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WAP125 および WAP581 の SNMPv2c 設定を設
定して下さい 

目標
 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）はネットワーク管理、トラブルシューティング
およびメンテナンスのために使用されます。 2 キー ソフトウェアの助けによる SNMP レコ
ード、ストアおよび共有 情報: そのネットワーク管理 システム（NMS）はマネージャ デバ
イスおよびマネージ デバイスで動作するエージェントで稼動します。
 
SNMP v2 は v1 の改善されたイテレーションであるがだけ、SNMP v1 は欠如ある特定の機
能性が TCP/IP ネットワークに取り組む SNMP のオリジナル版であり。 SNMP v1 および
v2c は SNMPv1 か SNMPv2c を利用するネットワークのためにしか選択する必要がありま
せん。 SNMP v3 は SNMP の最も新しい規格で、SNMP v1 および v2c の問題の多数に対処
します。 特に、それは v1 および v2c からのセキュリティーの脆弱性の多数に対処します。
SNMP v3 はまた管理者が 1 つのよくある SNMP 規格に移動することを可能にします。
 
トラップはネットワークの条件に SNMP マネージャに警告するメッセージです。 要求を
（知らせます）です SNMP マネージャからの受信の確認のための要求を含むトラップ知ら
せて下さい。 通知は接続の不適当なユーザ認証、再起動、閉じ、隣接ルータへの接続の損
失、ワイヤレスアクセスポイント、または他の重大なイベントを示すことができます。
 
この技術情報は WAP125 の SNMPv2c 設定を行う方法を説明します。
 
注: 学ぶために SNMPv3 設定を行う方法をここをクリックして下さい。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

SNMPv2c 設定を設定して下さい
 
SNMP 設定を設定して下さい
 

注: メニュー オプションは WAP の正確なモデルによって使用していること変わるかもしれ
ません。 イメージは下記の WAP125 から撮られます。
 
ステップ 1.ワイヤレスアクセスポイントの Webベース ユーティリティへのログインは > 管
理 『System Configuration』 を選択 し。
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5601


 
呼び出します。 SNMP 設定の下で、SNMP Enable チェックボックスをチェックして下さい
。
 

 
ステップ 3. UDP Port フィールドでユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポート番号を
入力して下さい。 SNMP エージェントはアクセス要求があるようにこのポートを確認しま
す。 デフォルトは 161 です。 有効範囲は 1025 から 65535 からです。
 
注: この例に関しては、161 は使用されます。
 



 
ステップ 4.読み出し専用コミュニティ フィールドで SNMPコミュニティ名前を入力して下
さい。 それは SNMP エージェントのための情報にアクセスするのに使用されている読み出
し専用コミュニティを作成します。 送信側によって送信 される 要求パケットで伝送される
コミュニティ ストリングはエージェント デバイスのコミュニティ ストリングを一致するな
りません。  読み取り専用のための既定の文字列は公共です。
 
注: この例では、デフォルト値は使用されます。 読み出し専用コミュニティ名前は情報だけ
を検索するために機関を与えるパスワードとして動作します。
 

 
ステップ 5 読み書きコミュニティ フィールドでは、SNMPコミュニティ名前を入力して下
さい。 それは SNMP エージェントのための情報にアクセスするのに使用されている読み書
きコミュニティを作成します。 このコミュニティ名と彼ら自身を受け入れられる識別する
デバイスからだけ要求します。 これはユーザー定義名前です。 デフォルトは私用です。
 
注: 私用この例では使用されます。 読み書きコミュニティ名前は取得するために機関および
変更 情報を与えるパスワードとして動作します。 局外者からのセキュリティ攻撃を避ける
ためによりカスタマイズされる何かにコミュニティ名を変更することは賢明です。
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ステップ 6. SNMP 設定右ボタンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 7.更に SNMPv2c 設定を行うために SNMPv2c タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 8 管理ステーション エリアで、ステーションが SNMP によって WAP にアクセス
できる方式を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

全すべてのステーションに SNMP によって WAP にアクセスできます。 これが選択さ
れる場合、ステップ 11.にスキップして下さい。
ユーザが定義する—アクセスを認められる一組の定義された SNMP 要求。 これが選択
される場合、次のステップに進んで下さい。
 

注: ユーザが定義するこの例では使用されます。
 



 
ステップ 9： NMS IPv4 アドレス/Name フィールドでは、ネットワーク管理 システム
（NMS）アドレスをか IPv4 形式（xxx.xxx.xxxx.xxx）にあるドメイン ネーム システム
（DNS） サーバアドレスを入力して下さい。 これは管理されたデバイスに、および Set 要
求実行したり、到達するアドレスです。
 
DNS は DNS サーバからの DNS プロトコルによって IP アドレスにホスト名をマップでき
る分散型データベースです。 各ユニークなIPアドレスは関連するホスト名がある場合があ
ります。 DNS ホスト名は複数のラベルで構成される場合があり、各ラベルは期間までに分
かれます。
 
NMS は SNMP メッセージを受け取るのに管理者が使用するツールまたはプログラムです。
 
注: この例では、192.168.2.126 の NMS は使用されます。
 

 
ステップ 10： NMS IPv6 アドレス/Name フィールドでは、NMS アドレスをか IPv6 形式に
ある DNS サーバアドレスを入力して下さい（xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx:
xxxx）。 これは管理されたデバイスに、および Set 要求実行したり、到達するアドレスで
す。
 
注: この例では、fdce:223e:c00d:d00d:afaf:0000:0000:0000 は使用されます。
 

 
ステップ 11： SNMPv2c トラップ設定の下のトラップコミュニティ フィールドでは、トラ
ップのコミュニティ名を入力して下さい。
 
注: この例では、snmptraps.foo.com はトラップコミュニティ名前として使用されます。
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ステップ 12： 編集を有効に するためにトラップ宛先表のホスト名エントリのチェックボッ
クスをチェックして下さい。
 
注: 3 までホスト名/IP アドレスを設定できます。
 

 
ステップ 13： ホスト IP アドレス型ドロップダウン リストから、IP バージョンを選択して
下さい。 オプションは次のとおりです:
 

IPv4 — xxx.xxx.xxx.xxx 形式に準拠するインターネット プロトコル（IP） アドレス方式
の第四世代またはバージョン。
IPv6 — xxxx に続く IP アドレス方式の第 6 生成かバージョン: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx:
xxxx: xxxx: xxxx 形式。
 

 
ステップ 14： ホスト名/IP address フィールドでは、SNMPトラップを受け取る IPv6 IP ア
ドレスか IPv4 を入力して下さい。
 
注: この例に関しては、192.168.2.202 は使用されます。
 



 
ステップ 15： をクリックします。 .
 
今うまく WAP125 および WAP581 の SNMPv2c 設定を行う必要があります。
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