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FindIT ネットワーク管理のログ 設定を管理して
下さい 

目標
 

Cisco FindIT ネットワーク管理はスイッチ、ルータおよび Webブラウザを使用してワイヤ
レスアクセスポイント（WAPs）のような 500 シリーズ ネットワークデバイスに容易に監
視し、管理し、設定する Cisco 100 を助けるツールを提供します。 それはまた新しいファ
ームウェア、装置状態、ネットワーク設定更新および保証の下にもはやないし、サポート
契約にカバーされていない接続装置のアベイラビリティのようなデバイスおよび Ciscoサポ
ート通知について知らせます。
 
FindIT ネットワーク管理は 2 つの個別のコンポーネントかインターフェイスで構成される
分散アプリケーションです: FindIT ネットワーク プローブと言われた 1つ以上のプローブお
よび単一管理官は FindIT ネットワーク マネージャを呼出しました。
 
情報が異なるソフトウエアモジュールによってログファイルで両方のプラットフォーム保つ
FindIT ネットワーク プローブ制御の FindIT ネットワーク マネージャおよびログ 設定 ペー
ジの Settings ページ ロギング。 この情報は FindIT ネットワーク管理における問題を診断
しているサポートエンジニアに主な関心事適切な設定を解決し、提供するためにそれらを助
けるです。
 
この技術情報は方法で手順を FindIT ネットワーク マネージャおよび FindIT ネットワーク
プローブ両方のログ 設定を管理する提供します。
  

適当なデバイス
 

FindIT ネットワーク マネージャ
FindIT ネットワーク プローブ
  

[Software Version]
 

~1.1
  

FindIT ネットワーク管理のログ 設定を管理して下さい
 
FindIT ネットワーク マネージャのロギング設定を設定して下さい
 

ステップ 1. FindIT ネットワーク マネージャの管理 GUI へのログインはそれから > ロギン
グ設定『管理』 を選択 します。
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呼び出します。 FindIT サービス エリアから、Radio ボタンをクリックして下さい。 オプシ
ョンは次のとおりです:
 

Error エラー水平なメッセージだけ。
警告して下さい—警告およびエラー。
情報—情報メッセージ以上に。 これがデフォルト設定です。
debug —低レベル デバッグメッセージを含むすべてのメッセージ。
 

 
注: この例では、デバッグは選択されます。
 
ステップ 3 スマートなライセンスに関しては、スマートなライセンス エリアからの Radio
ボタンをクリックして下さい。 オプションは次のとおりです:
 

Error エラー水平なメッセージだけ。
警告して下さい—警告およびエラー。
情報—情報メッセージ以上に。 これがデフォルト設定です。
debug —低レベル デバッグメッセージを含むすべてのメッセージ。
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注: この例では、情報は選択されます。
 
ステップ 4.サード パーティ解放エリアの Radio ボタンをクリックして下さい。 オプション
は次のとおりです:
 

Error エラー水平なメッセージだけ。
警告して下さい—警告およびエラー。
情報—情報メッセージ以上に。 これがデフォルト設定です。
debug —低レベル デバッグメッセージを含むすべてのメッセージ。
 

 
注: この例では、エラーは選択されます。
 
ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
デフォルト ロギング設定にオプションを戻すステップ 6. （オプションの）は『Reset』 を
クリック します。
 
ステップ 7. （オプションの）一定ログ水平な正常に通知 メッセージが現れる。 メッセージ
を閉じるために x ボタンをクリックして下さい。
 



 
FindIT ネットワーク マネージャのためのログファイルはインストールに使用する仮想マシ
ンによってローカル ファイル システム ディレクトリで見つけることができます。
 
この下記の例では、使用される仮想マシンは VirtualBox であり、ログファイルはマッキン
トッシュ HD/Users/Cisco/VirtualBox VM/ログ フォルダで保存されます。
 

 
下記の例では、使用される仮想マシンはプロ VMWare ワークステーションであり、vmware
ログファイルは C で保存されます: /Users/Cisco/My 文書/仮想計算機 FindITManager-
1.1.0.20170626 フォルダ。
 

 
今うまく FindIT ネットワーク マネージャのロギング設定を行う必要があります。
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FindIT ネットワーク プローブの設定 ログ 設定
 

ステップ 1. FindIT ネットワーク プローブの管理 GUI へのログインはそれから > ログ 設定 
『管理』 を選択 します。
 

 
呼び出します。 ログ水平なドロップダウン リストから、記録 する必要がある詳細 レベル
を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

Error エラー水平なメッセージだけ。
警告—警告およびエラー。
情報—情報メッセージ以上に。 これがデフォルト設定です。
debug —低レベル デバッグメッセージを含むすべてのメッセージ。
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注: この例では、デバッグは選択されます。
 
ステップ 3 ログ モジュール エリアから、メッセージが記録 する必要があるモジュールを選
択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

全すべてのモジュール。 これがデフォルト設定です。
system —他のモジュールによってカバーされないコア システム プロセス
ディスカバリ—デバイスの発見 イベントおよびトポロジ ディスカバリ
monitor — ダッシュボード アクティビティ
NETCONF — ネットワークコンフィギュレーション プロトコル（NETCONF）および
描写的な状態転送設定（RESTCONF）プロセス
デバイスコンフィギュレーション—すべてのデバイスコンフィギュレーション アクテ
ィビティ
報告書作成のためのレポート データの取得および相関
show tech — ネットワーク Show tech のためのデータ収集および処理
管理—プローブ設定および管理オペレーション
プローブとマネージャ間のコール ホーム agent —コミュニケーション
 

 
注: この例では、すべては選択されます。
 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 5. （オプションの）はログ 設定がだった正常に保存された通知 メッセージ現われ
ます。 メッセージを閉じるために x ボタンをクリックして下さい。
 

 
プローブ ログファイルはネットワーク Show tech コンテンツに含まれています。 学ぶため
に FindIT ネットワーク プローブを使用してネットワーク 診断情報をキャプチャ する方法
をここをクリックして下さい。
 
今うまく FindIT ネットワーク プローブのログ 設定を行う必要があります。
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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