
ロギングサービスの実装

このモジュールでは、ロギングサービスをルータに実装する必要がある新しいタスクと改訂さ

れたタスクを説明します。

Cisco IOS XRソフトウェアには基本ロギングサービスが用意されています。ロギングサービス
では、システムロギング（syslog）メッセージモニタリングおよびトラブルシューティングのロ
ギング情報を収集し、取得したロギング情報のタイプを選択できます。

Cisco IOS XRソフトウェアでのロギングサービスおよびこのモジュールの一覧で示されてい
るロギングコマンドの詳細については、このモジュールの「関連資料, （32ページ）」の項
を参照してください。

（注）

ロギングサービスの実装の機能履歴

変更箇所リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

• ロギングサービスを実装する前提条件, 2 ページ

• ロギングサービスの実装に関する情報, 2 ページ

• ロギングサービスの実装方法, 11 ページ

• ロギングサービスを実装するための設定例, 31 ページ

• 次の作業, 32 ページ

• その他の参考資料, 32 ページ
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ロギングサービスを実装する前提条件
ネットワークオペレーションセンター（NOC）でロギングサービスを実装するには、次の前提
条件が必要です。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

• syslogサーバホストを syslogメッセージの受信先に設定するには、syslogサーバに接続でき
る必要があります。

ロギングサービスの実装に関する情報
ロギングサービスを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

システムロギングプロセス

デフォルトでは、ルータは syslogメッセージを syslogプロセスに送信するように設定されます。
syslogプロセスでは、ロギングバッファ、端末回線、syslogサーバのなどの syslogメッセージの
宛先に対するメッセージの分配を制御します。 syslogプロセスはデフォルトでメッセージをコン
ソール端末にも送信します。

システムロギングメッセージの形式

デフォルトでは、Cisco IOS XRソフトウェアの syslogプロセスで生成される syslogメッセージの
一般形式は、次のようになります。

node-id : timestamp : process-name [pid] : % message -group -severity -message -code : message-text

次にサンプルの syslogメッセージを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:Nov 28 23:56:53.826 : config[65710]: %SYS-5-CONFIG_I : Configured from console
by console

この表では、Cisco IOS XRソフトウェアの syslogメッセージの一般的な形式を説明します。

表 1：一般的な syslog メッセージ形式

説明フィールド

syslogメッセージの生成元となるノードです。node-id
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説明フィールド

month day HH:MM:SS形式のタイムスタンプで
す。メッセージが生成された日時を示します。

タイムスタンプ形式は、service
timestampsコマンドを使用して変更
できます。タイムスタンプの形式の

修正, （19ページ）の項を参照して
ください。

（注）

timestamp

syslogメッセージを生成したプロセスのプロセ
スです。

process-name

syslogメッセージを生成したプロセスのプロセ
ス ID（pid）です。

[pid]

syslogメッセージに関連付けられているメッセー
ジグループ名、重大度、メッセージコードで

す。

%message -group- severity -message -code

syslogメッセージを説明する文字列です。message-text

syslog メッセージの宛先
コンソール端末への syslogメッセージのロギングは、デフォルトでイネーブルです。コンソール
端末へのロギングをディセーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで

logging console disableコマンドを使用します。コンソールへのロギングを再度イネーブルにする
には、グローバルコンフィギュレーションモードで logging consoleコマンドを使用します。

syslogメッセージは、コンソール以外の宛先に送信できます。たとえば、ロギングバッファ、
syslogサーバ、コンソール以外の終端回線（vtysなど）です。

この表では、syslogの宛先を指定するために使用するコマンドを一覧で示します。

表 2：syslog の宛先を設定するために使用するコマンド

説明コマンド

syslogメッセージの宛先としてロギングバッ
ファを指定します。

logging buffered

syslogサーバホストを syslogメッセージの宛先
として指定します。

logging {hostname | ip-address}
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説明コマンド

コンソール以外の端末回線を syslogメッセージ
の宛先として指定します。

logging monitor

logging bufferedコマンドでは、ロギングメッセージをロギングバッファにコピーします。循環
バッファであるため、バッファがいっぱいになると、古いメッセージが新しいメッセージで置き

