
ESW2-350G スイッチの簡易ネットワーク管理
プロトコル（SNMP） ユーザ 設定 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） ユーザはログオン資格情報（ユーザ名、パス
ワードおよび認証方式）によって定義され、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。 SNMPv3 だけ SNMP ユーザを使用します。 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。 ユーザは一つのグループ
にだけ属することができます。
 
注: SNMPv3 ユーザを作成するために次のコンフィギュレーションは最初にする必要があり
ます。
 

• エンジン ID は示します詳細については ESW2-350G スイッチの技術情報簡易ネットワー
ク管理プロトコル（SNMP） エンジン ID 設定を設定する必要があります
 
• SNMPv3 グループは示します詳細については ESW2-350G スイッチの技術情報簡易ネッ
トワーク管理プロトコル（SNMP） グループ設定を利用可能である必要があります。
 

この資料に ESW2-350G 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
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

SNMP ユーザー情報
 

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 > Users を『
SNMP』 を選択 し。 Users ページは開きます:
 



 
ユーザー テーブルは既存のユーザについての情報を表示する。
 

• ユーザネーム— SNMP ユーザの名前を表示します。
 
• グループ名— SNMP ユーザが属するグループを規定 します。
 
• エンジンは id — ユーザが使用する SNMP エンジン ID を規定 します。
 
• ip address — ユーザによって使用するエンジン ID と関連付けられる IP アドレスを規定
します。
 
• 認証方式—ユーザによって使用する認証方式を表示します。
 
• プライバシーは method — ユーザによって使用するプライバシーの方式を表示します。
  

SNMP ユーザの作成
 

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 > Users を『
SNMP』 を選択 し。 Users ページは開きます。 SNMP ユーザは SNMP エンジン ID および
SNMP グループがスイッチで設定されるときだけ作成することができます。 
 

 
ステップ 2.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。 追加
User ウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 3. User Name フィールドで SNMP ユーザの望ましい名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 4. SNMP ユーザが接続される SNMP エンティティを規定 する エンジン ID フィ
ールドの望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 これはエンジン ID と関連付けられ
る IP アドレスを表示します。
 

• ローカル—ユーザがローカルスイッチに接続されることを表示します。
 
• リモートIPアドレス—ユーザがローカルスイッチ以外 SNMP エンティティに接続される
ことを表示します。 隣接したドロップダウン リストからリモートIPアドレスを選択して
下さい。 これらのリモートIPアドレスは SMNP エンジン ID で設定される 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。



 
ステップ 5. 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
の名前を選択して下さい。
 

 
ステップ 6.認証方式 フィールドの SNMP ユーザ向けの望ましい認証方式に対応する Radio
ボタンをクリックして下さい。 利用可能 な 認証方式は割り当てられるグループ名に基づい
て変わります。 認証がグループによって必要とならない場合、認証はグループに割り当て
ることができません。
 

• なし—ユーザ認証を使用されます表示しません。
 
• ユーザが入力する MD5 password — A パスワードは MD5 と暗号化されます。 MD5 は
128 ビット ハッシュ 値があるで、データ統合のために広く使われています暗号ハッシュ
関数。 
 
• ユーザが入力する SHA password — A パスワードは SHA （Secure Hash
Algorithm（SHA））認証方式と暗号化されます。 ハッシュ 関数が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。 SHA は 160 ビット ハッシュ 値を生成
します。
 

 
ステップ 7 認証方式がクリックされた場合、パスワードが入力される必要があるクリック
し、認証 パスワード フィールドで認証 パスワードを入力して下さい望ましい方式のための
Radio ボタンを。 入力されたパスワードはプレーンテキスト形式か暗号形式にある場合も
あります。 ローカルユーザ パスワードはローカルデータベースと比較され、一致します。
 
ステップ 8.プライバシー方式 フィールドのオプションからの望ましいプライバシー方式の
ための Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• なし—プライバシー パスワードは暗号化されません。
 
• DES —プライバシー パスワードはと Data Encryption Standard（DES）暗号化されます
。 64 の BITS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
を使用するのは規格です。 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。 ESW2-350G スイッチの技術情報簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP） グループ設定を参照して下さい。
 
ステップ 9： プライバシー方式が DES として選択される場合、パスワードが入力される必
要があるクリックしプライバシー Password フィールドのプレーンテキスト形式か暗号形式
にある場合もあるプライバシー パスワードを入力して下さい望ましい方式のための Radio
ボタンを。 ローカルユーザ パスワードはローカルデータベースと比較され、32 までの
ASCII文字が含まれている場合があります。
 
注: set password は暗号形式でデフォルトで表示する。 それをプレーンテキスト形式に変更
するためにプレーンテキストとして機密データを『Display』 をクリック して下さい。 警
告のウィンドウは現われます。 『OK』 をクリック すれば パスワードはプレーンテキスト
形式で表示する。
 
ステップ 10.設定を加えるために『Apply』 をクリック して下さい。 ユーザはユーザー テ
ーブルに追加されます。 
 

  
修正する SNMP ユーザ
 

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 > Users を『
SNMP』 を選択 し。 Users ページは開きます。
 



 
ステップ 2.望ましいユーザを選択し、Edit a User に『Edit』 をクリック して下さい。 編集
User ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 3.編集される必要設定を書き換えて下さい。 
 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 設定は適用します。
 

 
ステップ 5. （オプションの）はユーザをユーザー テーブルから削除するために、それぞれ
チェックボックスをチェックし、『Delete』 をクリック します。
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