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RV34x シリーズ ルータのシステムログ
（Syslog）を管理して下さい 

目標
 

システムイベントはシステムをスムーズに実行し、失敗を防ぐために奪取 される注意およ
び必要な操作を必要とするかもしれないアクティビティです。 これらのイベントはログと
して記録されます。 システムログ（Syslog）はデバイスで起こる特定のイベントを把握す
ることを管理者が可能にします。
 
ログ 設定はさまざまなイベントがネットワークに記録されると同時にメッセージ、通知お
よび他の情報のためのロギング ルールおよび出力先を定義します。 この機能はイベントが
発生するとき必要な処置がとられるように責任がある人員を知らせます。 ログはまた eメ
ール通知によってそれらに送信 することができます。
 
この記事はシステムログ設定を管理し RV34x シリーズ ルータのログ 設定をエクスポート
する方法を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.01.16
  

RV34x シリーズ ルータの Syslog を管理して下さい
 
Syslog を管理して下さい
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは > ビュー ログ『
Statistics』 を選択 し。
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呼び出します。 フィルタリングされるログの下のカテゴリ エリアでは表示したいと思う必
要なログ カテゴリ チェックボックスをチェックして下さい。 カテゴリーは次のとおりです
:
 

全すべてのカテゴリーをチェックします。
カーネル—カーネルに関するログを調べて下さい。
システム 観 システムに関するログ。
ファイアウォール—ファイアウォールに関するログを調べて下さい。
Network ビュー ネットワークに関するログ。
VPN — バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）に関するログを調べて下さい。
SSLVPN — Secure Sockets Layer （SSL） VPN に関するログを調べて下さい。
license — ライセンスに関するログを調べて下さい。
Web フィルタ— Web フィルタに関するログを調べて下さい。
アプリケーションに関するログが制御するアプリケーション コントロール ビュー。
ユーザ—ユーザに関するログを調べて下さい。
3G/4G — 3G/4G かモバイルネットワークに関するログを調べて下さい。
 

緊急事態—これはレベル 0。システムです使用不可能です。 これはすべてのプロセスへ普通
ブロードキャストです。 Syslog 定義は LOG_EMERG です。
アラート—これは必要とされるレベル 1.即時処置です。 Syslog 定義は LOG_ALERT です。

注: この例では、カーネル、システム ネットワーク、ライセンスおよび Web フィルタはチェック
されます。
 

 
ステップ 3 重大度 エリアでは、表示するために必要なログ 重大度をチェックして下さい。 次の
オプションがあります。
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重要—これはハードな Device エラーのようなレベル 2.クリティカル条件、です。 Syslog 定
義は LOG_CRIT です。
エラー—これはレベル 3.エラー状態です。 Syslog 定義は LOG_ERR です。
警告—これはレベル 4.警告の条件です。 Syslog 定義は LOG_WARNING です。
通知—これはレベル 5.標準注意すべき状態でありではない。 Syslog 定義は LOG_NOTICE で
す。
情報—これはレベル 6.情報メッセージだけです。 Syslog 定義は LOG_INFO です。 エラー状
態ではない、しかし特別な処理を必要とするかもしれない条件は。
デバッグ—これはプログラムをデバッグするときだけだけレベル 7.デバッグメッセージ普通
含まれています使用の情報がです。 Syslog 定義は LOG_DEBUG です
 

注: この例では、緊急事態、アラート、重要、エラーおよび警告チェックされます。
 

 
キーワード フィールドのステップ 4. （オプションの）は、更に検索を精製するためにキー
ワードを入力します。 それはネットワークの日付またはイベントのどれである場合もあり
ます。
 
注: この例では、開始するはキーワードとして使用されます。
 

 
ステップ 5.示しますログをクリックして下さい。 表はログ時間、ログ 重大度、カテゴリお
よび説明を表示するものです。 定義は次の通りです:
 

syslog メッセージがなされたことタイム時間記録 して下さい。 これは形式 YYYY-MM-DD お
よび軍形式の時間の日付を表示する。
ログ 重大度— syslog メッセージの重大度。
カテゴリ— syslog メッセージの原点。
description — Syslog の主要なメッセージ。
 



 
少数または多くを表示するステップ 6. （オプションの）は単一ページを、クリックします
ログ テーブル ヘッダのドロップダウン メニューをログオンします。 オプションは 50、
100、および 150 です。
 
注: この例では、50 は選択されます。
 

 
多くを表示するステップ 7. （オプションの）はログ ページを通って移行するために、前、
次かまたは最後最初に記録 しましたり、クリックします。
 

 
ステップ 8. （オプションの）はあなたおよび最新ログがより新しい表示するようにページ
をリフレッシュするように Refresh ボタンをクリックします。
 



 
表からのログをクリアするか、または消すステップ 9. （オプションの）はログを『
CLEAR』 をクリック します。
 

 
今ログオンします RV34x シリーズ ルータを正常に表示する必要があります。
  

エクスポート ログ
 

PC かコンピュータにログをエクスポートし、ダウンロードするステップ 1. （オプションの
）は PC にログを『Export』 をクリック します。 ダウンロードはブラウザで始まります。
 

 
注: ダウンロードが完了したら、ウィンドウ pops はダウンロードが成功だったこと知らせ
ますまで。 の近くで続きますクリックして下さい。
 

 
ユニバーサル シリアル バス （USB）にログをエクスポートするステップ 2. （オプション
の）は USB にログを『Export』 をクリック します。 USB がエクスポートされたログ保存
されるウィンドウは選択しますぽんと鳴りますまで。
 

 
ステップ 3.ログがどこに保存されるか判別するために Radio ボタンをクリックして下さい
。
 
注: この例では、USB1 は選択されます。
 



 
ステップ 4. 『Export』 をクリック して下さい。
 

 
注: エクスポートが完了したら、ウィンドウ pops はダウンロードが成功だったこと知らせ
ますまで。 の近くで続きますクリックして下さい。
 

 
今ログオンします RV34x シリーズ ルータを正常にエクスポートする必要があります。
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