換えられます。バッファに記録された syslogメッセージを表示するには、show loggingコマンド
を使用します。最初に表示されるメッセージは、バッファ内で最も古いメッセージです。ロギン

グバッファの現在の内容をクリアするには、clear loggingコマンドを使用します。ロギングバッ
ファへのロギングをディセーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで no
logging bufferedコマンドを使用します。

loggingコマンドは、ロギングメッセージを受信する syslogサーバホストを識別します。このコ
マンドを何度も発行すると、ロギングメッセージを受信する syslogサーバのリストが作成されま
す。指定された IPアドレスやホスト名を持つ syslogサーバを、利用可能な syslogサーバのリス
トから削除するには、グローバルコンフィギュレーションモードで no loggingコマンドを使用し
ます。

logging monitorコマンドは、vtysなどのコンソール端末以外の端末回線への syslogメッセージの
ロギングをグローバルにイネーブルにします。コンソール以外の端末回線へのロギングをディ

セーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで no logging monitorコマンド
を使用します。

コンソール以外の宛先に syslog メッセージを送信するためのガイドライン
ロギングプロセスでは、syslogメッセージをコンソール端末以外の宛先に送信します。そのプロ
セスはデフォルトでイネーブルです。ロギングバッファ、端末回線、syslogサーバへのロギング
はイネーブルです。

現在の端末セッションのロギング

logging monitorコマンドは、コンソール端末以外の端末回線への syslogメッセージのロギングを
グローバルにイネーブルにします。 logging monitorコマンドをイネーブルにしたら、terminal
monitorコマンドを使用して、端末セッション中に syslogメッセージを表示します。

端末セッション中、syslogメッセージの端末へのロギングをディセーブルにするには、EXECモー
ドで terminal monitor disableコマンドを使用します。 terminal monitor disableコマンドは、現在
の端末セッションのロギングのみをディセーブルにします。

現在の端末セッションの syslogメッセージのロギングを再度イネーブルにするには、EXECモー
ドで terminal monitorコマンドを使用します。
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terminal monitorコマンドおよび terminal monitor disableコマンドはローカルで設定され、端
末セッションが終了すると有効ではなくなります。

（注）

syslog サーバに送信された syslog メッセージ
syslogサーバに送信された syslogメッセージを管理しやすくするために、Cisco IOSXRソフトウェ
アには次の機能が搭載されています。

• UNIXシステムファシリティ

•ホスト名プレフィックスロギング

•ソースインターフェイスロギング

UNIX システムロギングファシリティ
logging facilityコマンドを使用して、syslogメッセージが送信される syslogファシリティを設定で
きます。これらのUNIXシステムファシリティの詳細については、ご使用のUNIXオペレーティ
ングシステムのオペレータマニュアルを参照してください。 syslogの形式は、Berkeley Standard
Distribution（BSD）UNIXバージョン 4.3と互換性があります。

この表では、type引数に指定できるファシリティタイプキーワードを説明します。

表 3：ロギングファシリティタイプのキーワード

説明ファシリティタイプのキーワード

認可システムを示します。auth

cronファシリティを示します。cron

システムデーモンを示します。daemon

カーネルを示します。kern

ローカルで定義されたメッセージ用に予約され

ています。

local0–7

回線プリンタシステムを示します。lpr

メールシステムを示します。mail

USENETニュースを示します。news

システムの使用を示します。sys9
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説明ファシリティタイプのキーワード

システムの使用を示します。sys10

システムの使用を示します。sys11

システムの使用を示します。sys12

システムの使用を示します。sys13

システムの使用を示します。sys14

システムログを示します。syslog

ユーザプロセスを示します。user

UNIXから UNIXへのコピーシステムを示しま
す。

uucp

ホスト名プレフィックスロギング

syslogサーバに送信されたシステムロギングメッセージを管理しやすくするために、Cisco IOSXR
ソフトウェアではホスト名プレフィックスロギングをサポートしています。イネーブルにする

と、ホスト名プレフィックスロギングでは、ルータから syslogサーバに送信される syslogメッ
セージにホスト名プレフィックスを追加します。ホスト名プレフィックスを使用して、さまざま

