
メモリは 200/300 シリーズによって管理される
スイッチをログオンします 

目的
 

200/300 シリーズによって管理されるスイッチにログと呼ばれる一組のメッセージを記録す
るありますシステムイベントについての情報を与える機能が。 スイッチ ストア 2 組のロー
カル ログ: 再度ブートするの後で消される、および再度ブートするに保存されるフラッシュ
メモリに書かれている循環的なログ・ファイル RAM に書かれている記録 された イベント
の 1 つのリスト。 さらに、これらのログはトラップおよび Syslog メッセージの形で簡単に
表示され、監視することができるリモート syslog サーバに送信 することができます。
 
設定する方法をこの記事はシステムログを調べる方法を説明し、200/300 シリーズによって
管理されるスイッチをログオンします。
  

適当なデバイス
 

• SF/SG 200 および SF/SG 300 シリーズ。
  

[Software Version]
 

• 1.3.0.62
  

ランダム アクセス メモリ ログ
 

このセクションはランダム アクセス メモリ ログ テーブルおよび異なるオプションにアク
セスする方法を説明します。
 
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統計情報 > View
Log > ランダム アクセス メモリ 『Status』 を選択 し。 ランダム アクセス メモリ ページ
は開きます:
 

 
RAM ログ テーブルにこれらのフィールドがあります:
 



• ログ index — Log エントリ番号。
 
• ログ タイム日時 ログは作成されました。
 
• Severityイベント 重大度。
 
• description — 記録 される イベントを記述する情報メッセージ。
 

アラート点滅機能を無効に するステップ 2. （オプションの）はアラート アイコン点滅を『
Disable』 をクリック します。
 
ランダム アクセス メモリ ログ テーブルのエントリの特定の数を、表示ドロップダウン リ
ストで見るステップ 3. （オプションの）はページごとに見たいと思うエントリの数を選択
します。
 
ランダム アクセス メモリ ログ 表のエントリの Next ページを見るステップ 4. （オプショ
ンの）は Next ボタンをクリックします。
 
クリアするステップ 5. （オプションの）は RAM を、『CLEAR』 をクリック しますログを
ログオンします。
  

フラッシュ メモリ ログ
 

このセクションはフラッシュ メモリ ログ テーブルおよび異なるオプションにアクセスする
方法を説明します。
 
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統計情報 > View
Log > フラッシュ メモリ 『Status』 を選択 し。 フラッシュ メモリ ページは開きます:
 

 
フラッシュ メモリ ログ テーブルにこれらのフィールドがあります:
 

• ログ index — Log エントリ番号。
 
• ログ タイム日時 ログは作成されました。
 
• Severityイベント 重大度。
 
• description — 記録 される イベントを記述する情報メッセージ。



フラッシュ メモリ ログ テーブルのエントリの特定の数を、表示ドロップダウン リストで
見るステップ 2. （オプションの）はページごとに見たいと思うエントリの数を選択します
。
 
フラッシュ メモリ ログ 表のエントリの Next ページを見るステップ 3. （オプションの）は
 Next ボタンをクリックします。
 
クリアするステップ 4. （オプションの）は RAM を、『CLEAR』 をクリック しますログを
ログオンします。
  

ログ セットアップ
 

このセクションは管理される 200/300 シリーズが提供を切り替える異なるログ オプション
を設定する方法を説明します。
 
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 > システムログ >
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。 ロギング フィールドでは、ログをイネーブルに設定するために Enable チ
ェックボックスをチェックして下さい。
 
Syslog 集約機能を、Syslog 集約機能 フィールドで有効に するステップ 3. （オプションの
）チェック Enable チェックボックス。 この機能は一つのメッセージとして表示するために
同一および順次ログ有効に なります。 メッセージが集約された回数はメッセージ情報に含
まれています。
 
ステップ 4 Syslog 集約機能が最大集約機能時刻フィールドで、有効に なったら、Syslog メ
ッセージが集約されること秒にタイムインターバルを入力して下さい。
 
ステップ 5 ランダム アクセス メモリ ロギングおよびフラッシュ メモリ ロギングの下で、
スイッチにログを保存してほしい Events チェックボックスをチェックして下さい。 以下は



チェックできるイベントです:
 

• 緊急事態—システムは使用可能ではないです。
 
• アラート—処理は必要です。 このイベントはユーザをデバイスの特定の操作をすぐに行
うように告げます
 
• 重要—システムはクリティカル条件にあります。 、さもなければチェックされる、エラ
ーイベントおよび必要がスイッチまったく機能できなかったよりこのイベントにより多く
の関連性があります。
 
• エラー—システムはエラー状態にあります。 スイッチはエラーの下でエラーがどこに起
きたかはたらき、ユーザに告げます。
 
• 警告—システム警告は発生しました。 発生するハードウェアかソフトウェアおよびいく
つかのスイッチ コンポーネントがきちんとはたらかないかもしれませんかどうか、システ
ム 変更。
 
