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ログオンします RV シリーズ ルータを表示して
下さい 

目標
 

ログは RV シリーズ ルータでネットワーク アクティビティを監視するために設定すること
ができます。 これはネットワーク管理者がネットワークの健全性およびパフォーマンスを
監視することを可能にします。 緊急事態、アラート、重要、エラー、警告、通知、情報お
よびデバッグ ルータによって記録 することができるアラートです。 アクティビティ ログ
を調べることはネットワークのパフォーマンスを一目で判別することを可能にし適切な行動
を奪取 します。 ログはトラブルシューティングを行うのに保存されるか、または彼の参照
用のネットワーク管理者に E-メールを送ることができます。 それはまたログ テーブルをリ
セットするためにクリアすることができます。
 
この技術情報はログおよび E メール設定を行う方法を表示するために RV シリーズ ルータ
をログオンする示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

RV シリーズ
  

[Software Version]
 

1.2.1.7 — RV110W
1.0.3.16 — RV130、RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

ロギングを有効にします。
 

ステップ 1. Webベース設定ユーティリティへのログインは > ロギング > ログ設定『管理』
を選択 し。
 
注: この技術情報のイメージは RV134W ルータから撮られます。 メニュー オプションはモ
デルごとに変わるかもしれません。
 



 
呼び出します。 Settings ページ ログではログ モードがあるように Enable チェックボック
スを確認して下さい。
 
注: Settings ページ ログは各 RV シリーズ ルータ モデルで異なっている検知 するかもしれ
ません。
 
RV132W か RV134W を使用していれば:
 

 
RV130 か RV130W を使用していれば:
 



●

●

●

●

●

●

●

●

 
RV110W を使用していれば:
 

 
ステップ 3 望ましいログ 重大度があるようにチェックボックスを確認して下さい。 次のた
めのログをイネーブルに設定できます:
 

緊急事態—システムは使用可能ではないです。
アラート—処理は必要です。
重要—システムはクリティカル条件にあります。
エラー—システムはエラー条件にあります。
警告—システム警告は発生しました。
通知—システムは適切に機能していますが、システム表記は発生しました。
情報—デバイス情報
デバッグ—イベントについての詳細情報を提供します。
 

RV132W か RV134W を使用していれば:
 

 
RV130 か RV130W を使用していれば:
 



 
RV110W を使用している場合、次のステップを実行して下さい:
 
ステップ 1. 『Add Row』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 2.ドロップダウン メニューからログ サービスを選択して下さい。 オプションはす
べて、カーネル、システムおよびワイヤレスです。
 
注: この例では、すべては選択されます。
 

 
ステップ 3.ログ サーバ フィールドでログ サーバ名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 4.ドロップダウン メニューからログ 優先順位を選択して下さい。 この例では、す
べては選択されます。
 

 
ステップ 5. （オプションの）チェック イベント ログに『Log』 を選択 された 優先順位を
表示する Event Log チェックボックスのディスプレイ。
 

 
ステップ 6. （オプションの）チェック メールでログを送信 するためにチェックボックスを
E-メールを送る送信。
 



 
ステップ 7. Enable チェックボックスのチェックによって設定を有効に して下さい。
 

 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
今 RV シリーズ ルータをログオンするシステムを有効に する必要があります。
  

設定 E メール設定
 

記録の E メール設定を設定することはルータがメールでログを送信 するようにします。 こ
れはメールでログ通知の受信によってネットワークのパフォーマンスでアップデートされた
いと思うとき役立ちます。 この設定はオプションです。 ただログを調べたいと思う場合こ
こをクリックして下さい。
 
ステップ 1. E メール設定を選択して下さい。
 
注: この技術情報のイメージは RV134W から撮られます。 メニュー オプションはモデルご
とに変わるかもしれません。
 



 
呼び出します。 Settings ページ E メールではメールでログを受け取るために E メール ログ
があるように Enable チェックボックスを確認して下さい。
 
RV132W、RV134W、または RV110W を使用していれば:
 



 
RV130 か RV130W を使用していれば:
 

 
ステップ 3. （オプションの）は最小メール ログ 重大度を調節するために重大度を『
Configure』 をクリック します。 これはメールに送信 するために記録 するルータを設定で
きるところです。 この機能は RV130、RV130W、RV132W および RV134W でだけ利用で
きます。
 



 
ステップ 4.受け取るためにログオンする E メール サーバアドレス フィールドを設定した電
子メール アカウントのメール サーバアドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 5.メール プロバイダがメールのために特別なポートを必要とする場合 E メール サ
ーバポート フィールドで E メール サーバポート番号を入力して下さい。 この例では、
Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）のためのデフォルトポートは使用されます。
 



 
ステップ 6.帰り Ｅメールアドレス フィールドで帰り Ｅメールアドレスを入力して下さい。
この電子メール アカウントはルータが eメールアドレス送信ににログを正常に送信ときシ
ステムにより生成されるメールを受信します。
 