なネットワーキングデバイスから特定の syslogサーバに送信されるメッセージを分類することが
できます。

syslogサーバに送信される syslogメッセージにホスト名プレフィックスを付加するには、グロー
バルコンフィギュレーションモードで、logging hostnameコマンドを使用します。

syslog 送信元アドレスロギング
デフォルトでは、syslogメッセージが syslogサーバに送信されるとき、syslogメッセージにはルー
タから出るために使用するインターフェイスの IPアドレスが含まれています。 syslogメッセージ
がどのインターフェイスを使用してルータを出るかにかかわらず、すべての syslogメッセージに
同じ IPアドレスを含めるように設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで
logging source-interfaceコマンドを使用します。
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UNIX syslog デーモンの設定
4.3 BSD UNIXシステム上で syslogデーモンを設定するには、/etc/syslog.confファイルに次のよう
な行を含めます。

local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

debuggingキーワードでは syslogレベルを指定します。他のキーワードの一般的な説明について
は、表 7：syslogメッセージの重大度, （10ページ）を参照してください。 local7キーワードで
は、使用するロギングファシリティを指定します。他のキーワードの一般的な説明については、

表 3：ロギングファシリティタイプのキーワード, （5ページ）を参照してください。

syslogデーモンは、次のフィールドで指定されたファイルに、このレベルまたはより重大なレベ
ルのメッセージを送信します。このファイルは、syslogデーモンに書き込み権限がある既存ファ
イルである必要があります。

ローカルストレージデバイスでのロギングメッセージのアーカイブ

syslogメッセージは、ハードディスクやフラッシュディスクなどのローカルストレージデバイ
スのアーカイブに保存することもできます。メッセージは重大度に基づいて保存できます。アー

カイブのサイズ、メッセージが追加される頻度（日次または週次）、アーカイブに保存するメッ

セージの週合計などの属性を指定できます。

アーカイブ属性の設定

ロギングアーカイブを作成して、ロギングメッセージを収集および保存する方法を指定するに

は、グローバルコンフィギュレーションモードで loggingarchiveコマンドを使用します。 logging
archiveコマンドでは、ロギングアーカイブサブモードを開始します。このモードでは、syslog
をアーカイブするための属性を設定できます。

この表では、ロギングアーカイブサブモードでアーカイブ属性を指定するために使用されるコマ

ンドを一覧で示します。

表 4：syslog アーカイブ属性を設定するために使用するコマンド

説明コマンド

アーカイブでアーカイブログが保持される最長

週数を指定します。保存期間がこの週数を超え

るログは、自動的にアーカイブから削除されま

す。

archive-length weeks
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説明コマンド

ストレージデバイス上にある syslogアーカイブ
の最大合計サイズを指定します。このサイズを

超過すると、新しいログ用の領域を確保するた

め、アーカイブ内の最も古いファイルが削除さ

れます。

archive-size size

syslogがアーカイブされるローカルストレージ
デバイスを指定します。デフォルトでは、ログ

は<device>/var/logのディレクトリに作成されま
す。デバイスが設定されていない場合は、他の

すべてのロギングアーカイブ設定が拒否されま

す。フラッシュディスクよりもハードディス

クの容量の方が大きいため、syslogはハードディ
スクにアーカイブすることを推奨します。

device {disk0 | disk1 | harddisk}

アーカイブにある 1つのログファイルの最大
ファイルサイズ（メガバイト単位）を指定しま

す。この制限サイズに達すると、自動的に新し

いファイルが作成され、1つずつ順に大きいシ
リアル番号が付与されます。

file-size size

ログが収集される頻度を日次または週次で指定

します。

frequency {daily | weekly}

アーカイブするログメッセージの最小重大度を

指定します。設定されたこのレベル以上の

syslogメッセージがすべてアーカイブされ、こ
れらのレベルより小さいメッセージは除外され

ます。詳細については、重大度, （9ページ）
を参照してください。

severity severity

ストレージディレクトリのアーカイブ

デフォルトでは、syslogアーカイブは <device>/var/logのディレクトリに格納されます。個別の
アーカイブファイルはアーカイブが作成された年月日に基づいてサブディレクトリに保存されま

