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WAP125 および WAP581 の SNMPv3 を設定し
て下さい 

目標
 

Simple Network Management Protocol（SNMP） バージョン 3 （SNMPv3）は認証戦略が
ユーザが住むグループおよびユーザのために設定されるセキュリティモデルです。 セキュ
リティレベルはセキュリティモデル内の許可されたセキュリティ レベルです。 セキュリテ
ィモデルおよびセキュリティレベルの組み合せは SNMP パケットを処理するときどのセキ
ュリティ機構が使用されるか判別します。
 
SNMP によって読み取られるか、または設定 することができる変数として機能する SNMP
では、管理情報ベース （MIB）は階層的 な 情報含むデータベース オブジェクト識別子
（OID）です。 MIB は木のような構造で編成されます。 ツリーを指名するマネージ オブジ
ェクト内のサブツリーはビュー サブツリーです。 MIB ビューは一組のビュー サブツリーの
組み合せまたはビュー サブツリーの系列です。 MIB 意見は SNMPv3 アクセス ユーザがで
きる OID 範囲を制御するために作成されます。 SNMPv3 意見設定は限られた MIB だけ表
示するためにユーザを制限して必要です。 WAP は 2 つの Launch Default View を含む 16
までの意見がある場合があります。
 
この資料の目標は WAP125 および WAP581 の CPU/RAM アクティビティを収集し、表示
し、ダウンロードする方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

WAP125
WAP581
  

[Software Version]
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

SNMPv3 設定を設定して下さい
 
SNMPv3 意見を設定して下さい
 

ステップ 1. 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。
 



 
ステップ 2. SNMP 設定右矢印をクリックして下さい。
 

 
ステップ 3. SNMPv3 タブをクリックして下さい。
 



 
ステップ 4. SNMPv3 意見の下で New エントリを作成するために + ボタンをクリックして
下さい。
 

 
ステップ 5 ビュー名 フィールドでは、MIB 意見を識別する名前を入力して下さい。
 
注: ビュー新しいこの例ではビュー名として作成されます。 ビューすべておよびビューどれ
もデフォルトで作成され、システムによってサポートされるすべての管理オブジェクトを含
まれています。 これらは修正され削除することができません。
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ステップ 6 型ドロップダウン リストから、オプションをビューを除くか、または含むため
にかどうか選択して下さい。
 

含まれた— MIB ビューからのサブツリーのサブツリーか系列にビューを含めます。
除かれる— MIB ビューからサブツリーのサブツリーまたは系列のビューを除きます。
 

 
ステップ 7 OID フィールドでは、ビューから含むか、または除くためにサブツリーのため
の OID ストリングを入力して下さい。 各数が情報を見つけるのに使用され、各数は OID ツ
リーの特定のブランチに対応します。 OID は MIB 階層のマネージ オブジェクトの固有の識
別番号です。 より低いレベルのオブジェクト ID は関連する組織によって割り当てられるが
、トップレベル MIB オブジェクト ID は異なる標準構成に属します。 私用ブランチはベン
ダーによって自身の製品のためのマネージ オブジェクトを含むために定義することができ
ます。 MIB ファイル マップ OID は人が読み取り可能な形式に番号が付いています。 OID
数をオブジェクト名に変換するために、ここをクリックして下さい。
 
注: この例では、1.3.6.1.2.1.1 は使用されます。
 

 
ステップ 8. Mask フィールドで OID マスクを入力して下さい。 Mask フィールドが OID が

https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do
https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do


あり、最大が長さが 47 文字であるビューを判別するとき関連したとして考慮する必要があ
る OID サブツリーの要素を制御するのに使用されています。 形式は 16 オクテットの長さ
であり、各オクテットは期間かコロンで分かれる 2 つの 16 進法文字が含まれています。 マ
スクを判別するために、OID 要素の 1 組に多くのビットその数およびセットを数えて下さ
い。 16 進法形式だけこのフィールドで受け入れられます。 例 OID 1.3.6.1.2.1.1 を参照し
て下さい、7 つの要素があります、従って 7 連続した 1s 設定 された第 2 1 の最初のオクテ
ットおよびすべてのゼロの 1 0 によって続いたら、マスクとして FE:00 を得ます。
 
注: この例では、FE:00 は使用されます。
 

 
ステップ 9.クリックして下さい 。
 
今うまく WAP125 の SNMPv3 意見を設定する必要があります。
  

設定 SNMPv3 グループ
 

ステップ 1. SNMPv3 グループの下で New エントリを作成するために + ボタンをクリック
して下さい。
 

 
ステップ 2. Group Name フィールドのグループを識別するのに使用される名前を入力して
下さい。 RO および RW の既定値の名前は再使用することができません。 グループ名は 32
までの英数字が含まれている場合があります。
 
注: この例では、CC は使用されます。
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ステップ 3 セキュリティレベル ドロップダウン リストから、認証の適切なレベルを選択し
て下さい。
 

noAuthNoPriv —認証およびデータ暗号化（セキュリティ無し）を提供しません。
authNoPriv —認証データ暗号化（セキュリティ無し）を提供しません。 認証はセキュ
ア ハッシュ認証（SHA）パスフレーズによって提供されます。
authPriv —認証およびデータ暗号化。 認証は SHA パスフレーズによって提供されます
。 データ暗号化は DES パスフレーズによって提供されます。
 

