
RV220W および RV120W のシステムログ 設定 
目標
 

ログメッセージは実行デバイスのオペレーションの間に発生するサブシステム イベントで
す。 デバイスは system.log ファイルのこれらのメッセージを保存します。 デバイスは設定
されたログ レベルかが記録 するどのサブシステム メッセージを判別します。 ログ レベル
はそのデバイスログ 緊急事態、アラート、重要、サブシステムのためのエラーおよび警告
メッセージ指定します。 GSS はまた通知、情報、およびデバッグメッセージを記録 します
。
 
ログの助けによって、ユーザは LAN の誰かがブロックされた WAN アドレスにアクセスす
ることを試みるとき LAN にトラフィックの種類を判別入るでき、ユーザに警告します。 ロ
グはまたポートスキャン、不正侵入および管理上のログオンの識別と助けます。
 
この資料に表示する方法をログオンします RV220W を説明されています。
  

適当なデバイス
 

• RV220W 
• RV120W
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

システムログ 設定
 
システムログを調べて下さい
 

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 > ビュー ログ『
Status』 を選択 し。 ザ・ビュー ログ ページは開きます:
 



 
 
ステップ 2.ドロップダウン リストから適切なロギング ポリシーを選択して下さい:
 

• default —定義されるデフォルトポリシーに従ってデフォルト ロギングメッセージを表示
します。
 

注: ポリシー以外手動で設定されるデフォルト必要。
 

 
ステップ 3.重大度 ドロップダウン リストから適切なオプションを選択して下さい:
 

• 緊急事態—システムが緊急状態で使用不可能なときログを見つけるためにこれを選択し
て下さい。 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—即時処置が必要だったときにログを見つけるためにこれを選択して下さい。
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—デバイスがクリティカル条件にあったときにログを見つけるためにこれを選択し
て下さい。 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—エラー状態に関してログを見つけるためにこれを選択して下さい。 これらのロ
グは次の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—警告の条件のログを見つけるためにこれを選択して下さい。 これは潜在的な問題
の予め警告すること、実際の警告への応答でありではない。 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—正常見つけるためにであるしかし注意すべき状態を選択して下さいログを持つた
めにこれを。 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—情報メッセージだけがあるログを見つけるためにこれを選択して下さい。 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、問題を報告するために更に収穫
することができます。
 
• デバッグ—デバッグメッセージだけがあるログを見つけるためにこれを選択して下さい
。 これらのログはアプリケーションをデバッグするための開発者、しかしオペレーション
の中の有用に役立ちます。
 

 
ステップ 4.適切な重大度ログ レコードを得るために示しますクリックして下さい。
 
ステップ 5.ページの一番下から適切なログ オプションを選択して下さい:
 

• リフレッシュ ログ—ログをリフレッシュし、そしてからのログをキャプチャ することを
再起動します。
 
• クリア ログ—すべてのログをクリアします。
 
• 送信ログ—設定された eメールアドレスへの送信ログ。
  

ロギング ポリシーを追加して下さい
 

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 > ビュー ログ『
Status』 を選択 し。 ザ・ビュー ログ ページは開きます:
 



 
ステップ 2.ロギング ポリシーを『Configure』 をクリック すればロギング ポリシー 表 ペ
ージは開きます:
 

 
ステップ 3. 『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 4. Policy Name フィールドで望ましいポリシー名を入力して下さい。
 
ステップ 5 IPSec VPN 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。 これらのログは ipsec ネゴシエーションと関連し、ユーザ領
域ログと関連しています。
 
ステップ 6.適切にチェックボックス 表から必要に応じてポリシーを設定して下さい:
 

• ProtectLink —スタンドアロンをブロックするために強力な反スパム、URL コンテンツ フ
ィルタおよび Web 評判を統合 Protectlink ログはホストされるサービス混ぜ脅威および顧
客別の不正侵入です。 これらの機能はパススルーに不必要なコンテンツにルータを与えま
せん。
 
• カーネル—カーネル ログはカーネル コードの一部のログです（たとえば、ファイアウォ
ール）。
 
• system — システムログはユーザ領域アプリケーションの部分のシステムログです（たと
えば、NTP および DHCP）。
 
• ワイヤレス—ワイヤレス ログは wirless 接続およびネゴシエーションと関連しているロ
グです。
 

ステップ 7.追加されたポリシーを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ロギング ポリシーを編集して下さい
 

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 > ビュー ログ『
Status』 を選択 し。 ザ・ビュー ログ ページは開きます:
 



 
ステップ 2.ロギング ポリシーを『Configure』 をクリック すればロギング ポリシー 表 ペ
ージは開きます:
 

 
ステップ 3 編集したいポリシーに隣接してチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 4. 『Edit』 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 5.ポリシーを望まれるように編集し、行う変更を保存するために『SAVE』 をクリ
ック して下さい。
 

• ProtectLink —スタンドアロンをブロックするために強力な反スパム、URL コンテンツ フ
ィルタおよび Web 評判を統合 Protectlink ログはホストされるサービス混ぜ脅威および顧
客別の不正侵入です。 これらの機能はパススルーに不必要なコンテンツをルータ防ぎます
。
 
• カーネル—カーネル ログはカーネル コードの一部のログです（たとえば、ファイアウォ
ール）。
 
• system — システムログはユーザ領域アプリケーションの部分のシステムログです（たと
えば、NTP および DHCP）。
 
• ワイヤレス—ワイヤレス ログは wirless 接続およびネゴシエーションと関連しているロ
グです。
  

ロギング ポリシーを削除して下さい
 

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 > ビュー ログ『
Status』 を選択 し。 ザ・ビュー ログ ページは開きます:
 



 
ステップ 2.ロギング ポリシーを『Configure』 をクリック すればロギング ポリシー 表 ペ
ージは開きます:
 

 
ステップ 3 削除したいポリシーに隣接してチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 4. 『Delete』 をクリック すれば 警告のウィンドウは現われます:
 



 
ステップ 5.ポリシーを続け、削除するために『OK』 をクリック して下さい。
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