す。たとえば、2006/02/26に作成されたアーカイブファイルは、次のディレクトリに保存されま
す。

harddisk:/var/log/2006/02/26
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重大度

宛先に送信される syslogメッセージの重大度を指定して、ロギングの宛先に送信されるメッセー
ジの数を制限できます（重大度の定義は表 7：syslogメッセージの重大度, （10ページ）を参
照）。

この表では、syslogメッセージの重大度を制御するコマンドを一覧で示します。

表 5：syslog メッセージの重大度を制御するために使用するコマンド

説明コマンド

ロギングバッファに送信する syslogメッセージ
を重大度に基づいて制限します。

logging buffered [severity]

コンソール端末に送信する syslogメッセージを
重大度に基づいて制限します。

logging console [severity]

端末回線に送信する syslogメッセージを重大度
に基づいて制限します。

logging monitor [severity]

syslogサーバに送信する syslogメッセージを重
大度に基づいて制限します。

logging trap [severity]

syslogアーカイブに送信する syslogメッセージ
を重大度に基づいて制限します。

severity severity

logging buffered、logging console、logging monitor、logging trapsコマンドでは、指定した重大度
番号以下の syslogメッセージがそれぞれの宛先に送信されないように制限します。この番号は
severity引数で指定します。

重大度の番号が小さい syslogメッセージは、より重要なイベントであることを示します。重
大度の定義については、表 7：syslogメッセージの重大度, （10ページ）を参照してくださ
い。

（注）

ロギングヒストリ表

snmp-server enable traps syslog コマンドで、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ネット
ワーク管理ステーション（NMS）に送信するように syslogメッセージトラップをイネーブルにし
ている場合、ルータの履歴テーブルに送信および保存されるメッセージのレベルを変更できます。

また履歴テーブルに保存されるメッセージ数も変更できます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムモニタリングコンフィギュレー
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SNMPトラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納され
ます。デフォルトでは、syslogトラップがイネーブルでない場合でも、レベル警告および上記（表
7：syslogメッセージの重大度, （10ページ）を参照）の 1つのメッセージが履歴テーブルに保
存されます。

この表では、ロギングヒストリ表の重大度と表のサイズのデフォルトを変更するために使用され

るコマンドを一覧で示します。

表 6：ロギングヒストリ表のコマンド

説明コマンド

履歴ファイルに保存されてSNMPサーバに送信
される syslogメッセージのデフォルトの重大度
を変更します。

logging history severity

履歴テーブルに保存できる syslogメッセージの
数を変更します。

logging history size number

表 7：syslogメッセージの重大度, （10ページ）に、levelキーワードおよび重大度を示しま
す。 SNMPを使用する場合、重大度の値は +1を使用します。たとえば、emergencyは 0では
なく 1になり、criticalは 2ではなく 3になります。

（注）

Syslog メッセージの重大度の定義
この表では、 severity 引数に指定できる重大度キーワードおよび対応するUNIX syslog定義を、最
も重大度の高いレベルから低いレベルに順番に一覧で示します。

表 7：syslog メッセージの重大度

syslog 定義説明レベル重大度のキーワード

LOG_EMERGシステムが使用不可0emergencies

LOG_ALERT即時処理が必要1alerts

LOG_CRITクリティカルな状態2critical

LOG_ERRエラー状態3errors

LOG_WARNING警告状態4warnings
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syslog 定義説明レベル重大度のキーワード

LOG_NOTICE正常だが注意を要する

状態

5notifications

LOG_INFO情報メッセージだけ6informational

LOG_DEBUGデバッグメッセージ7debugging

syslog 重大度コマンドのデフォルト
この表では、severity引数をサポートするコマンドのデフォルトの重大度設定を一覧で示します。

表 8：重大度コマンドのデフォルト

レベルデフォルトの重大度キーワードコマンド

7debugginglogging buffered

6informationallogging console

4warningslogging history

7debugginglogging monitor

6informationallogging trap

ロギングサービスの実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

システムロギングメッセージ宛先の設定

このタスクでは、コンソール端末以外の宛先へのロギングを設定する方法を説明します。

概念の情報については、syslogメッセージの宛先, （3ページ）の項を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. logging buffered [size | severity]
3. logging monitor [ severity]
4. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

