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CLI によるスイッチの設定 SNMP 通知受信者 
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 IP ネットワークのためのネットワーク管理プロトコルです。
それは SNMP マネージャ、SNMP エージェントおよび管理情報ベース （MIB）で構成され
るアプリケ− ションレイヤプロトコルです。
 

SNMP マネージャ— SNMP マネージャは実際にネットワーク管理システム （NMS）の一部
のかもしれない管理上のコンピュータです。 それは SNMP モニタリング アプリケーション
を実行し、エージェントソフトウェアによって送信 される通知を受信します。 SNMP マネ
ージャがネットワーク管理に必要な処理およびメモリを使用します。
SNMP agent — SNMP エージェント デバイスは多くの他の中のスイッチ、ルータ、または別
のコンピュータであるかもしれません。 これは MIB が常駐するところです。 SNMP エージ
ェント デバイスは SNMP マネージャによって解読することができる形式に情報を変換しま
す。 通知は SNMP マネージャにあり、トラップ通知と呼ばれるか、または要求を知らせま
す。 トラップ通知は SNMP エージェント デバイスによって特定のパラメータがデバイスに
よって達するとき送信 されます。 トラップ メッセージは不適切なユーザ認証、CPU使用、
リンクステータスおよび他の重大なイベントのどちらである場合もあります。 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。 トラップはただ通知、通知 サーバによっ
て確認されなくてであり。 要求を確認されます通知 サーバによって知らせて下さい。 です
SNMPv2c および v3 だけで利用可能知らせて下さい。
MIB — MIB はネットワーク管理情報のための仮想情報のストレージ域です。 それは管理対象
オブジェクトの収集で構成されます。
 

SNMP に 3 重要なバージョンがあります。
 

SNMPv1 —これは SNMP の初期バージョンです。
SNMPv2c —このバージョンは SNMPv1 と同様にセキュリティのコミュニティ ベース形式を
、使用しま、SNMPv2 のパーティベース管理上およびセキュリティフレームワークを取り替
えます。
SNMPv3 —これは RFC2273、2274、および 2275 で定義される相互運用可能な 標準に準拠
した プロトコルです。 それはネットワーク上のパケットの認証と暗号化によってデバイスに
安全なアクセスを提供します。 SNMP の他のバージョンのセキュリティーの脆弱性が原因で
、SNMPv3 を使用することを推奨します。
 

この資料はスイッチの Command Line Interface （CLI）を使用して SNMPv2c トラップの
SNMP 通知受信者で IP アドレス 192.168.100.139 でホストを設定する方法を示すことを向
けます。
 
この技術情報は既に SNMP マネージャをインストールし、設定してしまったと仮定します
。 モニタリングのための SNMP マネージャに既にスイッチを追加してしまったとまた仮定
します。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
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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 コミュニティストリング
 

SNMP コミュニティストリングはように MIBオブジェクトにアクセスを認証する組み込み
パスワード機能します。 それは SNMPv1 および SNMPv2 で SNMPv3 がコミュニティの代
りにユーザとはたらくのでだけ定義されます。 ユーザはそれらに割り当てられるアクセス
権があるグループに属します。 スイッチを SNMP マネージャに追加した場合パスワードか
グループ名としてコミュニティ ストリングを使用して下さい。 コミュニティ ストリングは
SNMP ホストおよび SNMP マネージャが接続できるように SNMP を設定するとき設定され
なければなりません。
 
コミュニティ ストリングはこれらのプロパティの 1 つがある場合があります:
 

読み取り専用 （RO） —このオプションは MIB のすべてのオブジェクトに承認された管理 デ
バイスに読み取り アクセスを許可しますが、書き込み アクセスを許可しません。
Read-Write （RW） —このオプションは MIB のすべてのオブジェクトに承認された管理 デ
バイスに読み書きアクセスを可能にしますが、コミュニティ ストリングにアクセスを許可し
ません。
 

