
ワイヤレスアクセスポイントをログオンする設
定 イベント 
目的
 

適当なデバイス
 

 
WAP100 シリーズ
 
 
WAP300 シリーズ
 
 
WAP500 シリーズ
 
  

[Software Version]
 

 
1.0.1.4 — WAP131、WAP351
 
 
1.0.6.2 — WAP121、WAP321
 
 
1.2.1.3 — WAP371、WAP551、WAP561
 
 
1.0.1.2 — WAP150、WAP361

システムイベントは注意および必要な取るべき 処置がシステムをスムーズに実行し、失敗を防ぐ
ように要求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。
 
イベントログはネットワーク トラブルシューティングに役立ち、デバッグ パケットフロー、イベ
ントを監視するために。 これらのログはランダムアクセスメモリ（RAM）、Non-Volatile
Random Access Memory （NVRAM）とリモート ログ サーバで保存することができます。 これ
らのイベントは通常システムからリブートされたとき消されます。 非揮発性メモリで保存されな
ければ予想に反してシステム リブートが、システムイベント表示することができなければ。  永
続性ログ記録機能が有効に なる場合、システムイベント メッセージは非揮発性メモリに書き込ま
れます。
 
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。
 
この資料はシステムおよびイベントログを受け取る異なる構成によって説明し、歩くことを向け
ます。 



1.0.0.17 — WAP571、WAP571E
 
  

設定 イベント ロギング
 
 設定 E メール アラート
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは、> Eメール通知 『管理』 を選択 し。
 
 

 
 
呼び出します。 電子メール通知機能をグローバルに 有効に するために管理モード チェックボ
ックスのイネーブルをチェックして下さい。 
 

 
 
ステップ 3. Eメールアドレス フィールドからで eメールアドレスを入力して下さい。 アドレス
は Eメール通知の送信側として表示する。 デフォルト値はヌルです。 
 



 
 
注: それは強く推奨されています個人的なメールをプライバシーを維持するのに使用するかわ
りに別途の電子メール アカウントを使用するために。 
 
ステップ 4 ログ 期間 フィールドでは、どの位の割りでに関して eメール通知が設定された eメ
ールアドレスに発信する必要があるか時間に（分で）入って下さい。 範囲は 30-1440 分であり
、デフォルト値は 30 です。 
 

 
 
ステップ 5 スケジュールされたメッセージ 重大度を設定 するために、緊急事態、アラート、
重要のような、エラー 送信 されるべき、メッセージの適切な型を警告、表記、情報、または
デバッグ選択して下さい。 これらのメッセージはログ 期間が経過する度に送信 されます。 こ
れらのオプションは使用しているデバイスのモデルによって Webベース ユーティリティで別
様に表示する。
 
WAP131 に関しては、WAP150 は、WAP351 および WAP361、スケジュールされたメッセー
ジ 重大度 チェックボックスの適切なメッセージタイプをチェックします。
 



 

 
なし—メッセージは送信 されません。
 
 
緊急事態—このメッセージのタイプはユーザにデバイスが深刻な状況にあり、即時の処置
が必要となるとき送られます。
 
 
アラート—このメッセージのタイプはユーザに正常な設定と異なっているどの操作でも発
生するとき送られます。
 
 
重要—このメッセージのタイプはユーザにポートがダウンしているまたはユーザがネット
ワークにアクセスできない状況があるとき送られます。 即時処置が必要となります。
 
 
エラー—このメッセージのタイプはユーザに Configuration エラーがあるとき送られます
。
 
 
警告—このメッセージのタイプはユーザに他のユーザが制限区域にアクセスすることを試
みるとき送られます。
 
 
表記—このメッセージのタイプはユーザにネットワークに低優先順位変更があるとき送ら
れます。
 
 
情報—このメッセージのタイプはユーザにネットワークがどのように動作するか記述する

WAP121 に関しては、WAP321 は、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571 および
WAP571E、スケジュールされたメッセージ 重大度 ドロップダウン リストの適切なメッセージタ
イプをクリックします。



ために送られます。
 
 
debug —このメッセージのタイプはネットワークトラフィックのログを持つユーザに送ら
れます。
 
 

ステップ 6 緊急メッセージ 重大度を設定 するために、緊急事態、アラート、重要のような、
エラー 送信 されるべき、緊急メッセージの適切な型を警告、表記、情報、またはデバッグ選
択して下さい。 これらのメッセージはすぐに送信 されます。 これらのオプションは使用して
いるデバイスのモデルによって Webベース ユーティリティで別様に表示する。
 
WAP131 に関しては、WAP150 は、WAP351 および WAP361、緊急メッセージ 重大度 チェッ
クボックスの適切な緊急メッセージ型をチェックします。 
 

WAP121 に関しては、WAP321 は、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571 および
WAP571E、緊急メッセージ 重大度 ドロップダウン リストの適切な緊急メッセージ型をクリック
します。 