5. terminal monitor

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステップ 1   

ロギングバッファを syslogメッセージの宛先として指定し、ロギング
バッファのサイズを設定し、ロギングバッファに送信される syslogメッ
セージを重大度に基づいて制限します。

logging buffered [size | severity]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

• size引数のデフォルト値は 4096バイトです。
logging buffered severity
warnings • severity引数のデフォルト値は debuggingです。

• severity引数のキーワードオプションは、emergencies、alerts、
critical、errors、warnings、notifications、informational、debugging
です。

•デフォルトでは、severity引数の重大度や size引数のバッファサイズ
を指定せずにこのコマンドを入力すると、重大度が debuggingに、
バッファサイズが 4096バイトに設定されます。

コンソール端末以外の端末回線を syslogメッセージの宛先として指定し、
端末回線に送信されるメッセージの数を重大度に基づいて制限します。

logging monitor [ severity]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging monitor critical

ステップ 3   

• severity引数のキーワードオプションは、emergencies、alerts、
critical、errors、warnings、notifications、informational、debugging
です。

•デフォルトでは、severity引数の重大度を指定せずにこのコマンドを
入力すると、重大度はdebuggingに設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

してください。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されま
す。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変
更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了し
て、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットされま
せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッショ
ンが継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

現在の端末セッションにおける syslogメッセージの表示をイネーブルに
します。

terminal monitor

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router#
terminal monitor

ステップ 5   

現在の端末の syslogメッセージのロギングは、terminalmonitor
disableコマンドでディセーブルにできます。

（注）

•現在のセッションのメッセージのロギングが terminalmonitordisable
コマンドでディセーブルにされている場合、現在のセッションの

syslogメッセージの表示を再度イネーブルにするには、このコマン
ドを使用します。

このコマンドはEXECモードコマンドであるため、ローカルで
設定され、現在のセッションが終了するとイネーブルではなく

なります。

（注）

リモートサーバへのロギングの設定

このタスクでは、リモート syslogサーバへのロギングを設定する方法を説明します。
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はじめる前に

syslogサーバホストを syslogメッセージの受信先に設定するには、syslogサーバに接続できる必
要があります。

手順の概要

1. configure
2. logging {ip-address | hostname}
3. logging trap [severity]
4. logging facility [type]
5. logging hostnameprefix hostname
6. logging source-interface type interface-path-id
7. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#

ステップ 1   

syslogサーバホストを syslogメッセージの宛先として指定します。logging {ip-address | hostname}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging 10.3.32.154

ステップ 2   

•このコマンドを何度も発行すると、ロギングメッセージを受信
する syslogサーバのリストが作成されます。

syslogサーバに送信する syslogメッセージを重大度に基づいて制限し
ます。

logging trap [severity]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 3   

•デフォルトでは、severity引数の重大度を指定せずにこのコマン
ドを入力すると、重大度は informationalに設定されます。

（任意）syslogファシリティを設定します。logging facility [type]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging facility kern

ステップ 4   

•デフォルトでは、type引数にファシリティタイプを指定せずに
このコマンドを入力すると、ファシリティは local-7に設定され
ます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルータから syslogサーバに送信される syslogメッセージにホ
スト名プレフィックスを追加します。

logging hostnameprefix hostname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 5   

ホスト名プレフィックスロギングは、syslogサーバで受信
される syslogメッセージを並べ替えるときに便利です。

ヒント

（任意）syslog送信元アドレスを設定します。logging source-interface type
interface-path-id

ステップ 6   

•デフォルトでは、syslogサーバに送信された syslogメッセージに
は、ルータから出るために使用するインターフェイスの IPアド
レスが含まれています。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
• syslogメッセージがどのインターフェイスを使用してルータを出
るかにかかわらず、ルータから送信されるすべての syslogメッ
セージに同じ IPアドレスが含まれるように設定するには、この
コマンドを使用します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

てください。

ステップ 7   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに
変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終

了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。
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ロギングヒストリ表の設定

