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SNMP
Simple Network Management Protocol バージョン 2（SNMPv2）は、ネットワーク管理用のプロトコ
ルです。 このプロトコルは、情報の収集、設定、ネットワーク内のすべてのデバイスの管理に使
用されます。

GUI を使用した SNMP の管理
GUI を使用して SNMP を管理するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[高度（Advanced）] > [SNMP] をクリックします。
[SNMP 設定（SNMP Setup）] 画面が表示され、サポートされているバージョンの詳細が表示され
ます。
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ステップ 2

[SNMPv2 アクセス（SNMPv2 Access）] ドロップダウン リストから、[有効（Enabled）] を選択し
ます。
デフォルトのオプションは、無効に設定されています。

ステップ 3

[読み取り専用コミュニティ（Read Only Community）] フィールドにコミュニティ名を入力しま
す。
デフォルトのオプションは [パブリック（public）] です。

ステップ 4

[読み書きコミュニティ（Read-Write Community）] フィールドにコミュニティ名を入力します。
デフォルトのオプションは [非通知（private）] です。

ステップ 5

[SNMPトラップ（SNMP Trap）] ドロップダウン リストから、[有効（Enabled）] を選択します。
デフォルトのオプションは [無効（Disabled）] です。 SNMP Trap Receiver ツールではログを受信
して、ネットワークから送信された SNMP トラップを表示します。

ステップ 6

[SNMP サーバ IP（SNMP Server IP）] フィールドにサーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 7

[適用（Apply）] をクリックします。

CLI を使用した SNMP の管理
CLI を使用して SNMP を管理するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

Mobility Express のコントローラ CLI にログインします。

ステップ 2

SNMP のバージョンを有効にして表示するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config snmp version v2c enable
(Cisco Controller) >show snmpversion

ステップ 3

[読み取り専用コミュニティ（Read-Only Community）] を設定して表示するには、次のコマンドを
入力します。
(Cisco Controller) >config snmp community accessmode ro public
(Cisco Controller) >show snmpcommunity

ステップ 4

[読み書きコミュニティ（Read-Write Community）] を設定して表示するには、次のコマンドを入力
します。
(Cisco Controller) >config snmp community accessmode rw private
(Cisco Controller) >show snmpcommunity

ステップ 5

SNMP Trap Receiver を設定して表示するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config snmp trapreceiver create 10.10.10.10
(Cisco Controller) >show snmptrap

ステップ 6

SNMP トラップを送信するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config snmp trapreceiver mode enable
(Cisco Controller) >show snmptrap

ログ
システム メッセージ ロギング機能では、Syslog サーバと呼ばれるリモート サーバにシステム イ
ベントのログを記録します。 各システム イベントでは、イベントの詳細が含まれた syslog メッ
セージをトリガーします。
システムメッセージロギング機能が有効になっている場合、コントローラではコントローラに設
定された syslog サーバに syslog メッセージを送信します。

GUI を使用したシステム ロギング
GUI を使用してシステム ロギングを実行するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

[高度（Advanced）] > [ロギング（Logging）] をクリックします。
[ロギング設定（Logging Setup）] 画面が表示されます。

ステップ 2

[Syslog ロギング（Syslog Logging）] ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] を選択します。
デフォルトのオプションは、無効に設定されています。
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ステップ 3

[Syslog サーバ IP（Syslog Server IP）] フィールドに IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 4

[ログレベル（Logging level）] ドロップダウン リストから、syslog の重大度レベルを選択します。

ステップ 5

[Syslog ファシリティ（Syslog Facility）] ドロップダウン リストから、syslog の重大度レベルを選
択します。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。

CLI を使用したシステム ロギング
CLI を使用してシステム ロギングを実行するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Syslog サーバ IP を設定するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config
<0-7>
Set syslog
alerts
Set syslog
critical
Set syslog
debugging
Set syslog
emergencies
Set syslog
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logging
message
message
message
message
message

syslog level <0-7>
logging message severity level.
logging severity to 'alerts' (severity 1).
logging severity to 'critical' (severity 2).
logging severity to 'debugging' (severity 7).
logging severity to 'emergencies' (severity 0).
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errors
informational
notifications
warnings

ステップ 2

Set
Set
Set
Set

syslog
syslog
syslog
syslog

message
message
message
message

logging
logging
logging
logging

severity
severity
severity
severity

to
to
to
to

'errors' (severity 3).
'informational' (severity 6).
'notifications' (severity 5).
'warnings' (severity 4).

Syslog ロギング ファシリティを設定するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config logging syslog facility <facility>
auth-private
Authorization system (private).
authorization
Authorization system.
cron
Cron/at facility.
daemon
System daemons.
ftp
FTP daemon.
kern
Kernel.
local0
Local use.
local1
Local use.
local2
Local use.
local3
Local use.
local4
Local use.
local5
Local use.
local6
Local use.
local7
Local use.
lpr
Line printer system.
mail
Mail system.
news
USENET news.
sys12
System use.
sys13
System use.
sys14
System use.
sys15
System use.
syslog
Syslog itself.
user
User process.
uucp
Unix-to-Unix copy system.

工場出荷時設定にリセット
Mobility Express ネットワークは、[工場出荷時設定にリセット（Reset to Factory Default）] を実行
すれば、そのデフォルト設定に変更できます。

（注）

• この操作は管理者ユーザが実行する必要があります。 前の設定を復元することはできま
せん。
• GUI を使用して [工場出荷時設定にリセット（Reset to Factory Default）] を実行すると、
すべての Mobility Express 対応アクセス ポイントからコントローラの設定が削除されま
す。この後、マスター AP が再起動されます。 マスター AP の再起動後、すべての Mobility
Express 対応アクセス ポイントで CiscoAirProvsion SSID がブロードキャストされます。
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GUI を使用した Mobility Express ネットワークの工場出荷時設定へのリ
セット
GUI を使用して Mobility Express ネットワークを工場出荷時設定にリセットするには、次の手順を
実行します。

手順
ステップ 1

[高度（Advanced）] > [工場出荷時設定にリセット（Reset to Factory Default）] をクリックします。
[Mobility Express コントローラを工場出荷時設定にリセット（Reset Mobility Express Controller to
Factory Default）] ページが表示されます。

ステップ 2

[続行（Continue）] をクリックします。
確認メッセージのボックスが表示されます。
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ステップ 3

[はい（Yes）] をクリックします。
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