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スイッチの設定 リモート ネットワーク モニタ
リング（RMON）イベント 管理 設定 

目標
 

リモート ネットワーク モニタリング（RMON）はインターネット技術特別調査委員会
（IETF）によってローカル エリア ネットワーク（LAN）のモニタリングおよびプロトコル
分析をサポートするために開発されました。 ネットワーク モニタリング データを互いに交
換することを異なるネットワークモニタおよびコンソール システムが可能にするのは標準
モニタリング仕様です。 RMON は特定のネットワーキング必要を満たす機能が付いている
ネットワーク モニタリング プローブおよびコンソール間で選択するためにネットワーク管
理者を促進します。 RMON はとりわけどのネットワーク モニタリング監視システムでも提
供できるはずであること情報を定義します。 統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホス
ト、ホスト上 N、行列、フィルタ、キャプチャおよびトークン リングは RMON の 10 グル
ープです。
 
RMON はデバイスの簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） エージェントを予防的に
監視し、ある特定の期間にわたるトラフィック 統計を SNMP マネージャに送信 しますトラ
ップを有効に します。 ローカル SNMP エージェントは定義済みしきい値に対して実際、リ
アルタイム カウンタを比較し、ポーリングのための必要なしで中央 SNMP 管理プラットフ
ォームによってアラームを、生成します。 これはネットワークのベースラインに関連して
正しいしきい値を設定 したら、プロアクティブマネージメントのための有効なメカニズム
です。
 
注: 知るためにスイッチの SNMP 設定を行う方法を手順のためにここをクリックして下さい
。
 
RMON は発生すると同時に SNMP マネージャが情報のためのデバイスを頻繁にポーリング
する必要がない減らし、時機を得た Status レポートを得ることをマネージャをので Device
レポート イベント可能にしますのでマネージャとデバイス間のトラフィックを。
 
この技術情報はスイッチの RMON イベント 管理 設定をどのようにで行いなさいか手順を
提供します。
  

適当なデバイス
 

Sx250 シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
Sx300 シリーズ
Sx550X シリーズ
  

[Software Version]
 

1.4.7.05 — Sx300、Sx500
2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X
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スイッチの設定 RMON イベント 管理 設定
 
設定 RMON イベント コントロール
 

ステップ 1.スイッチの Webベース ユーティリティへのログインは表示 モード ドロップダ
ウン リストでそれから『Advanced』 を選択 します。
 
注: この例では、SG350X-48MP スイッチは使用されます。
 

 
注: 持っていれば Sx300 または Sx300 シリーズはステップ 2.に切り替えましたり、スキッ
プします。
 
ステップ 2.統計情報 > RMON > Events 『Status』 を選択 すれば。
 

 
イベント テーブルの情報は時間を除いて追加 RMON イベント ダイアログボックスによっ
て定義されます。
 



 
ステップ 3.イベント テーブルに新しいイベントを追加するために『Add』 をクリック して
下さい。
 

 
イベント入口付近は New エントリのためのイベント エントリ インデックス番号を表示す
る。
 
トラップが送信 されるとき Community フィールドのステップ 4. （オプションの）は、含
まれているべき SNMP コミュニティストリングを入力します。 これは SNMPトラップが送
信 されるべきなら使用されます。 それが設定されなければトラップはアラーム カテゴリで
設定される各トラップ グループに送信 されます。
 

 
注: この例では、コミュニティ 1 は使用されます。
 
ステップ 5. Description フィールドに追加されるべきイベントのユーザー定義名を入力して
下さい。
 

 
注: この例では、コミュニティ 1 のためのログは使用されます。
 
ステップ 6 通知の種類 エリアで、このイベントに起因する操作の種類をクリックして下さ
い。
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次のオプションがあります。
 

なし—操作はアラームが消えると発生しません。
ログ（イベントログ 表） —アラームが消えるときイベントログ 表に Log エントリを追
加します。
トラップ（SNMP マネージャおよび Syslog サーバ） —アラームが消えるときリモート
ログ サーバにトラップを送信 します。
ログおよびトラップ—アラームが消えるとき Log エントリをイベントログ 表に追加し
、リモート ログ サーバにトラップを送信 します。
 

注: この例では、ログおよびトラップは選択されます。
 
ステップ 7. Owner フィールドのイベントを定義したユーザかデバイスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、cisco は使用されます。
 
ステップ 8.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
RMON イベントは実行コンフィギュレーション ファイルで保存されます。
 

 
ステップ 9. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 



 
今イベント テーブルの新しいイベントの追加に成功する必要があります。
  

RMON イベントを編集して下さい
 

ステップ 1： イベント テーブルでは、編集することを望むイベント エントリの隣でボック
スをチェックして下さい。
 

 
ステップ 2. RMON イベント エントリを編集するために Edit ボタンをクリックして下さい
。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はイベント エントリ NO、コミュニティ、説明、通知の種類
およびオーナー 詳細をそれに応じて編集します。
 



 
注: この例では、通知の種類はログおよびトラップからトラップするために変更されました
（SNMP マネージャおよび Syslog サーバ）
 
ステップ 4.それから『Close』 をクリック します 『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 5. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
今正常にイベント テーブルのイベントを編集する必要があります。
  

削除 RMON イベント
 

ステップ 1： イベント テーブルでは、削除することを望むイベント エントリの隣でボック
スをチェックして下さい。
 

 



ステップ 2. RMON イベント エントリを編集するために Delete ボタンをクリックして下さ
い。
 

 
ステップ 3. （オプションの）はスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレー
ション・ファイルに設定を保存するために『SAVE』 をクリック します。
 

 
イベント テーブルから今完全にイベントを削除する必要があります。
  

RMON イベント ログを調べて下さい
 

Events ページは発生したアクションまたはイベントのログを表示する。 イベントの 2 つの
型は記録 することができます: ログかログおよびトラップ。 イベントの操作はイベントが
アラームに結合 され、アラームの条件が発生したとき実行された。 スイッチの RMON
alarm を設定する方法に関する説明に関してはここをクリックして下さい。
 
ステップ 1.統計情報 > RMON > Events 『Status』 を選択 すれば。
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ステップ 2.イベントログ 表 ボタンをクリックして下さい。
 

 
このページ表示次のフィールド:
 

 
イベント エントリ NO —イベントの Log エントリ番号。
ログ NO —イベント内のログ数。
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Log エントリが入ったこと time — ログ時間。
description — アラームを引き起こした イベントの説明。
 

ステップ 3. （オプションの）はイベント テーブルに戻るためにイベント テーブル ボタン
をクリックします。
 

 
今ログオンしますスイッチを正常にイベントを表示する必要があります。
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