
RV220W および RV120W のリモートロギング
設定 

目標
 

リモートおよびローカルロギングはサービス拒否不正侵入、一般的な攻撃、ログイン試行、
破棄された パケット、等リモートロギングについての情報をですマルチプルホストのログ
ファイルを監視するメソッドの 1 つ提供します。 また、ログオンしますリモートロギング
が使用に入って来るとき物理的にアクセスが不可能である別途のセキュア ネットワークを
、これあります場合によってはユーザは保存したいと思うかもしれません。
 
この資料に RV220W および RV120W をログオンする遠隔を設定する方法を記述されてい
ます。
  

適当なデバイス
 

• RV220W 
• RV120W
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

設定 リモートロギング
 
リモート ログ 識別子を追加して下さい
 

リモート ログ 識別子を SMTP サーバを使用するために追加し、望ましい電子メールでログ
設定を行います。
 
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 > ロギング > リモ
ートロギング 設定 『管理』 を選択 し。 リモートロギング 設定 ページは開きます:
 



 
ステップ 2.リモート ログ Identifier フィールドのメッセージのもとのより容易な識別のため
の各ログメッセージに追加するためにプレフィクスを入力して下さい。ログ 識別子はメー
ルおよび Syslog メッセージ両方に追加されます。
 
ステップ 3 下記に設定される E メールにすべてのログを送信 するために E メール ログ チ
ェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 4. E メール サーバアドレス フィールドで Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）
サーバの IP アドレスかインターネットネームを入力して下さい。 ルータはこのサーバに E
メール ログを必要な場合に送信 するために接続します。
 
ステップ 5. SMTP Port フィールドの SMTP サーバに接続するのに使用されるポート番号を
入力して下さい。
 
ステップ 6.帰り Ｅメールアドレス フィールドの電子メールを送信 するのに SMTP サーバ
が使用する ｅメールアドレスを入力して下さい。
 



ステップ 7.ログ アラートが E メール Address(1) フィールドに送信で送信 される ｅメール
アドレスを入力して下さい。 これはログ アラートが発信される E メールです。
 
ステップ 8. （オプションの）はログ アラートが E メール Address(2) フィールドに送信で
送信 される ｅメールアドレスを入力します。 これはログ アラートが発信される追加 E メ
ールです。
 
ステップ 9. （オプションの）はログ アラートが E メール Address(3) フィールドに送信で
送信 される ｅメールアドレスを入力します。 これはログ アラートが発信されるもう一つ
の追加 E メールです。
 

 
ステップ 10. SMTP サーバ ドロップダウン リストの認証から望ましい認証方式を選択して
下さい。
 

• なし—これは認証を無効に します。
 
• ログイン平野—これは接続を許可する前に SMTP サーバ認証を必要とします。 これは
SMTP サーバへログインへ共通のメソッドです。 ユーザ名 および パスワードがクライア
ントからサーバに送信 された後、それらは base64 エンコードされた文字列に結合されま
す。 ユーザ名 および パスワードは MD5 とは違うインターネット上の平文として、送信
されません。
 
• CRAM-MD5 —これは接続を許可する前に SMTP サーバ認証を必要とします。 CRAM-
MD5 認証では、サーバはクライアントに最初にチャレンジ ストリングを伝送し、応答は
ストリングとしてクライアントから届きます。 これが提供するセキュリティの種類は他ハ
ッシュを再生できませんハッシュがパスワードなしで複写することができないことであり
オブザーバーにパスワードを学ぶオプションがありません。
 

ステップ 11.ログイン平野か CRAM-MD5 がステップ 8.で選択された場合ユーザ名 および
パスワード フィールドで認証のために使用されるユーザ名 および パスワードを入力して下
さい。
 
ステップ 12： E メール ログ機能が正しく設定されることを確認するために『Test』 をク
リック して下さい。
 
ステップ 13： ルータを SMTP サーバからの IDENTD 要求に応答するために設定するよう
に SMTP Server チェックボックスからの Identd に応答をチェックして下さい。 Ident プロ
トコルは送信側（identd と呼ばれる ident の E メールを提供するよくあるデーモン プログ
ラム確認する方式サービスをです。
  

スケジュールによる送信 E メール ログ
 

ログが日/週の特定時に E-メールを送られることスケジュールをそのような物設定します。
ポリシーを記録 することは望まれるでスケジュールの時を使用することを設定することが



