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Sx250 シリーズ スマートなスイッチの設定 ログ
集約設定 
目標
 
Syslog サービスはメッセージを受け入れ、ファイルで保存するか、または簡単なコンフィギュレ
ーション コンフィギュレーション・ファイルに従って印刷します。 ロギングのこの形式はログの
ための保護された長期保管を兼ね備えることができるので Ciscoデバイスのために利用可能な推
奨です。 これは定期的なトラブルシューティングと事件処理で役立ちます。
 
集計を記録 することは例が行われる度に同じ型の複数の syslog メッセージが画面で現れないこ
とを意味します。 ロギング集計を有効に することは特定の一定期間の間受け取るシステムメッセ
ージをフィルタリングすることを可能にします。 それは同じ型の少数の syslog メッセージを収
集します従って発生するが現われませんでしたり、規定の間隔でむしろ現われます場合。
 
この記事は方法で指示を Sx250 シリーズ スマートなスイッチのログ集約設定を行う提供します
。
  
適当なデバイス
 

SG250 シリーズ
SF250 シリーズ
  

[Software Version]
 

2.1.0.63
  

設定 ログ集計設定
 
有効ログ集計設定
 
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それから > システムログ > ロ
グ設定『管理』 を選択 します。
 
注: このシナリオでは、SG250-10P スイッチは使用されます。
 



呼び出します。 Syslog メッセージおよびトラップの集計を有効に するために有効 Syslog 集約機
能 チェックボックスをチェックして下さい。 有効に された場合、同一および隣接 する Syslog
メッセージおよびトラップは規定 された最大値に集約されます。 集計時間および一つのメッセー
ジで送信 されて。 集約されたメッセージは到達の順序で送信 されます。 各メッセージは集約さ
れた回数を示します。
 

注: Syslog 集約機能はデフォルトで無効に なります。

ステップ 3. （オプションの）は最大値の秒に値を入力します。 メッセージが現れる時間隔をの
規定 する集計時刻フィールド。 デフォルト値は 300 秒です。



Syslog メッセージに原点識別を追加するステップ 4. （オプションの）は次のオプションから発
信元識別を選択します:

なし— Syslog メッセージに原点識別を含めないで下さい●

IPv4 は Syslog メッセージで address — 送信インターフェイスの IPv4 アドレスが含まれて
います

●

IPv6 は Syslog メッセージで address — 送信インターフェイスの IPv6 アドレスが含まれて
います

●

ユーザが定義する— Syslog メッセージに含まれているべき説明を入力して下さい●

注: この例では、IPv4 アドレスは選択されます。 デフォルト発信元識別はどれもに設定 されませ
ん。

エリアを記録 する ランダム アクセス メモリのステップ 5. （オプションの）はチェックまたはラ
ンダムアクセスメモリ（RAM）に記録 されるべきメッセージの重大度を選択するためにチェック
を外します。

重大度の値は次の通りです:

0 —緊急事態●

1 —アラート●

2 —重要●

3 エラー●

4 —警告●

5 —表記●



6 — Informational●

7 —デバッグ●

エリアを記録 するフラッシュ・メモリのステップ 6. （オプションの）はチェックまたはフラッ
シュ・メモリに記録 されるべきメッセージの重大度を選択するためにチェックを外します。 上記
のステップ 5 で定義される同じ値を参照して下さい。

ステップ 7.実行コンフィギュレーション ファイルへの変更を保存するために『Apply』 をクリッ
ク して下さい。

ステップ 8.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・ファイルをアッ
プデートするために『SAVE』 をクリック して下さい。

今 Sx250 シリーズ スマートなスイッチのログ集約設定を行う必要があります。

RAM からのログを調べるか、またはクリアして下さい

ランダム アクセス メモリ ページ表示 RAM （キャッシュ）で年代順に保存されたすべてのメッ
セージ。 エントリは Settings ページ ログの設定に従って RAM ログで保存されます。



ステップ 1： ランダム アクセス メモリからのログを調べるために、統計情報 > View Log > ラン
ダム アクセス メモリ 『Status』 を選択 すれば。

アラート アイコンの点滅を有効に するか、または無効に するステップ 2. （オプションの）はア
ラート アイコン点滅ボタンをクリックします。 デフォルト設定はボタン ディスプレイ無効アラ
ート アイコン点滅有効に なり。

注: 下記のイメージではアラート アイコン点滅は有効に なります。



ポップアップ ログをイネーブルに設定するか、または無効に するステップ 3. （オプションの
）はログ ポップアップ ボタンをクリックします。 デフォルト設定はポップアップ ボタン ディス
プレイ無効ログ 有効に なり。

注: 現在のロギングしきい値は現在の RAM ロギング設定を表示します。 編集リンクをクリック
することは Settings ページ ログに連れて来ます。

ランダム アクセス メモリ ページは次のフィールドが含まれています:

ログ index — Log エントリ番号●

メッセージが生成されたログ タイム時間●

Severityイベント 重大度●

description — イベントを記述するメッセージ テキスト●

ログ メッセージをクリアするステップ 4. （オプションの）はページをスクロールするためにそ
れからログを『CLEAR』 をクリック します。 メッセージはクリアされます。



今 Sx250 シリーズ スマートなスイッチのランダム アクセス メモリのログ メッセージを表示する
か、またはクリアする必要があります。

フラッシュ・メモリからのログを調べるか、またはクリアして下さい

フラッシュ・メモリ ページ表示フラッシュ・メモリで保存されたメッセージ、年代順に。 記録の
ための最小重大度は Settings ページ ログで設定されます。 フラッシュするログはデバイスがリ
ブートされるとき残ります。 ログを手動でクリアできます。

ステップ 1： フラッシュ・メモリからのログを調べるために、統計情報 > View Log > フラッシュ
・メモリ『Status』 を選択 すれば。



注: 現在のロギングしきい値は設定を記録 する現在のフラッシュ・メモリを表示します。 編集リ
ンクをクリックすることは Settings ページ ログに連れて来ます。

このページは次のフィールドが含まれています:

ログ index — Log エントリ番号●

メッセージが生成されたログ タイム時間●

Severityイベント 重大度●

description — イベントを記述するメッセージ テキスト●

ログ メッセージをクリアするステップ 2. （オプションの）はページをスクロールするためにそ
れからログを『CLEAR』 をクリック します。 メッセージはクリアされます。



今 Sx250 シリーズ スマートなスイッチのフラッシュ・メモリのログ メッセージを表示するか、
またはクリアする必要があります。
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