このタスクでは、ロギングヒストリ表を設定する方法を説明します。

概念の情報については、重大度, （9ページ）の項を参照してください。

はじめる前に

SNMP NMSへのメッセージのロギングは、snmp-server enable traps syslogコマンドでイネーブル
にします。 SNMPの詳細については、関連資料, （32ページ）の項を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. logging history severity
3. logging history size number
4. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

5. show logging history

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

履歴ファイルに保存されてSNMPサーバに送信される syslogメッセー
ジのデフォルトの重大度を変更します。

logging history severity

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging history errors

ステップ 2   

•デフォルトでは、重大度がwarnings以下の syslogメッセージが
履歴ファイルに格納され、SNMPサーバに送信されます。

履歴テーブルに保存できる syslogメッセージの数を変更します。logging history size number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging history size 200

ステップ 3   

•デフォルトでは、1つの syslogメッセージが履歴テーブルに格
納されます。

履歴テーブルが一杯になると（メッセージの数がこのコマ

ンドで指定した最大数に達すると）、新しいメッセージを

保存できるよう、最も古いメッセージがテーブルから削除

されます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

てください。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。

（任意）syslog履歴テーブルの状態についての情報を表示します。show logging history

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
logging history

ステップ 5   

コンソール端末およびロギングバッファへのロギングの修正

このタスクでは、コンソール端末およびロギングバッファのロギングの設定を変更する方法を説

明します。

デフォルトでは、ロギングはイネーブルです。（注）
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手順の概要

1. configure
2. logging buffered [size | severity]
3. logging console [severity]
4. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステッ

プ 1   

ロギングバッファを syslogメッセージの宛先として指定し、ロギングバッ
ファのサイズを設定し、ロギングバッファに送信される syslogメッセー
ジを重大度に基づいて制限します。

logging buffered [size | severity]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging buffered size 60000

ステッ

プ 2   

• size引数のデフォルトは 4096バイトです。

• severity引数のデフォルトは debuggingです。

• severity引数のキーワードオプションは、emergencies、alerts、
critical、errors、warnings、notifications、informational、debugging
です。

•デフォルトでは、severity引数の重大度や size引数のバッファサイズ
を指定せずにこのコマンドを入力すると、重大度が debuggingに、
バッファサイズが 4096バイトに設定されます。

コンソール端末に送信するメッセージを重大度に基づいて制限します。logging console [severity]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging console alerts

ステッ

プ 3   •デフォルトでは、syslogメッセージは informationalの重大度でコン
ソール端末のログに記録されます。

• severity引数のキーワードオプションは、emergencies、alerts、
critical、errors、warnings、notifications、informational、debugging
です。

• severity引数の重大度を指定せずにこのコマンドを入力すると、重大
度は informationalに設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

logging console disableコマンドでコンソール端末へのロギング
がディセーブルにされている場合に、ロギングを再度イネーブ

ルにするには、このコマンドを使用します。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

してください。

ステッ

プ 4   • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されま
す。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変
更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了し
て、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットされま
せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッショ
ンが継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィ
ギュレーションセッションを継続するには、commitコマンドを使用
します。

タイムスタンプの形式の修正

このタスクでは、syslogメッセージおよびデバッグメッセージのタイムスタンプ形式を変更する
方法を説明します。
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手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone]

• service timestamps log uptime

3. 次のいずれかを実行します。

• service timestamps debug datetime [localtime] [msec] [show-timezone]

• service timestamps debug uptime

4. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

syslogメッセージのタイムスタンプ形式を変更します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 2   •• デフォルトでは、タイムスタンプはイネーブルです。デフォルト

のタイムスタンプ形式は month day HH:MM:SSです。
service timestamps log datetime
[localtime] [msec]
[show-timezone]

• service timestamps log datetimeコマンドを発行すると、日時のタイ
ムスタンプが付くように syslogメッセージが設定されます。• service timestamps log uptime

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

◦任意で localtimeキーワードを指定すると、タイムスタンプに
ローカルタイムゾーンが含まれます。

◦任意でmsecキーワードを指定すると、タイムスタンプにミリ
秒が含まれます。

service timestamps log datetime
localtime msec

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
service timestamps log uptime