SNMP コミュニティストリングを設定するために、次の手順に従って下さい:
 
ステップ 1.スイッチへのログイン。
 

 
ステップ 2.グローバル コンフィギュレーション モードに切り替えて下さい。
 

 
ステップ 3 グローバル コンフィギュレーション モードでは、次のコマンドの入力によって
コミュニティ ストリングを設定して下さい。
 

 
ワード—これは SNMP プロトコルにパスワードおよび割り当てアクセスのように機能します
。
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表示して下さい— （オプションの）コミュニティにとってアクセス可能なビュー レコードを
規定 して下さい。
ro|rw — （オプションの）許可された管理ステーションに MIBオブジェクトを取得してほし
い場合どちらかの読み取り専用 （RO）を規定 して下さい。 許可された管理ステーションに
MIBオブジェクトを取得し、修正してほしい場合 Read-Write （RW）を規定 して下さい。 デ
フォルト値はすべてのオブジェクトへ準備ができだけアクセスです。
access-list-number — （オプションの） 1 から 99 まで標準 IPアクセスリスト番号をおよび
1300 から 1999 年入力して下さい。
 

注: この例では、SNMPCommunity はパスワードとして機能します。 これはスイッチを
SNMP マネージャに追加するとき使用されます。
 

 
ステップ 4. exit コマンドの入力によって特権EXECモードに切り替えて下さい。
 

 
ステップ 5.コマンドの実行によって設定を確認して下さい:
 

 



 
ステップ 6. （オプションの）保存コンフィギュレーション ファイルの設定。
 

 

 
ステップ 7.続行するために『Y』 を押して下さい。
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CLI によってスイッチの SNMP 通知受信者を設定して下さい
 

SNMP はイベントが発生するときスイッチが SNMP マネージャに通知を送信 するようにし
ます。 SNMP 通知はトラップですまたは要求を知らせることができます。 トラップは発生
したイベントについての SNMP マネージャを知らせるために意味される SNMP メッセージ
です。 トラップはトラップが受け取られるときレシーバが確認応答を送信しないので信頼
できないです。 SNMP はトラップと操作します同じプリンシパルを知らせます。 トラップ
とインフォーム間の主な違いはリモート アプリケーションがインフォームの受信を確認す
ることです。 また、トラップは要求が受け取られるまでインフォーム要求はメモリで保持
されるが、他それ時間を計る送信 されるとすぐ廃棄されます。 SNMP は SNMPv1 によっ
てサポートされません知らせます。
 
このセクションは、がオプションの、スイッチの CLI によって設定 SNMP 通知受信者でガ
イドします。
 
ステップ 1.スイッチへのログイン。
 

 
ステップ 2.グローバル コンフィギュレーション モードに切り替えて下さい。
 

 
ステップ 3 グローバル コンフィギュレーション モードで、次のコマンドの実行によって通
知受信者を規定 して下さい:
 

 

 
snmp-server —このコマンドはデバイスが SNMP によって管理されるようにします 
 
host —このコマンドは通知の受信者の IP アドレスを規定 することを可能にします。 
 
注: この例では、IP アドレスは 192.168.100.139 です。 
 
通知の種類—これはネットワーク管理者が受け取る通知の種類です。 
 
注: この例では、通知はトラップにの代りに知らせます設定 されます。 
 
version —これは通知の規定 された SNMP バージョンを使用します。 
 
注: この例では、バージョン 2 は使用されます。 
 
SNMPコミュニティ—これは SNMPコミュニティの名前です。
 



注: この例では、SNMPCommunity は入ります。
 
ステップ 4. exit コマンドの入力によって特権EXECモードに切り替えて下さい。 
 

 

 
ステップ 5. （オプションの）保存コンフィギュレーション ファイルの設定。 
 

 
ステップ 6.操作を確認するために『Y』 を押して下さい。 
 

 
今 SNMP 通知受信者を追加する必要があります。
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