
300 シリーズの簡易ネットワーク管理プロトコ
ル（SNMP） 通知 フィルタおよび通知受信者の
設定はスイッチを管理しました 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワークを管理し、監視するのに使用す
るアプリケ− ションレイヤプロトコルです。 SNMP はネットワークイベントの SNMP マネ
ージャを知らせるために別の方法で通知として知られているトラップを使用します。
SNMP フィルタを定義するために、管理情報ベース （MIB）ツリーか Object Identifier
（OID）は使用されます。 MIB はデータ オブジェクトのリストとして SNMP ネットワーク
要素を記述するテキストファイルです。 MIB ツリーはすべての SNMP 要素を保持する辞書
として機能します。 SNMP OID は SNMP ネットワーク内の特定の要素を識別するアドレス
として数その機能です。 通知 フィルタ ページが特定の SNMP 通知をフィルタリングする
のに使用されています。 あるために使用の、SNMP フィルタは通知受信者 SNMPv1、v2 お
よび通知受信者 SNMPv3 ページの受信者に接続する必要があります。
 
この記事は SNMP フィルタを定義し 300 シリーズによって管理されるスイッチの通知受信
者を設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 300 シリーズによって管理されるスイッチ
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

通知 フィルタ
 

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 > 通知 フィルタ 
『SNMP』 を選択 し。 通知 フィルタ ページは開きます:
 

 
ステップ 2.新しい通知 フィルタを作成するために『Add』 をクリック して下さい。 追加通
知 フィルタ ウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 3.フィルタ Name フィールドでフィルタの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4. SNMP を定義するためにオブジェクトID サブツリー フィールドでフィルタリ
ングしなさい望ましい方式の Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• から list —定義します管理情報ベース （MIB）ツリーの使用によってフィルタを選択して
下さい。 Selected Nodes の親および兄弟のレベルにナビゲート するためにアップ ボタン
をクリックして下さい。 ノードの子供にナビゲート するためにボタンをクリックして下
さい。 兄弟のリストから必須ノードを選択して下さい。 スクロールバーを兄弟を通って
ナビゲート するのに使用して下さい。
 
• オブジェクトID —オブジェクト識別子（OID）を通してフィルタを定義して下さい。 フ
ィルタ処理されたであることである SNMPトラップの OID を入力して下さい。
 

ステップ 5 チェックはフィルタにフィルタに規定 された MIB を含めるために含んでいます
。
 
ステップ 6. 『Apply』 をクリック して下さい。 定義されたフィルタは作成されます。
 

 
ステップ 7 フィルタを編集するために、編集し、『Edit』 をクリック したいフィルタのチ
ェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 8 フィルタを削除するために、削除し、『Delete』 をクリック したいフィルタの
チェックボックスをチェックして下さい。
  

通知受信者 SNMPv1,2
 

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 > 通知受信者
SNMPv1,2 『SNMP』 を選択 し。 通知受信者 SNMPv1 は、v2 ページ開きます:
 



 
ステップ 2.新しい通知受信者を追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加
SNMP 通知受信者のウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3. IPバージョン フィールドの通知受信者の望ましい IPバージョンに対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 4 IPバージョンがバージョン 6 である場合、IPv6 アドレス タイプ フィールドの望
ましい IPv6 アドレス タイプに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• リンク ローカル— IPv6 アドレスはリンク ローカル アドレスです。 リンク ローカル ア
ドレスは内部 LAN 接続のために使用され、ルーティング可能ではないです。 リンク ロー
カル アドレスのためのプレフィクスは FE80 です。
 
• グローバル— IPv6 アドレスはグローバルアドレスです。 グローバルアドレスはグローバ
ルに固有のの、ルーティング可能のユニキャスト アドレスです。
 



ステップ 5 IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである場合、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 IPv6 インターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 6.受信者の IP アドレスで通知が送信 される受信者の IP アドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 7. UDP Port フィールドで受信者のデバイスによって使用するポート番号を入力し
て下さい。 SNMP 通知のためのデフォルト UDP ポートは UDP ポート 162 です。
 
ステップ 8.通知の種類 フィールドの望ましい通知の種類に対応する Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

• トラップ—トラップは受信者に送信 される通知です。 トラップは受信者からの確認応答
を必要としません。
 
• Informs —しかし Informs は受信者に送信 される通知、知らせます必要とします受信者か
らの確認応答をです。 受信者がインフォームに答えない場合、SNMP エージェントはイン
フォームを送り直すように試みます。
 

注: 望まれたら通知としてトラップし、知らせたら 2 人の受信者を設定して下さい。
 
ステップ 9： 通知の種類が Informs に設定 される場合、次のフィールドを入力して下さい
。 これらのフィールドは確認応答が SNMP マネージャから届かないとき適用します。
 