 
ステップ 7.ログを送信 するため Ｅメールアドレス（1）フィールドに送信で Ｅメールアド
レスに送信を入力して下さい。
 
注: （オプションの）必要に応じて Ｅメールアドレス フィールドに第 2 および第 3 送信の
ためのこのステップを繰り返して下さい。
 



 
メール暗号化の方法を使用するステップ 8. （オプションの）は E メール暗号化
（SSL/TLS）があるように Enable チェックボックスを確認します。 この機能を有効に し
て 追加のセキュリティ用の Secure Sockets Layer （SSL） /Transport 層セキュリティ
（TLS）を使用してメールを暗号化します。
 
注: この例では、暗号化は無効に なります。
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ステップ 9. SMTP メール サーバが接続を許可する前に認証を必要とする場合ドロップダウ
ン メニューから SMTP サーバの認証を選択して下さい。
 
オプションは次のとおりです:
 

なし— SMTP サーバの認証は有効に なりません。
login — 使用は SMTP サーバの認証として資格情報をログインします。
平野— 認証はプレーン テキストで送信 されます。
CRAM-MD5 — ユーザ確認のための質問への応答 認証機構は Hash-Based Message
Authentication Code （HMAC）に（詰め込んで下さい）基づいています。 これは認証として
メール ソフトウェアで一般的に使用されます。
 

注: この例では、どれも選択されません。
 



 
ステップ 10. （オプションの）は E メール 認証ユーザネーム フィールドで E メール 認証
ユーザネームを入力します。 このステップはログイン、平野、または CRAM-MD5 がステ
ップ 9.で選択されるときだけ適用されます。
 



 
ステップ 11. （オプションの）は E メール 認証 パスワード フィールドで E メール 認証 パ
スワードを入力します。 このステップはログイン、平野、または CRAM-MD5 がステップ
9.で選択されるときだけ適用されます。
 



 
ステップ 12： （オプションの）メール認証をテストするために、『Test』 をクリック し
て下さい。 このステップはログイン、平野、または CRAM-MD5 がステップ 9.で選択され
るときだけ適用されます。
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ステップ 13： メール ログの送信のスケジュールを設定 するために、ユニットのためのド
ロップダウン矢印を送信 E メール ログの下でスケジュール エリア クリックし、次に規定
された メールに送信 されるべきログのための間隔を選択して下さい。
 

決して—ログは送信 されません。
一時間毎に—ログは各時間送信 されます。
毎日—ログは毎日 E-メールを送られます。
週間—ログは週の規定 された日および時に E-メールを送られます。
 

注: この例では、決して選択されません。 ウィークリーが選択された場合、ログを送信 す
るために日を選択するオプションは日エリアで利用できます。
 

 
ステップ 14： （オプションの）ログがドロップダウン メニューから送信 されることであ
る Time Of Day を選択して下さい。 この例では、ログは各 12AM 送信 されます。
 
ステップ 15： （オプションの）メール アラートを有効に するために、メール アラート エ
リアの下で有効メール アラートを時 WAN up/down チェックボックス チェックして下さい
。 これは Wide Area Network （WAN）接続がダウン状態になる可能にし、活動化しますと
きルータアラートを。 このオプションは RV132W および RV134W でだけ利用できます。
 



 
ステップ 16： （オプションの）メール アラートがあるように Enable チェックボックスを
時 up/down VPN 確認して下さい。 これはメールでバーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）がダウン状態になり、戻って来るとき警告します。 このオプションは RV132W お
よび RV134W でだけ利用できます。
 

 
ステップ 17： [Save] をクリックします。
 

 
今 RV シリーズ ルータのメール設定を行う必要があります。
  

ログを調べて下さい
 

ステップ 1. 『Status』 をクリック すれば 統計情報 > ビューは記録 します。
 



 
注: RV130、RV130W、または RV110W を使用していたら、> ビュー ログ『Status』 をク
リック して下さい。
 

 
一致するログ 重大度の下の適切なチェックボックスのチェックによるログがステップ 2.
（オプションの）フィルタ。
 
注: この例では、すべてのアラートのためのログは調べます。
 
RV132W か RV134W を使用していれば:
 



 
RV130 か RV130W を使用していれば:
 

 
RV110W を使用していれば:
 



 
ステップ 3. 『Go』 をクリック して下さい。 RV110W を使用している場合、ステップ 5.に
進んで下さい。
 

 
ステップ 4 ページごとに表示されるエントリの数を変更しドロップダウン メニューをクリ
ックし、数を選択するため。 オプションは 20、50 および 100 です。
 



 
ステップ 5. （オプションの）はシステムログ表をリフレッシュするためにログを『
Refresh』 をクリック します。
 

 
ステップ 6. （オプションの）はシステムログ テーブルをクリアするためにログを『
CLEAR』 をクリック します。
 



 
ステップ 7. （オプションの）はシステムログ エントリを保存するためにログを『SAVE』
をクリック します。
 

 
ステップ 8.ページの間で  スクロールするために  およびボタン クリックして下さい。
  ボタンはログの最初のページにボタンはログの  最後のページに連れて行くが、連れ
て行きます。 また、特定のページにフィールドで数を入力することによって跳ぶ 
 ことができます。
 
今正常にシステムロギングを有効に する必要があり、システム表示される RV シリーズ ル
ータをログオンします。
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