• 表記—システムは適切に機能していますが、システム表記は発生しました。
 
• Informational —このイベントはデバイスだけでアクティビティについての情報を示しま
す。
 
• debug — イベントについての詳細な情報を示します。 このイベントは絶えずすべてにつ
いての情報をスイッチ パフォーマンス保持します。
 

6. 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
  

リモート ログ サーバ
 

このセクションは 200/300 シリーズによって管理されるスイッチにリモート ログ サーバを
追加する方法を説明します。
 
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 > システムログ >
リモート ログ サーバ『管理』 を選択 し。 リモート ログ サーバ ページは開きます:
 

 
リモート ログ サーバ 表は現在設定されるすべての Syslog サーバを示し、これらのフィー
ルドが含まれていたものです:
 

• ログ サーバ— Syslog サーバの IP アドレスかドメイン名。
 
• UDP port —へのログが送信 される Syslog サーバ UDP ポート。
 
• ファシリティ—ログが起きるデバイスを識別する値。
 
• description — Syslog サーバの A 記述。
 



• 最小重大度—ログがサーバに送信 されることができるように必要となる最小重大度。
 

ステップ 2.ログ サーバを追加するために『Add』 をクリック して下さい。 追加リモート
ログ サーバ ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 3 サーバーの定義フィールドで、サーバの IP アドレスを入力するために IP アド
レスによってクリックするかまたはサーバの名前を入力するために名指しでクリックして下
さい。
 
ステップ 4 IPバージョン フィールドで、サーバのIPアドレスを入力するためにバージョン
6 かバージョン 4 をクリックして下さい。
 
ステップ 5 バージョン 6 が IPv6 アドレス タイプ フィールドで、選択されたら、リンク ロ
ーカルをまたはグローバル クリックして下さい。 リンク ローカル IPv6 アドレスはグロー
バル な IPv6 アドレスは他のネットワークから目に見え、到達可能であるが、単一のネット
ワーク リンクのホストを識別します。
 
ステップ 6 選択される IPv6 アドレス タイプがリンク ローカルである場合、リンク ローカ
ルインターフェイス ドロップダウン リストの適切なリンク ローカルインターフェイスを選
択して下さい。
 
ステップ 7 ログ サーバのIP アドレス/Name フィールドでは、リモート ログ サーバの IP ア
ドレスを入力して下さい。
 
ステップ 8 UDP Port フィールドでは、ログがリモートサーバに送信 される UDP ポートを
入力して下さい。
 
ステップ 9： ファシリティ ドロップダウン リストで、システムログがリモートサーバに送
信 される ファシリティ値を選択して下さい。
 
、Description フィールドで入力するステップ 10. （オプションの）はリモート ログ サーバ
についての説明を望ましい説明を入力します。
 
ステップ 11： 最小重大度 ドロップダウン リストで、リモートサーバに送信 される筈であ
るシステムログメッセージの最小レベルを選択して下さい。



ステップ 12： 設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
注: リモート ログ サーバを削除するために編集するか、または、セクションを編集します
リモート ログ サーバを参照して下さい。
  

リモート ログ サーバを編集して下さい
 

このセクションはリモート ログ サーバを編集する方法を説明します。
 
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 > システムログ >
リモート ログ サーバ『管理』 を選択 し。 リモート ログ サーバ ページは開きます:
 

 
呼び出します。 遠隔ログ サーバ 設定を書き換えるために、編集したいリモートサーバのチ
ェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 3. 『Edit』 をクリック して下さい。 編集リモート ログ サーバ ウィンドウは現わ
れます。
 

 
ステップ 4 ログ サーバのIP アドレス ドロップダウン リストで、利用可能 な IP アドレスを
選択して下さい。
 
ステップ 5 UDP Port フィールドでは、希望値に UDP ポート番号を変更して下さい。
 
ステップ 6 ファシリティ ドロップダウン リストでは、希望値にファシリティ値を変更して
下さい。
 
ステップ 7 Description フィールドでは、望ましい説明に現在の説明を変更して下さい。
 
ステップ 8 最小重大度 ドロップダウン リストでは、望ましいレベルに重大度を変更して下
さい。
 
ステップ 9.設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
リモートサーバを削除するステップ 10. （オプションの）は削除し、『Delete』 をクリッ



ク したいリモートサーバのチェックボックスをチェックします。
 


	メモリは 200/300 シリーズによって管理されるスイッチをログオンします
	目的
	適当なデバイス
	[Software Version]
	ランダム アクセス メモリ ログ
	フラッシュ メモリ ログ
	ログ セットアップ
	リモート ログ サーバ
	リモート ログ サーバを編集して下さい



