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スイッチの設定 簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP） ユーザ 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワークでデバイスについての情報の記
録し、保存し、共有を助けるネットワーク管理プロトコルです。 これは管理者がネットワ
ーク上の問題に対処するのを助けます。 SNMP は階層的な 方法で利用可能 な 情報を保存
するのに管理情報 Base （MIB）を使用します。 SNMP ユーザはユーザ名、パスワードおよ
び認証方式のようなログオン資格情報によって定義されます。 それは SNMP グループおよ
びエンジン ID と共同して操作されます。 SNMP グループを設定する方法に関する説明に関
してはここをクリックして下さい。 SNMPv3 使用 SNMP ユーザだけ。 アクセス権のユー
ザは SNMP ビューと関連付けられます。
 
グループにそれらをアクセス 権がシングル ユーザへのよりもむしろその特定のグループの
ユーザのグループに割り当てることができるように関連付けるためにたとえば、SNMP ユ
ーザはネットワーク管理者によって設定されるかもしれません。 ユーザは 1 グループにし
か属することができません。 SNMPv3 ユーザを作成するために、エンジン ID は設定し、
SNMPv3 グループは利用可能である必要があります。
 
この資料にスイッチの SNMP ユーザを作成し設定する方法を説明されています。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx500 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
  

スイッチの設定 SNMP ユーザ
 
SNMP ユーザを追加して下さい
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログイン。
 
ステップ 2.高度に表示 モードを変更して下さい。
 
注: このオプションは SG300 シリーズで利用できないし、SG500 シリーズは切り替えます
。 それらのモデルがある場合、ステップ 3.にスキップして下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


 
ステップ 3. > Users を『SNMP』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 4.新しい SNMP ユーザを作成するために『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5. User Name フィールドで SNMP ユーザの名前を入力して下さい。
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注: この例では、ユーザネームは SNMP_User1 です。
 
ステップ 6.エンジン ID をクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

ローカル–このオプションはユーザがローカルスイッチに接続されることを意味します
。
リモートIPアドレス–このオプションはユーザがローカルスイッチのほかの別の SNMP
エンティティに接続されることを意味します。 IP アドレス ドロップダウン リストから
リモートIPアドレスを選択して下さい。 このリモートIPアドレスは SNMP エンジン ID
のために設定される IP アドレスです。
 



 
注: ローカル SNMP エンジン ID が変更されるか、または取除かれるとき、SNMPv3 ユーザ
データベースを削除します。 受け取ったインフォーム メッセージおよび要求された情報の
ためにローカルおよびリモートユーザは両方定義する必要があります。 この例では、ロー
カルは選択されます。
 
ステップ 7. SNMP ユーザがグループ名 ドロップダウン リストから属する SNMP グループ
名を選択して下さい。
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注: この例では、SNMP_Group は選択されます。
 
ステップ 8.認証方式をクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

なし—このオプションは使用されるユーザ認証がないことを意味します。
MD5 — このオプションはユーザが入力するパスワードが MD5 と暗号化されることを
意味します。 128 ビット ハッシュ 値がある MD5 は暗号機能です。 それは Data エン
トリのために広く使われています。
SHA — このオプションはユーザが入力するパスワードが Secure Hash
Algorithm（SHA） 認証方式と暗号化されることを意味します。 ハッシュ 関数が 160
ビット ハッシュ 値である固定サイズの出力に任意サイズの入力を変換するのに使用さ
れています。
 

 
注: この例では、SHA は選択されます。
 
ステップ 9.認証 パスワードのための 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。
 

暗号化される—このオプションはパスワードが暗号化されることを意味します。 それ
は入ると同時に示されません。
プレーンテキスト—このオプションはパスワードが暗号化されないことを意味します。
それはそれとして入力されています示されます。
 



 
注: この例では、プレーンテキストは選択されます。
 
ステップ 10.パスワードを入力して下さい。
 

 
注: この例では、パスワードは password1 です。
 
ステップ 11.プライバシー方式をクリックして下さい。 次のオプションがあります。
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なし—このオプションはパスワードが暗号化されないことを意味します。
DES — このオプションはパスワードがデータ暗号化規格（DES）と暗号化されること
を意味します。 DES は 64 ビット入力値を奪取 し、メッセージの暗号化および復号化
のために 56 ビット キーを使用する規格です。 送信側およびレシーバが同じキーを使
用するのは対称暗号化 アルゴリズムです。
 

 
注: プライバシー メソッドは設定される認証およびプライバシーでグループのためにだけ設
定することができます。 詳細については、ここをクリックして下さい。 この例では、DES
は選択されます。
 
ステップ 12： DES が選択される場合（オプションの）、プライバシー パスワード認証を
選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

暗号化される—このオプションはパスワードが暗号化されることを意味します。 それ
は入ると同時に示されません。
プレーンテキスト—このオプションはパスワードが暗号化されないことを意味します。
それはそれとして入力されています示されます。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627


 
注: この例では、プレーンテキストは選択されます。
 
ステップ 13： DES パスワードを入力して下さい。
 

 
注: この例では、DES パスワードは password2 です。
 
ステップ 14： Applythen を『Close』 をクリック しますクリックして下さい。
 



 
ステップ 15： （オプションの） 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
スイッチに今 SNMP ユーザを追加する必要があります。
  

修正する SNMP ユーザ
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログイン。
 
ステップ 2.高度に表示 モードを変更して下さい。
 
注: このオプションは SG300 シリーズで利用できないし、SG500 シリーズは切り替えます
。 それらのモデルがある場合、ステップ 3.にスキップして下さい。
 

 
ステップ 3. > Users を『SNMP』 を選択 して下さい。
 



 
ステップ 4 編集したいと思うユーザに対応するチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5. 『Edit』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 6.変更される必要がある設定を編集して下さい。
 



 
ステップ 7. Applythen を『Close』 をクリック しますクリックして下さい。
 

 
ステップ 8. （オプションの）は『SAVE』 をクリック します。
 

 



今正常に SNMP ユーザ設定を編集する必要があります。
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