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Sx500 シリーズ スタック 可能 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 の設定 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は SNMP マネージャが SNMP メッセージの交
換によって SNMP エージェントを制御することを可能にするアプリケ− ションレイヤプロ
トコルです。 ネットワーク上の問題を、ネットワーク拡大のためのネットワークパフォー
マンス見つけ、解決する SNMP ヘルプおよび計画を管理するため。 SNMPv3 はより多くの
セキュリティ規格およびプライバシーを提供する高度なバージョンの SNMP です。
SNMPv3 エンティティかエージェントによってだけエンジン ID がそれらを識別するのに使
用されています。 この記事は SX500 シリーズ スタック 可能 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 を追加するためにユーザは Sx500 スタック 可能 スイッチの SNMP ユーザの技
術情報設定を参照します。
  

適当なデバイス
 

Sx500 シリーズ スタック 可能 スイッチ
  

[Software Version]
 

1.3.0.62
  

SNMP エンジン ID の設定
 
ローカル エンジン ID 設定
 

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:
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注: ローカル エンジン ID は SNMP エンジンの固有の識別番号によって、通常識別のために
ない当たることのために使用される定義されます。 ローカルデバイス エンジン ID は
SNMP の設定を示します。 エンジン ID が変更されるとき、設定された SNMP ユーザ全員
および SNMP グループは消されます。
 
呼び出します。 ローカル エンジン ID フィールドで、ローカル エンジンが ID 作成される望
ましい Radio ボタンの 1 つをクリックして下さい:
 

default —これを使用し、デバイス生成されたエンジン ID を次の通り定義されるスイッチの
MAC アドレスに基づかせています使用して下さい、:
 

–最初 4 オクテット—最初のビットは 1 と等しく、他はインターネットアドレス管理機構
（IANA）料金受信人払い番号です。
 
–第 5 オクテット—これは続く MAC アドレスを示す 3 へ一定等号です。
 
–最後の 6 オクテット—これはスイッチに属する MAC アドレス単にです。
 

なし—このオプションはエンジン ID が使用されないことを示します。
ユーザが定義する—これはユーザがローカルデバイス エンジン ID を入力することを可能に
します。
 

 
ステップ 3 ステップ 2 でユーザが定義する選択した場合、それの側で提供されるフィール
ドで望ましいエンジン ID を入力して下さい。 エンジン ID は 10 から 64 まで及ぶ 16 進数
表示の文字列である必要があります。 16進文字最小 20 がある必要があります。
 



ステップ 4.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 5.データベース消去を確認するために『OK』 をクリック して下さい。
  

リモート エンジン ID 設定
 

ユーザはローカルスイッチのほかの別の SNMP エンティティに接続されます。 リモート エ
ンジン ID は定義されます、リモートデバイス レシーブはメッセージを知らせましたり、情
報要求を作ることができません。
 
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:
 

 
呼び出します。 リモート エンジン IDテーブルで、あなた自身の SNMP エンジン ID とマッ
ピング されるべき新しいリモート エンジン ID を追加するために『Add』 をクリック して
下さい。 下記の表はエンジンがメッセージを話すか、または送ることができる IP アドレス
および追加されたリモート エンジン ID すべてを示します。 新しいウィンドウが表示され
ます。
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ステップ 3 サーバーの定義フィールドで、によるまたは名指しでリモート エンジンを IP ア
ドレス 規定 するためにかどうか選択して下さい:
 

名指しで— Webサイト名前かドメイン名を規定 するため。
ip address —によって Webサイト IP アドレス（例を規定 するため: 192.168.1.200）。
 

ステップ 4 ステップ 3 の IP アドレスによってクリックした場合、リモートIPアドレスの種
類に基づいてバージョン 4 かバージョン 6 をクリックして下さい（IPv4 か IPv6）。
 
ステップ 5 IPv6 がステップ 4 で選択される場合、IPv6 アドレス タイプ Radio ボタンの 1
つをクリックして下さい。
 

リンク ローカル— IPv6 アドレスはそれぞれを単一のネットワーク リンクのホスト識別しま
す。 リンク ローカル アドレスはルーティング可能でし、ローカルネットワークのだけ通信
に使用することができます。
グローバル— IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能のグローバル ユニ
キャスト IPv6 型です。
 

ステップ 6 リンク ローカルがステップ 9 の IPv6 アドレス タイプのために選択される場合
、ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さい。 リストのすべての利用
可能 な インターフェイスのプレフィックスを見るかもしれません。 インターフェイスは
IPv6 インターフェイスの下で設定することができます。 Sx500 シリーズ スタック 可能 ス
イッチの IPv6 インターフェイスコンフィギュレーションと資格を与えられる詳細な使用説
明書のために記事を参照して下さい。
 

 
ステップ 7.ステップ 3 でクリックされるオプションに関してサーバのIPアドレス/Name フ
ィールドでサーバの IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。



ステップ 8 エンジン ID フィールドでは、ステップ 7.で入力したそれぞれ IP アドレス/ドメ
イン名と関連付けられるリモート エンジン ID を入力して下さい。
 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
  

SNMP エンジン ID を編集して下さい
 

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

 
呼び出します。 望ましいチェックボックスをチェックし、SNMP エンジン ID を編集するた
めに『Edit』 をクリック して下さい。 新しいウィンドウが表示されます。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はエンジン ID を編集される必要がある IP アドレス ドロップ
ダウン リストから IP アドレスを選択します。
 

 
ステップ 4 エンジン ID フィールドでは、エンジン ID 望まれる入力して下さい。
 
ステップ 5.変更を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
注: 既存のマッピングを編集するときサーバーの定義か IPバージョンを変更できません。 そ
のような変更のための新しいものを作成する必要があります。
  

SNMP エンジン ID を削除して下さい
 

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

.。
 
呼び出します。 SNMP マッピングをリモート エンジン IDテーブル チェックから適切なチ
ェックボックス削除し、『Delete』 をクリック する必要があれば。
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