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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） コミュニティ 

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。 SNMPv1 のアクセス 権および SNMPv2 はコミュ
ニティの定義によって管理されます。 コミュニティ名は SNMP 管理ステーションとデバイ
ス間の共有鍵です。
 
この資料はスイッチの SNMPコミュニティを設定する方法を示すことを向けます。 SNMP
意見がデバイスのために既に設定されてしまったと仮定します。 詳細については、ここを
クリックして下さい。 詳細を SNMP グループについて学ぶために、ここをクリックして下
さい。
  

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コミュニティ
 

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. > コミュニティ 『SNMP』 を選択 して下さい。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2606
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2606
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
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ステップ 4.新しい SNMPコミュニティを作成するために『Add』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5. SNMP 管理ステーションのための 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。
 

全このオプションはあらゆる IPデバイスに SNMPコミュニティにアクセスする機能を
与えます。
ユーザが定義する—このオプションは管理ステーション IP アドレスを手動で入力する
ことを可能にします。
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注: ユーザが定義するこの例では選択されます。 すべてが選択される場合、ステップ 8.にス
キップして下さい。
 
ステップ 6.望ましい IPバージョンの 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。
 

バージョン 6 —管理ステーション IP アドレスが IPv6 アドレスである場合このオプショ
ンを選択して下さい。
バージョン 4 —管理ステーション IP アドレスが IPv4 アドレスである場合このオプショ
ンを選択して下さい。
 

 
注: この例では、バージョン 6 は選択されます。 バージョン 4 が選択される場合、ステップ
8.に進んで下さい。
 
ステップ 7. IPv6 アドレス タイプを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

リンク ローカル—このオプションはアドレスが FE80 から開始するとき、単一のネッ
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トワーク リンクで識別されて、およびローカルネットワーク通信のために使用されて
選択されます。
グローバル—このオプションは使用されるアドレスが他のネットワークから到達可能の
とき選択されます。
 

 
注: この例では、リンク ローカルは選択されます。 グローバルなら選択されましたり、ス
テップ 10.にスキップします。
 
ステップ 8.アドレスがリンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストから届くイ
ンターフェイスを選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

VLAN： このオプションは Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）をの
でアドレスが受け取られるインターフェイス使用します。 VLAN はネットワークを渡る
マルチプルスイッチに及ぶことができる論理的なブロードキャスト ドメインの作成を
助けます。
ISATAP — このオプションは 3 つの方法、ホストにルータ、ルータにホストおよびホ
スト ツー ホスト 設定でトンネリングを提供するのに内部サイト 自動トンネル アドレ
ッシング プロトコル（ISATAP）を使用します。 それは IPv4 上の IPv6 の自動トンネ
ルの提供を助けます。 ISATAP は IPv4 ネットワークのデュアルスタック ノードを接続
するで、IPv4 および IPv6 ネットワークのリンクで使用されますポイント ツー マルチ
ポイント トンネリング メカニズム。
 



 
注: この例では、VLAN 1 は選択されます。
 
ステップ 9. IP address フィールドで SNMP 管理ステーションの IP アドレスを入力して下
さい。
 

 
注: この例では、IP アドレスは fe80::200:f8ff:fe21:67cf です。
 
ステップ 10.コミュニティ ストリング フィールドのデバイスに管理ステーションを認証す
るのに使用するコミュニティ名を入力して下さい。
 



●

●

●

●

●

 
注: この例では、コミュニティ ストリングは Test_Community です。
 
ステップ 11.ある特定のコミュニティのための Radio ボタンの 1 つを選択して下さい。
 

基本—基本 モード ヘルプはコミュニティ アクセスレベルを選択します。 次のオプショ
ンがあります。
Read only —ユーザはただ読むことができます。
読み書き—ユーザは読むことができ、書き込み、デバイスコンフィギュレーションを変
更できます。 ただし彼らはコミュニティを変更できません。
SNMP Admin -はすべてのユーザすべてのデバイスコンフィギュレーションにアクセス
、コミュニティを変更できます。
高度—このオプションは IPv6 リンク ローカルがステップ 7.で選択されるときだけ利用
できます。 それはグループ名と関連付けられるグループ メンバーにアクセス 権を与え
ます。 グループ名 ドロップダウン リストからグループ名を選択して下さい。
 

 
注: この例では、基本は選択されます。



ステップ 12： （オプションの）ビュー名 チェックボックスをチェックし、ビュー名 ドロ
ップダウン リストからアクセスが認められる MIB サブツリーの収集を規定 する SNMP 意
見の名前を選択して下さい。 これは基本 モードから選択されるオプションに基づいて適切
な権限を与えることを可能にします。
 

 
注: ザ・ビューはオプションを SNMP Admin または拡張モードで利用できません時指名し
ます。 この例では、デフォルトは選択されます。
 
ステップ 13： [Apply] をクリックします。
 

 
ステップ 14： （オプションの）スタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレ
ーション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 



今スイッチにコミュニティの追加に成功する必要があります。
  

SNMPコミュニティを管理して下さい
 

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。
 

 
ステップ 3. > コミュニティ 『SNMP』 を選択 して下さい。
 

 
ステップ 4 チェックボックスを編集する必要がある確認し、次に Edit ボタンをクリックし
て下さいコミュニティがあるように。
 



 
ステップ 5.望ましいフィールドを編集して下さい。
 

 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 7. （オプションの）はコミュニティをコミュニティ 表から削除するために、対応
した チェックボックスをチェックし、『Delete』 をクリック します。
 



 
ステップ 8. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
スイッチから今完全に SNMPコミュニティを削除する必要があります。
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