
RV215W のシステムログ 設定 
目標
 

ログはネットワークイベントのレコードです。 それらはネットワークがどのようにはたら
くか理解するのに使用する重要なツールです。 ログはネットワーク管理およびデバッグに
また役立ちます。 RV215W ログを自体は記録するか、リモートサーバにログを送信 するか
、または ｅメールアドレスにログを送信できます。
 
この技術情報は RV215W で設定し表示する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

ログ 設定
 
ログ 設定
 

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 > ログ
設定 『管理』 を選択 し。 ログ 設定 ページは開きます:
 

 
呼び出します。 ログをイネーブルに設定するためにログ Mode フィールドのイネーブルを
チェックして下さい。
 
ステップ 3 受け取りたいと思うログの種類に対応するチェックボックスをチェックして下
さい。 ログは重大度に基づいていました発注されます。 ボックスがチェックされるとき、
より高い重大度があるすべてのログはまたチェックされます。 次のログ 重大度は最も高く
から最も低くにリストされています。



• 緊急事態—システムは使用不可能です。
 
• 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—システムはエラー状態にあります。
 
• 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な情報を提供します。
 

 
ステップ 4.リモート ログ サーバを追加するために『Add Row』 をクリック して下さい。
 
ステップ 5.リモート ログ サーバ フィールドのログデータを収集することであるリモートサ
ーバの IP アドレスを入力して下さい。
 
ステップ 6 リモートサーバに受け取ってほしいログの目的の型に対応するチェックボック
スをチェックして下さい。 ログは重大度に基づいていました発注されます。 ボックスがチ
ェックされるとき、より高い重大度があるすべてのログはまたチェックされます。
 
ステップ 7 リモート ログ サーバを有効に するためにイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

E メール ログ 設定
 

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 > E メ
ール設定『管理』 を選択 し。 Settings ページ E メールは開きます:
 



 
呼び出します。 E メール ログを設定し、イネーブルに設定するために E メール ログ フィ
ールドのイネーブルをチェックして下さい。
 
注: E メールに送信 されるログの最小重大度は最小メール ログ 重大度 フィールドで表示す
る。 送信 されるログの種類を設定するために重大度を『Configure』 をクリック して下さ
い。
 
ステップ 3. Simple Mail Transfer Protocol（SMTP） サーバのアドレスを入力して下さい E
メール サーバアドレス フィールドの ｅメールアドレスと関連付けられる。
 
ステップ 4. E メール サーバポート フィールドで SMTP サーバと使用されるポートを入力
して下さい。
 
ステップ 5.帰り Ｅメールアドレス フィールドで ｅメールアドレスを入力して下さい。 帰
り ｅメールアドレスは ｅメールアドレスへの送信が利用できない場合使用されます。
 
ステップ 6.送信 Ｅメールアドレス フィールド（1）のにログを送信 するために RV215W の
ための ｅメールアドレスを入力して下さい。



注: RV215W は 2 つの追加電子メールにログを送信できます。 これらのメールを送信で
Ｅメールアドレス（2）に入力し、Ｅメールアドレス（3）フィールドに送信 して下さい。
 
ステップ 7 電子メールを暗号化するために E メール 暗号化（SSL）フィールドのイネーブ
ルをチェックして下さい。 Secure Sockets Layer （SSL）はデータの暗号化によって通信
秘密 保全を提供する暗号 プロトコルです。
 
ステップ 8 SMTP サーバ ドロップダウン リストの認証から SMTP サーバによって必要とな
る認証方式の種類を選択して下さい。
 
ステップ 9： SMTP サーバが認証を必要としたら E メール 認証ユーザネーム フィールドで
E メール ユーザ名を入力して下さい。
 
ステップ 10： SMTP サーバが認証を必要としたら E メール 認証 パスワード フィールドで
E メール パスワードを入力して下さい。
 
ステップ 11. （オプションの）は設定された E メール 認証をテストするために『Test』 を
クリック します。
 
ステップ 12： ユニット ドロップダウン リストからログが送信 する必要がある望ましい時
間に対応するオプションを選択して下さい。
 

• 決して—ログは決して送信 されません。
 
• 一時間毎に—ログは一時間毎に送信 されます。
 
• 毎日—ログは送信 された毎日です。 時間からドロップダウン リストは送信 されるログ
の時間を選択します。
 
• 週間—ログは週間送信 されます。 日および時間からドロップダウン リストは送信 され
るログのための日およびひとときを選択します。
 

ステップ 13： [Save] をクリックします。
  

ログの表示
 

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:
 

 
以下はシステムログ 表についての情報を表示する。
 

• ログ index — ログのインデックス番号。
 
• タイム ログ ログが記録された時間。



• ログ 重大度—ログの種類
 
• description — ログの A 簡潔な説明。
 

呼び出します。 フィルタでフィルタリングしたいと思うログの種類に対応するボックスを
チェックして下さい: 重大度一致フィールドを記録 して下さい。 ログは重大度に基づいて
いました発注されます。 ボックスがチェックされるとき、より高い重大度があるすべての
ログはまたチェックされます。 次のログ 重大度は最も高くから最も低くにリストされてい
ます。
 

• 緊急事態—システムは使用不可能です。
 
• 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—システムはエラー状態にあります。
 
• 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な情報を提供します。
 

ビュー用の次のような オプションが利用可能です:はページを記録 します。
 

• リフレッシュ レート—リフレッシュ レート ドロップダウン リストからリフレッシュす
るためにログ 表のための間隔を選択して下さい。
 
• リフレッシュ ログ—ログ テーブルをリフレッシュするためにログを『Refresh』 をクリ
ック して下さい。
 
• クリア ログ—ログ テーブルをクリアするためにログを『CLEAR』 をクリック して下さ
い。
 

 



• 保存ログ—ログを開くか、または保存するためにログを『SAVE』 をクリック して下さ
い。
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