◦任意で show-timezoneキーワードを指定すると、タイムスタ
ンプにタイムゾーン情報が含まれます。

• service timestamps log uptimeコマンドを発行すると、ルータが最後
にリブートされたときから経過した時間のタイムスタンプが付くよ

うに syslogメッセージが設定されます。
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目的コマンドまたはアクション

◦ service timestamps log uptimeコマンドでは、タイムスタンプ
をHHHH:MM:SSに設定します。これはルータが最後にリブー
トされたときからの時間を示します。

デバッグメッセージのタイムスタンプ形式を変更します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   •• デフォルトでは、タイムスタンプはイネーブルです。デフォルト

のタイムスタンプ形式は month day HH:MM:SSです。
service timestamps debug
datetime [localtime] [msec]
[show-timezone]

• service timestamps log datetimeコマンドを発行すると、日時のタイ
ムスタンプが付くようにデバッグメッセージが設定されます。

• service timestamps debug
uptime

◦任意で localtimeキーワードを指定すると、タイムスタンプに
ローカルタイムゾーンが含まれます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
◦任意でmsecキーワードを指定すると、タイムスタンプにミリ
秒が含まれます。service timestamps debug datetime

msec show-timezone ◦任意で show-timezoneキーワードを指定すると、タイムスタ
ンプにタイムゾーン情報が含まれます。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
service timestamps debug uptime • service timestamps log uptimeコマンドを発行すると、ネットワーク

デバイスが最後にリブートされたときから経過した時間のタイムス

タンプが付くようにデバッグメッセージが設定されます。

キーワードや引数を指定せずに service timestampsコマンドを
入力すると、service timestamps debug uptimeコマンドと同じ
ように機能します。

ヒント

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

てください。

ステッ

プ 4   • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されま
す。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変
更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了
して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミットさ
れません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムモニタリングコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.2.x    

   OL-26513-02-J 21

ロギングサービスの実装

タイムスタンプの形式の修正



目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッショ
ンが継続します。コンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコマンド
を使用します。

タイムスタンプのディセーブル化

このタスクでは、syslogメッセージにタイムスタンプが含まれないようにする方法を説明します。

手順の概要

1. configure
2. 次のいずれかを実行します。

• service timestamps disable

• no service timestamps [debug | log] [datetime [localtime] [msec] [show-timezone]] | uptime]

3. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

syslogメッセージにタイムスタンプが含まれないようにします。次のいずれかを実行します。ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

どちらのコマンドでも syslogメッセージのタイムスタンプ
をディセーブルにできますが、service timestamps disableコ
マンドを指定すると、設定にコマンドが保存されます。

service timestampsコマンドの no形式を指定すと、設定か
らコマンドが削除されます。

（注）• service timestamps disable

• no service timestamps [debug |
log] [datetime [localtime] [msec]
[show-timezone]] | uptime]

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用して

ください。

ステップ 3   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。

重複 syslog メッセージの抑制
このタスクでは、重複する syslogメッセージが連続してロギングされないようにする方法を説明
します。
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手順の概要

1. configure
2. logging suppress duplicates
3. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステップ 1   

重複する syslogメッセージが連続してロギングされないようにします。logging suppress duplicates

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging suppress duplicates

ステップ 2   

デバッグセッション中にこのコマンドがイネーブルの場合、切

り離して解決しようとしている問題に関する重要な情報を見落

とす可能性があります。こうした場合は、このコマンドをディ

セーブルにすることを検討してください。

注意

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用し

てください。

ステップ 3   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに
変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了

して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終
了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミット
されません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッションは

終了せず、設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコマン
ドを使用します。

リンクステータス syslog メッセージのロギングのディセーブル化
このタスクでは、論理リンクおよび物理リンクのりんくすてーたす syslogメッセージのロギング
をディセーブルにする方法を説明します。

リンクステータスメッセージのロギングをイネーブルにした場合、ルータで大量のリンクステー

タス（アップダウン）のシステムロギングメッセージが生成される場合があります。リンクス

テータス syslogメッセージのロギングをディセーブルにすると、ログに記録されるメッセージの
数を減らすことができます。

手順の概要

1. configure
2. logging events link-status disable
3. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
configure

