
300 シリーズによって管理されるスイッチの簡
易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） エン
ジン ID を設定して下さい 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は IP ネットワークのデバイスを管理するのに
使用されるインターネット規定 プロトコルです。 Tcp/ip ベース ネットワークの管理を中心
にする SNMP は方式を提供するように設計されていました。 従って SNMP によって提供
される機能を利用したいと思う場合 SNMPv3 エンティティはエンジン ID がある必要がある
と同時に SNMP エンジン ID が network.300 シリーズによって管理されるスイッチの各
SNMPv3 エンティティを識別するのに機能できます使用され。 
 
この記事は 300 シリーズによって管理されるスイッチの SNMP エンジン ID を設定する方
法を説明します。
 
注: SNMP はスイッチの SNMP 機能を利用できる前にデフォルトで無効に なり、つく必要
があります。 Web コンフィギュレーションユーティリティで、> TCP/UDP サービス 『
Security』 を選択 し、SNMP サービスが有効に なるかどうか確認して下さい。  詳細につ
いては、200/300 シリーズによって管理されるスイッチの記事ビュー TCP/UDP サービス
ステータスを参照して下さい。
  

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
  

設定 SNMP エンジン ID
 

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 > エンジン ID 『
SNMP』 を選択 し。 エンジン ID ページは開きます:
 



 
ステップ 2.ローカル エンジン ID を定義するために望ましいローカル エンジン ID Radio ボ
タンをクリックして下さい。 これはスイッチのエンジン ID です。
 

• 使用はスイッチの MAC アドレスに default —デフォルト エンジン ID 基づいています。
 
• なし—エンジン ID は使用されません。
 
• ユーザが定義する—手動で スイッチのエンジン ID を入力して下さい。 エンジン ID は
16進フォーマットで入る必要があります。
 

ステップ 3.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4. SNMP サーバのエンジン ID に IP アドレスをマッピング するためにリモート
エンジン IDテーブルで『Add』 をクリック して下さい。 追加リモート エンジン ID ウィン
ドウは現われます。
 

 
 
ステップ 5.サーバ 定義 フィールドの SNMP サーバを定義するのに使用される方式と対応
する Radio ボタンをクリックして下さい。 サーバはデバイスその監視 SNMP データです。
 

• によって ip address — IP アドレスの SNMP サーバを定義して下さい。
 
• 名指しで—ドメイン名を用いる SNMP サーバを定義して下さい。  このオプションを選
択する場合、ステップ 9.に前方にスキップして下さい。
 

ステップ 6. IPバージョン フィールドかで SNMP サーバを見つけるのに使用するべきどの
IPバージョンを判別するために appropriate オプション・ ボタンをクリックして下さい。 



バージョン 4 をクリックする場合、ステップ 9.に前方にスキップして下さい。 
 
ステップ 7. IPv6 アドレス タイプ フィールドのアドレス タイプを規定 する appropriate オ
プション・ ボタンをクリックして下さい。
 

• リンク ローカル—リンク ローカル アドレスは私用 IP アドレスで、外部ネットワークに
目に見えません。
 
• グローバル—グローバル ユニキャスト IPv6 アドレスはパブリックIPアドレスで、他のネ
ットワークから利用できます。  『Global』 をクリック する場合、ステップ 9.に前方にス
キップして下さい。
 

ステップ 8.リンク ローカルインターフェイス ドロップダウン リストからリンク ローカル
インターフェイスを選択して下さい。  リンク ローカル アドレスが私用であるので、リン
ク ローカルインターフェイスはリンク ローカル アドレスに達できる唯一の出典です。
 
ステップ 9.サーバのIPアドレス/Name フィールドのエンジン ID にマッピング されるべき
SNMP サーバの IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 10.エンジン ID フィールドの 16進フォーマットでエンジン ID を入力して下さい
。  エンジン ID は IP アドレスかドメイン名が示す同じデバイスによって対応する必要があ
ります。
 
ステップ 11.設定を保存し、次に終了の近くで追加リモート エンジン ID ウィンドウをクリ
ックするために『Apply』 をクリック して下さい。 リモート エンジン IDテーブルは更新済
であるはずです。
 

 
 
ステップ 12： （オプションの）望ましい SNMP サーバのチェックボックスをチェックし
、SNMP サーバの IP アドレスかエンジン ID を変更するために『Edit』 をクリック して下
さい。
 
ステップ 13： （オプションの）望ましい SNMP サーバのチェックボックスをチェックし
、リモート エンジン IDテーブルからエントリを削除するために『Delete』 をクリック して
下さい。
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