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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）履歴管理 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トラップ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。
 
この技術情報は方法で手順をスイッチの RMONヒストリ 管理 設定を行う提供します。
  

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
Sx500 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
  

スイッチの設定 RMONヒストリ 管理 設定
 
設定 RMONヒストリ コントロール
 

RMON 機能はインターフェイスごとのモニタリング統計情報を有効に します。 履歴ページ

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2584


は保存するためにサンプリング周波数を、およびデータを収集するポート サンプルの量定
義します。 スイッチの RMONヒストリ エントリを設定するために下記のステップに従って
下さい。
 
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 > 履歴『Status』 を選択 すれば。
 

 
履歴制御表の情報はサンプルの現在数を除いて追加 RMONヒストリ ダイアログボックスに
よって定義されます。 RMON は規格によってすべての要求されたサンプルを与えないこと
を、むしろ要求ごとのサンプルの数を制限することができます。 従って、このフィールド
は実際に要求に許可される要求された値より等しいまたは小さくサンプル番号を表します。
 



 
ステップ 3.ヒストリ制御表に New エントリを追加するために『Add』 をクリック して下さ
い。
 

 
新しい履歴エントリ エリアは新しいヒストリーテーブル エントリの数を表示する。
 
ステップ 4 ソースインターフェイス エリアで、履歴サンプルが奪取 される インターフェイ
スの種類を選択して下さい。
 
注: この例では、ユニット 1 のポート GE3 は選択されます。
 

 
注: Sx250 または Sx250 シリーズのような非スタック可能 スイッチがあったら切り替えて
下さい、オプションはポートで、ただ遅れます。
 

 
ステップ 5.最大でフィールドを保存するために保存するようにサンプルの数をサンプルの
いいえ入力して下さい。
 

 
注: この例では、40 は使用されます。
 
ステップ 6 サンプリング間隔 フィールドでは、サンプルがポートから収集されること秒に
時間に入って下さい。 フィールド 範囲は 1 から 3600 です。
 



 
注: この例では、2400 秒は使用されます。
 
ステップ 7. Owner フィールドの RMON 情報を要求したユーザか RMON ステーションを入
力して下さい。 範囲は 160 文字です。
 

 
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ヒストリは実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。
 

 
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。
 

 
今ヒストリ制御表の New エントリの追加に成功する必要があります。
  



RMONヒストリを編集して下さい
 

ステップ 1： 履歴制御表では、編集することを望む履歴エントリの隣でボックスをチェッ
クして下さい。
 

 
注: この例では、エントリ 1 は選択されます。
 
ステップ 2. RMONヒストリ 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 それに応じて保存し、サンプリング間隔 オーナー最大値サンプルのいいえ詳細
履歴エントリ NO を、ソースインターフェイス アップデート、できます。
 

 
注: この例では、サンプリング間隔値は 2400 から 3600 秒に変更されました。
 
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。
 



 
今正常に履歴制御表のエントリを編集する必要があります。
  

削除 RMONヒストリ
 

ステップ 1： 履歴制御表では、削除することを望む履歴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ヒストリ 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。
 



 
履歴制御表から今完全に履歴エントリを削除する必要があります。
  

RMONヒストリ 表を表示して下さい
 

データが見本抽出され、保存される後、ヒストリーテーブル ページに書かれています。 履
歴を表示するため:
 
ステップ 1.統計情報 > RMON > 履歴『Status』 を選択 すれば。
 

 
ステップ 2.ヒストリーテーブル ボタンをクリックして下さい。
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RMON 情報をからの得、フィルタ チェックボックスをチェックし、履歴いいえドロップダ
ウン リストから選択したいエントリを規定 するそして『Go』 をクリック するステップ 3.
（オプションの）。
 

 
注: この例では、履歴エントリ第 1 は選択されます。
 
ヒストリーテーブルは選択された RMONヒストリ エントリのための次の RMON 情報を表
示する:
 

 
履歴エントリ NO —現在の RMONヒストリ エントリの数。
owner — 所有者名。
サンプル NO —現在の RMONヒストリ エントリのサンプル番号。
ドロップ イベント—現在の RMONヒストリ エントリの各サンプルのための破棄された
パケットの数。
バイト received —現在の RMONヒストリ エントリの各サンプルのための Octets
Received の番号。
パケット received —現在の RMONヒストリ エントリの各サンプルのために受け取った
パケットの数。
ブロードキャストパケット—現在の RMONヒストリ エントリの各サンプルに使用する
ブロードキャストパケットの数。
マルチキャスト パケット—現在の RMONヒストリ エントリの各サンプルに使用するマ



●

●

●

●

●

●

●

ルチキャストパケットの数。
CRC は一直線に並べますエラー—巡回冗長検査（CRC）エラーの数は現在の RMONヒ
ストリ 表の各サンプルのためにエラーを発生しました一直線に並べ。
小型 packets —現在の RMONヒストリ 表の各サンプルのための 64 Octets Received 以
下のパケットの数。
特大 packets —現在の RMONヒストリ 表の各サンプルのための以上 2000 年の Octets
Received のパケットの数。
フラグメント—フレーム ビットのない 64 Octets Received 以下のと現在の RMONヒス
トリ 表の各サンプルのためのフレーム チェック シーケンス （FCS） オクテットが付
いているパケットの数。
Jabber —フレーム ビットなしで 2000 オクテット以上受け取ったパケットの数とオク
テットの整数との悪い FCS の FCS オクテットと、か非整数 オクテットとの悪い FCS
の FCS オクテットは番号が付いています
衝突—現在の RMONヒストリ 表の各サンプルのために受け取った衝突の数。
利用—現在のインターフェイス トラフィックのパーセントは処理インターフェイスが
できる最大トラフィックと比較しました。
 

ステップ 4. （オプションの）は履歴制御表に戻るために履歴制御表ボタンをクリックしま
す。
 

 
今正常にスイッチの RMONヒストリ 表を表示する必要があります。
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