注: オプションがどれもに設定されない場合、メッセージは送信 されません。

 

ステップ 7.サーバ IPv4 アドレス/Name フィールドでメール サーバまたは IP アドレスの有効な
ホスト名を入力して下さい。

注: 下記の例では、200.168.20.10 は使用されます。

 



ステップ 8.データ暗号化 ドロップダウン リストからセキュリティのモードを選択して下さい。
利用可能 な オプションは次のとおりです:

TLSv1 — Transport Layer Security バージョン 1 はインターネット上のコミュニケーショ
ンにセキュリティおよびデータ統合を提供する暗号 プロトコルです。

●

オープンそれは既定の暗号化プロトコルでが、データ暗号化のためのセキュリティ対策が
ありません。

●

注: この例では、TLSv1 は選択されます。 『Open』 を選択 した場合、ステップ 12 にスキッ
プして下さい。 

ステップ 9. Port フィールドでメール サーバのポート番号を入力して下さい。 メールを送信 す
ることを使用されるアウトバウンドポート数です。 有効なポート番号 範囲は 0 から 65535 か
らであり、デフォルトは Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）のための 465 です。
 

ステップ 10. Username フィールドで認証のためのユーザ名を入力して下さい。



注: Cisco_1 は一例として使用されます。

ステップ 11. Password フィールドで認証のためのパスワードを入力して下さい。

ステップ 12： メッセージ 設定の下で、Eメールアドレス 1、2、および 3 フィールドへので必
須 eメールアドレスを入力して下さい。

注: 要件に基づいて、Eメールアドレス フィールドにすべてので値を入力しか、または 1 つの
eメールアドレスだけ入力し、残りのブランクを残すことができます。

ステップ 13： メール Subject フィールドでメールのサブジェクトを入力して下さい。 サブジ
ェクトは 255 までの英数字である場合もあります。



注: この例では、AP からのログメッセージは使用されます。

ステップ 14： 設定されたメール サーバ 資格情報を検証するために Mail を『Test』 をクリッ
ク して下さい。 これは設定された eメールアドレスに設定が機能することを確認するためにメ
ールを送信します。

ステップ 15： [Save] をクリックします。

ログ 設定を設定して下さい

ローカルでこのエリアはシステムを設定し、イベントは揮発性および NVRAM をログオンします
。
 
ステップ 1. 『管理』 を選択 するべきアクセス ポイント Webベース ユーティリティへのログイ



ン > ログ 設定。

WAP がリブートするように設定が残るようにログを永久に保存してもらいたいと思う場合ステッ
プ 2. （オプションの）、持続を Enable チェックボックスのチェックによって有効に するため。
これは望ましくない事象か失敗が発生するとき予想外システム リブートの場合には特に役立ちま
す。  128 までのログメッセージは NVRAM で保存することができますそのあとでログは上書き
されます。

注: イネーブルがチェックを外される場合、ログは揮発性 メモリで保存されます。

ステップ 3 重大度を設定 するために、緊急事態、アラート、重要のような、エラー 送信 される
べき、メッセージの適切な型を警告、表記、情報、またはデバッグ選択して下さい。 これらのメ
ッセージはログ 期間が経過する度に送信 されます。 これらのオプションは使用しているデバイ
スのモデルによって Webベース ユーティリティで別様に表示する。
 
WAP131 に関しては、WAP150 は、WAP351 および WAP361、重大度 チェックボックスの適切
なメッセージタイプをチェックします。

 
WAP121 に関しては、WAP321 は、WAP371、WAP551、WAP561、WAP571 および
WAP571E、重大度 ドロップダウン リストからの適切なメッセージタイプをクリックします。
 



ステップ 4  ログメッセージが生成されると同時に、伝達のためのキューに置かれます。 深度フ
ィールドの揮発性 メモリで一度に並べることができるメッセージ数を規定 して下さい。 512 ま
でのメッセージは一度に並べることができます。

WAP131 に関しては、WAP150 は、WAP351 深度フィールドでおよび WAP361、深度範囲を入
力します。 範囲は 1-1000 です。  デフォルト値は 1000 です。 
 

 
WAP121 に関しては、WAP321 は、WAP371、深度フィールドで WAP551、WAP561、WAP571
および WAP571E、深度範囲を入力します。 範囲は 1-512 および 512 ですデフォルトです。 こ
の例に関しては、67 は使用されます。 
 

ステップ 5. 『SAVE』 をクリック して下さい。

注: アクセス ポイントはサーバを使用して時間と日付 情報を Network Time Protocol（NTP）得ま
す。 このデータは UTC 形式（グリニッジ標準時）にあります。
 
これらのコンフィギュレーションはローカルデバイスをログオンするイベントを伝搬させ、E メ



ール アラートを受け取る必要があります。
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