
ESW2-350G スイッチの簡易ネットワーク管理
プロトコル（SNMP） コミュニティ 設定 

目標
 

SNMP はネットワークデバイスを管理するのに使用されているネットワーク管理プロトコ
ルです。 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用パスワードの型です
。 
 
タイムセーバ: SNMPコミュニティ セットアップは設定されるべき SNMP 意見および
SNMP グループを必要とする場合もあります。 SNMP ビューはステップ 9.で参照すれば 
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）意見を『
Advanced』 を選択 し、ESW2-350G の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）がグル
ープそれぞれ切り替えれば場合ステップ 10. SNMP グループをなら必要行う場合必要です
。
 
この技術情報は ESW2-350G スイッチの SNMPコミュニティを設定する方法を説明します
  

適当なデバイス
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

SNMPコミュニティを追加して下さい
 

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 > コミュニティ 
『SNMP』 を選択 し。 コミュニティ ページは開きます:
 

 
ステップ 2.新しい SNMPコミュニティを設定するために『Add』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 3.どの IPデバイスでも SNMPコミュニティにアクセスできることを示すために 
Allオプション・ボタンをクリックして下さい。 これが選択される場合、ステップ 9.にスキ
ップできます。 さもなければ、SNMPコミュニティにアクセスできる管理ステーション IP
アドレスを入力するためにユーザが定義する Radio ボタンをクリックして下さい。 
 

 
ステップ 4.管理ステーションの IP アドレスに依存している望ましい IPバージョン Radio ボ
タンをクリックして下さい。 バージョン 4 がクリックされれば IPv6 アドレス タイプ フィ
ールドは無効に なります。
 

• IPv4 —管理ステーション IP アドレスが IPv4 アドレス タイプなら。
 
• IPv6 —管理ステーション IP アドレスが IPv6 アドレス タイプなら。
 

タイムセーバ: IPv4 がクリックされる場合、ステップ 5 および 6 はスキップすることができ
ます。
 



 
ステップ 5 IPバージョンが IPv6 である場合、IPv6 アドレス タイプ フィールドのサポート
された IPv6 アドレス タイプ Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• FE80 から開始する単一のネットワーク リンクで識別される、およびローカルネットワ
ーク通信に使用するリンク ローカル アドレス。
 
• 他のネットワークから到達可能であるグローバルアドレス。
 

 
ステップ 6 IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである場合、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。
 

• vlan — VLAN はネットワークを渡るマルチプルスイッチを渡って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 —内部サイト 自動トンネル アドレッシング プロトコル（ISATAP）が 3 つの方
法、ホスト ルータ、ルータ ホストおよびホスト ホスト 設定でトンネリングを提供するの
に使用されています。 それは IPv4 上の IPv6 の自動トンネルの提供を助けます。
 



 
ステップ 7.ステップ 4 で選択されるオプションに関して IP address フィールドで適切な IP
アドレス バージョンを入力して下さい。
 
ステップ 8.他の SNMP 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
ストリング フィールドでコミュニティ ストリングを入力して下さい。
 

 
ステップ 9.ある特定のコミュニティのための次のいずれかの Radio ボタンをクリックして
下さい。
 

• 基本—コミュニティ アクセスレベルを選択する基本 モード ヘルプ
 

– Read only —ユーザはただ読むことができます。
 
–読み書き—ユーザは読み書きでき、デバイスコンフィギュレーションを変更できました
りコミュニティを変更できません。
 
– SNMP Admin -にすべてのデバイス・コンフィギュレーションにすべてのユーザ アクセ
スでき、コミュニティを変更できます。
 

• 高度—アクセス 権をグループ メンバーに与えるためにグループ名と関連付けました。 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: 拡張モードは IPv6 リンク ローカルが選択されるときだけ利用できます。
 



ステップ 10. （オプションの）チェック ビュー名はビュー名 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 する望ましい SNMP ビューの名前を選択
し。 これはどのオプションが基本 モードから選択される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 SNMP admin がデバイスでできているすべてのオペレーションのためのア
クセスを認められるのでオプションを SNMP Admin モードに利用できません指名します。
 
ステップ 11.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。 コミュニティ 表は
新しいコミュニティを示したものです。
 

  
既存の SNMPコミュニティを管理して下さい
 

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 > コミュニティ 
『SNMP』 を選択 し。 コミュニティ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 チェックボックスをコミュニティ 表からの望ましいコミュニティがあるよ
うに確認し、コミュニティを編集するために『Edit』 をクリック して下さい。 編集コミュ
ニティ ウィンドウは現われます:
 

 
ステップ 3.望ましいフィールドを編集して下さい。 フィールドの説明に関しては前のセク
ションのステップ 9 および 10 を参照して下さい。
 



ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。 コミュニティ 表の変更は加えられます。
 

 
ステップ 5. （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、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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