• インフォームが送り直される前に timeout —時間に SNMP エージェント待ち時間入って
下さい。
 
• 再試行— SNMP エージェントがインフォームを送り直す回数を入力して下さい。
 

ステップ 10.コミュニティ ストリング ドロップダウン リストからの受信者に対応するコミ
ュニティ ストリングを選択して下さい。 受信者は通知を受信するために設定されたコミュ
ニティ ストリングの資格情報を一致する必要があります。
 
注: SNMPコミュニティに関する詳細については 300 シリーズによって管理されるスイッチ
の記事 SNMPコミュニティ 設定を参照して下さい。
 
ステップ 11.通知 Version フィールドの望ましい SNMPトラップ バージョンに対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。 これは受信者が受信できる SNMP 通知の種類に基づ
いていました選択されます。
 
ステップ 12： 受信者のための通知 フィルタを有効に するために通知 フィルタ フィールド
のイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 13： フィルタ名前ドロップダウン リストから受信者に適用する通知 フィルタを
選択して下さい。
 
ステップ 14： [Apply] をクリックします。 通知受信者は設定されます。
 



 
ステップ 15： 受信者を編集するために、編集し、『Edit』 をクリック したい受信者のチェ
ックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 16： 受信者を削除するために、削除し、『Delete』 をクリック したい受信者の
チェックボックスをチェックして下さい。
  

通知受信者 SNMPv3
 

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 > 通知受信者
SNMPv3 『SNMP』 を選択 し。 通知受信者 SNMPv3 ページは開きます:
 

 
ステップ 2.新しい通知受信者を追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加
SNMP 通知受信者のウィンドウは現われます。
 



 
ステップ 3. IPバージョン フィールドの通知受信者の望ましい IPバージョンに対応する
Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 4 IPバージョンがバージョン 6 である場合、IPv6 アドレス タイプ フィールドの望
ましい IPv6 アドレス タイプに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• リンク ローカル— IPv6 アドレスはリンク ローカル アドレスです。 リンク ローカル ア
ドレスは内部 LAN 接続のために使用され、ルーティング可能ではないです。 リンク ロー
カル アドレスのためのプレフィクスは FF80 です。
 
• グローバル— IPv6 アドレスはグローバルアドレスです。 グローバルアドレスはグローバ
ルに固有のの、ルーティング可能のユニキャスト アドレスです。
 

ステップ 5 IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである場合、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 IPv6 インターフェイスを選択して下さい。
 
ステップ 6.受信者の IP アドレスで通知が送信 される受信者の IP アドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 7. UDP Port フィールドで受信者のデバイスによって使用するポート番号を入力し
て下さい。 SNMP 通知のためのデフォルト UDP ポートは UDP ポート 162 です。
 
ステップ 8.通知の種類 フィールドの望ましい通知の種類に対応する Radio ボタンをクリッ
クして下さい。
 

• トラップ—トラップは受信者に送信 される通知です。 トラップは受信者からの確認応答
を必要としません。



• Informs —しかし Informs は受信者に送信 される通知、知らせます必要とします受信者か
らの確認応答をです。 受信者がインフォームに答えない場合、SNMP エージェントはイン
フォームを送り直すように試みます。
 

注: 望まれたら通知としてトラップし、知らせたら 2 人の受信者を設定して下さい。
 
ステップ 9： 通知の種類が Informs に設定 される場合、次のフィールドを入力して下さい
。 これらのフィールドは確認応答が SNMP マネージャから届かないとき適用します。
 

• インフォームが送り直される前に timeout —時間に SNMP エージェント待ち時間入って
下さい。
 
• 再試行— SNMP エージェントがインフォームを送り直す回数を入力して下さい。
 

ステップ 10.ユーザ ドロップダウン リストからの受信者に対応するユーザを選択して下さ
い。 受信者は通知を受信するために設定されたユーザネームの資格情報を一致する必要が
あります。
 
注: SNMP ユーザに関する詳細については 300 シリーズによって管理されるスイッチの記事
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） ユーザコンフィギュレーションを参照して下
さい。
 
ステップ 11.セキュリティレベル フィールドの SNMP パケットの望ましいセキュリティレ
ベルに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。 これらのオプションのアベイラビリ
ティは Users ページ SNMP のユーザネームの設定によって異なります。
 

• 認証無し—認証が必要とならないし、SNMP パケットは暗号化されません。
 
• 認証—認証が必要となりますが、SNMP パケットは暗号化されません。
 
• プライバシー—認証が必要となり、SNMP パケットは暗号化されます。
 

ステップ 12： 受信者のための通知 フィルタを有効に するために通知 フィルタ フィールド
のイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 13： フィルタ名前ドロップダウン リストから受信者に適用する通知 フィルタを
選択して下さい。
 
ステップ 14： [Apply] をクリックします。 通知受信者は設定されます。
 

 
ステップ 15： 受信者を編集するために、編集し、『Edit』 をクリック したい受信者のチェ
ックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 16： 受信者を削除するために、削除し、『Delete』 をクリック したい受信者の



チェックボックスをチェックして下さい。
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