できます。
 
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 > ロギング > リモ
ートロギング 設定 『管理』 を選択 し。 リモートロギング 設定 ページは開きます:
 

 

 
ステップ 2. E メール ログの周波数のためのユニット ドロップダウン リストから望ましい
ユニットを選択して下さい。
 
ウィークリーがステップ 2 で選択された場合ステップ 3. （オプションの）は E メール ログ
の周波数のための日ドロップダウン リストから、望ましい日を選択します。
 
ウィークリーか毎日がステップ 2 で選択された場合ステップ 4. （オプションの）は時間ド
ロップダウン リストから、送信 される E メール ログの特定時（時間）のための日の望まし



い時を選択します。
 
ステップ 5.ロギング ポリシーを『Configure』 をクリック すれば Policies ページ ロギング
は開きます:
 

 
ステップ 6. 『Add』 をクリック すれば追加は/ロギング ポリシー 設定 ページを開きます編
集します:
 

 
ステップ 7. Policy Name フィールドで優先 するポリシー名を入力して下さい。
 
ステップ 8 IPsec ネゴシエーションに関するログをイネーブルに設定するために IPSec
VPN ログ チェックボックスをチェックして下さい。 これらはユーザ領域ログと関連してい



ます。
 
ステップ 9： 可変重大度 コンフィギュレーションテーブルの適切なチェックボックスをチ
ェックして下さい:
 

• 緊急事態—これはシステムが緊急状態で使用不可能なときログを送信 します。 複数のア
プリケーション/サーバ/サイトに影響を及ぼす「緊急な」状態のように。 すべての技術は
これが起こる場合知らせられます。
 
• アラート—これは即時処置が必要なときログを送信 します。 従ってこれは知らせます担
当者をすぐに訂正される必要があります。 これの例はプライマリ ISP 接続の損失です。
 
• 重要—これはデバイスがクリティカル条件にあったときにログを送信 します。 これらの
ログはすぐに修復することができますが、これらのログはシステムのプライマリ失敗を示
します。 これの例はバックアップ ISP 接続の損失です。 これらのログはグローバル レベ
ルで指示されます。
 
• エラー—これはエラー状態に関係するログを送信 します。 これらのログは深刻な問題を
示唆しますが、即時の処置を必要としないカテゴリにあります。 これらのログメッセージ
は緊急でない失敗として記述され、開発者か admin に中継で送られる必要があることがで
きます。 各エラーログは所定の時間以内のの奪取 された注意である必要があります。
 
• 警告—これは警告の条件のログを送信 します。 これは潜在的な問題のためにヘッダー、
しかし実際の問題へのない応答です。 コンポーネントかアプリケーションは理想的な状態
にないことを示すのは警告です。 これらのメッセージはファイル システムが完全な 85%
のとき処置がとられなければエラーが、のような発生することないエラー、示す値ですが
。
 
• 通知—これは正常であるが、送信 しましたり 注意すべき状態がありますログを。 これら
のログはエラー状態のようではないです。 これらのログメッセージに設定 される ソリュ
ーションはそれらをメールで要約し、潜在的な問題に斑点を付けるために admin か開発者
を E-メールを送ることですが即時処置が必要となりません。
 
• 情報—これは情報メッセージだけがあるログを送信 します。 これらのログメッセージは
admin のための無批判情報が含まれ、ドキュメント問題のために更に収穫することができ
ます。
 
• デバッグ—これはデバッグメッセージだけがあるログを送信 します。 これらのログはア
プリケーションをデバッグして開発者に役立ちますしかしオペレーションの中で有用。
 

ステップ 10.変更を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

Syslog サーバ
 

ルータに Syslog サーバにログを送信 してほしい場合次を設定して下さい。 8 つまでの
Syslog サーバを設定できます。
 
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 > ロギング > リモ
ートロギング 設定 『管理』 を選択 し。 リモートロギング 設定 ページは開きます:
 



 
呼び出します。 Syslog ポリシーを有効に するために Syslog サーバ チェックボックスをチ
ェックして下さい。
 
ステップ 3. Syslog サーバ 1 フィールドでサーバ名を入力して下さい。
 
ステップ 4.ロギング ポリシー ドロップダウン リストからポリシーを選択して下さい。 オ
プションは Policies ページ ロギングで追加されるポリシーからあります。
 
Steo 5.は設定を加えるために『SAVE』 をクリック します。
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