注: この例では、authPriv は使用されます。
 

 
ステップ 4 書意見ドロップダウン リストから、新しいグループのためのすべての管理オブ
ジェクト（MIB）に書き込み アクセスを選択して下さい。 これはグループが MIB で行うか
もしれない操作を定義します。 このリストはまた WAP で作成された新しい SNMP ビュー
が含まれています。
 
注: ビュー新しいこの例では使用されます。
 

 
ステップ 5.読まれた意見ドロップダウン リストから新しいグループのすべての管理オブジ
ェクト（MIB）のための読み取り アクセスを選択して下さい。 下記にある省略時のオプシ
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ョンは WAP で作成される他のどのビューと共に現われます。
 

ビューすべて—これはグループがすべての MIB を表示し、読むことを可能にします。
ビューどれも—これは誰も MIB を表示するか、または読むことができないようにグル
ープを制限します。
ビュー新しい—ユーザー定義ビュー。
 

注: この例では、ビューどれも使用されます。
 

 
ステップ 6.クリックして下さい 。
 
今うまく SNMPv3 グループを設定する必要があります。
  

設定 SNMPv3 ユーザ
 

SNMP ユーザはログオン資格情報（ユーザー名、パスワードおよび認証方式）によって定
義され、それは SNMP グループおよびエンジン ID と共同して操作されます。 SNMPv3 だ
け SNMP ユーザを使用します。 アクセス権のユーザは SNMP ビューと関連付けられます
。
 
ステップ 1. SNMPv3 ユーザの下で New エントリを作成するために + ボタンをクリックし
て下さい。
 

 
呼び出します。 User Name フィールドでは、SNMP ユーザを表示するユーザネームを作成
して下さい。
 
注: この例では、AdminConan は使用されます。
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ステップ 3 グループ ドロップダウン リストから、ユーザにマップするためにグループを選
択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

RO — デフォルトで作成される読み取り専用グループ。 このグループはユーザが設定
しか表示しないことを可能にします。
RW — デフォルトで作成される読み書きグループ。 このグループはユーザが設定への
必要な変更を表示し、行なうことを可能にします。
cc — CC、ユーザが定義するグループ。 ユーザが定義するグループはグループが定義
される場合その時だけ現われます。
 

注: この例では、CC は設定 SNMPv3 グループの下のステップ 2 で定義されたように選択さ
れます。
 

 
ステップ 4 認証ドロップダウン リストから、SHA を選択して下さい。
 
注: このエリアはステップ 3 で選択されたグループ セキュリティレベルが noAuthNoPriv に
設定 された場合選択不可能になります。
 

 
ステップ 5 認証パス フレーズ フィールドでは、ユーザ向けの関連するパスフレーズを入力
して下さい。 これはそれらが互いに接続することができるようにデバイスを認証するため
に設定されなければならない SNMP パスワードです。
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ステップ 6 暗号化の種類ドロップダウン メニューから、SNMPv3 要求を暗号化するために
暗号化方法を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

DES — データ暗号化規格（DES）は 64 ビット共用秘密鍵を使用する対称 ブロック 暗
号です。
AES128 — Advanced Encryption Standard（AES）その 128 bit 鍵を使用します。
 

注: この例では、DES は選択されます。
 

 
ステップ 7 暗号化パス フレーズ フィールドでは、ユーザ向けの関連するパスフレーズを入
力して下さい。 これがネットワークの他のデバイスに送信 される データを暗号化するのに
使用されています。 このパスワードももう一方の端のデータを復号化するのに使用されて
います。 パスフレーズは通信 デバイスで一致するなりません。 パスフレーズは 8 から長さ
が 32 文字まで及ぶことができます。
 

 
ステップ 8.クリックして下さい 。
 
今うまく WAP125 の SNMPv3 ユーザを設定する必要があります。
  

設定 SNMPv3 ターゲット
 

SNMP ターゲットは送信 される エージェント通知が送信 される 管理 デバイス両方および
メッセージを示します。 各ターゲットはターゲット名、IP アドレス、UDP ポートおよびユ
ーザネームによって識別されます。
 
SNMPv3 送信 SNMP ターゲット通知として知らせますトラップよりもむしろ SNMP マネ
ージャへのメッセージ。 これはトラップが確認する使用しないが、確認しましたり使用し
ます知らせますのでターゲット配信を。



ステップ 1. SNMPv3 ターゲットの下で New エントリを作成するために + ボタンをクリッ
クして下さい。
 
注: 合計 16 までのターゲットは設定することができます。
 

 
呼び出します。 IP address フィールドでは、すべての SNMPトラップが送信 される ターゲ
ットIP アドレスを入力して下さい。 これは一般的に ネットワーク管理 システムアドレスで
す。 これは IPv4 または IPv6 アドレスのどれである場合もあります。
 
注: この例では、192.168.2.165 は使用されます。
 

 
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.ユーザ ドロップダウン リストからのターゲットと関連付けるためにユーザを選
択して下さい。 このリストは Users ページで作成されるすべてのユーザのリストを表示し
ます。
 
注: AdminConan はユーザとして選択されます。
 

 
ステップ 5.クリックして下さい 。
 
今うまく WAP125 および WAP581 の SNMPv3 ターゲットを設定する必要があります。
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