信 される 要求パケットで伝送されるコミュニティ ストリングはエージェント デバイス
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のコミュニティ ストリングを一致するなりません。  読み取り専用のための既定の文字列は
公共です。
 
注: 読み取り専用パスワードは情報だけを検索するために機関を与えます。 この例では、
pblick は使用されます。
 

 
呼び出します。 Set community フィールドでは、SNMPコミュニティ名前を入力して下さい
。 それは SNMP エージェントのための情報にアクセスするのに使用されている読み書きコ
ミュニティを作成します。 このコミュニティ名と彼ら自身を受け入れられる識別するデバ
イスからだけ要求します。 これはユーザー定義名前です。 デフォルトは私用です。
 
注: 局外者からのセキュリティ攻撃を避けるためによりカスタマイズされる何かに両方のパ
スワードを変更することは賢明です。 この例では、pribado は使用されます。
 

 
今うまく SNMP v1 か v2 設定を行う必要があります。 トラップ 設定 エリアに進んで下さ
い。
  
SNMP v3 を設定して下さい
 
ステップ 1： SNMP v3 が選択された場合、アクセス権を選択するためにユーザ名 エリアの
Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

ゲスト—読み取り専用特権
Admin -は特権を読みましたり及び書きます
 

注: この例に関しては、ゲストは選択されます。
 
アクセス権 エリアはクリックされる Radio ボタンによって特権の種類を示します。
 

 
ステップ 2.認証するのに SNMP エージェントが使用する方式を選択するために認証アルゴ
リズム エリアの Radio ボタンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

なし—ユーザ認証は使用されません。
MD5 —メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 は認証のために 128 ビット ハッシュ 値を
使用します。 ユーザ名 および パスワードを必要とします。
SHA1 — （SHA-1） 160 ビット ダイジェストを生成 する一方向ハッシュアルゴリズムは
Secure Hash Algorithm（SHA）あります。 SHA-1 は MD5 より遅い計算しますが、MD5 よ
りセキュアです。
 

注: この例に関しては、MD5 は選択されます。
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注: 『None』 を選択 した場合、トラップ 設定 エリアにスキップして下さい。
 
ステップ 3 認証 パスワード フィールドでは、パスワードを入力して下さい。
 

 
暗号化アルゴリズム エリアのステップ 4. （オプションの）は、SNMP 情報がどのように暗
号化されるか選択するために Radio ボタンをクリックします。 次のオプションがあります
。
 

なし— No encryption は使用されます。 このステップが選択される場合、トラップ 設定 エリ
アにスキップして下さい。
DES — データ暗号化規格（DES）があまりセキュアので、しかしに下位互換性必要となるか
もしれません 56 ビット 暗号化の方法。
AES — 高度暗号化規格（AES）。 これが選択される場合、暗号化 パスワードが必要となり
ます。
 

注: この例に関しては、DES は選択されます。
 

 
DES か AES が選択された場合ステップ 5. （オプションの）は暗号化 Password フィール
ドで、暗号化 パスワードを入力します。
 

 
今 SNMP v3 設定を行うことを正常に持つはずです。 トラップ 設定 エリアに今進んで下さ
い。
  

設定をトラップして下さい
 

ステップ 1： トラップレシーバ IP address フィールドでは、SNMPトラップを受け取る
IPv6 IP アドレスか IPv4 を入力して下さい。
 



注: この例に関しては、192.168.2.202 は使用されます。
 

 
ステップ 2.トラップレシーバ Port フィールドでユーザ データグラム プロトコル（UDP）
ポート番号を入力して下さい。 SNMP エージェントはアクセス 要求があるようにこのポー
トを確認します。
 
注: この例に関しては、161 は使用されます。
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 



 
設定を永久に保存するステップ 4. （オプションの）はコピー/保存設定 ページに行くか、ま

たはページ の上部部分でアイコンをクリックします。
 
今うまく RV34x シリーズ ルータの SNMP 設定を行う必要があります。
 


	RV34x シリーズ ルータの設定 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]
	RV34x シリーズ ルータの設定 SNMP 設定
	設定 SNMP 設定
	SNMP 1 か v2c を設定して下さい
	SNMP v3 を設定して下さい
	設定をトラップして下さい