ステップ 1   

ソフトウェア（論理）リンクおよび物理リンクのリンクステータス syslog
メッセージのロギングをディセーブルにします。

logging events link-status disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

•物理リンクでは、リンクステータス syslogメッセージのロギングは
デフォルトでイネーブルです。

logging events link-status
disable
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目的コマンドまたはアクション

•論理リンクと物理リンクの両方で、リンクステータスsyslogメッセー
ジをイネーブルにするには、logging events link-status
software-interfacesコマンドを使用します。

•リンクステータス syslogメッセージを物理リンクでのみイネーブル
するには、no logging events link-statusコマンドを使用します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

してください。

ステップ 3   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求されま
す。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変
更が保存され、コンフィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了
して、ルータがEXECモードに戻ります。変更はコミットされ
ません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッショ
ンが継続します。コンフィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコマンド
を使用します。

システムロギングメッセージの表示

このタスクでは、ロギングバッファに保存されている syslogメッセージを表示する方法を説明し
ます。

コマンドは、任意の順番で入力できます。（注）
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手順の概要

1. show logging
2. show logging location node-id
3. show logging process name
4. show logging string string
5. show logging start month day hh:mm:ss
6. show logging end month day hh:mm:ss

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ロギングバッファに保存されているすべての

syslogメッセージを表示します。
show logging

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging

ステップ 1   

指定されたノードからの syslogメッセージを表示
します。

show logging location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging location
0/1/CPU0

ステップ 2   

指定したプロセスに関連する syslogメッセージを
表示します。

show logging process name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging process
init

ステップ 3   

指定したストリングを含む syslogメッセージを表
示します。

show logging string string

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging string
install

ステップ 4   

指定した日時以降に生成されたロギングバッファ

内の syslogメッセージを表示します。
show logging start month day hh:mm:ss

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging start
december 1 10:30:00

ステップ 5   

指定した日時以前に生成されたロギングバッファ

内の syslogメッセージを表示します。
show logging end month day hh:mm:ss

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging end
december 2 22:16:00

ステップ 6   
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ローカルストレージデバイスへのシステムロギングメッセージのアー

カイブ

このタスクでは、ローカルストレージデバイス上のアーカイブに syslogメッセージを保存する方
法を説明します。

はじめる前に

ローカルストレージデバイスには、アーカイブファイルを格納するために利用できる十分な

領域が必要です。フラッシュディスクよりもハードディスクの容量の方が大きいため、syslog
はハードディスクにアーカイブすることを推奨します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. logging archive
3. device {disk0 | disk1 | harddisk}
4. frequency {daily | weekly}
5. severity severity
6. archive-length weeks
7. archive-size size
8. file-size size
9. 次のいずれかのコマンドを使用してください。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ロギングアーカイブコンフィギュレーションモードを開

始します。

logging archive

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
archive

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

syslogのロギングに使用するデバイスを指定します。device {disk0 | disk1 | harddisk}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
device disk1

ステップ 3   

•この手順は必須です。デバイスが設定されていない場
合は、他のすべてのロギングアーカイブ設定が拒否さ

れます。

•フラッシュディスクよりもハードディスクの容量の方
が大きいため、syslogはハードディスクにアーカイブ
することを推奨します。

•デフォルトでは、ログは <device>/var/logのディレク
トリに作成されます

（任意）ログを収集する頻度を日次または週次で指定しま

す。デフォルトでは、ログは毎日収集されます。

frequency {daily | weekly}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
frequency weekly

ステップ 4   

（任意）アーカイブするログメッセージの最小重大度を指

定します。設定されたこのレベル以上の syslogメッセージ
severity severity

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
severity warnings

ステップ 5   

がすべてアーカイブされ、これらのレベルより小さいメッ

セージは除外されます。重大度は次のとおりです。

• emergencies

• alerts

• critical

• errors

• warnings

• notifications

• informational

• debugging

詳細については、Syslogメッセージの重大度の定義, （10
ページ）の項を参照してください。

（任意）アーカイブでアーカイブログが保持される最長週

数を指定します。保存期間がこの週数を超えるログは、自

動的にアーカイブから削除されます。

archive-length weeks

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
archive-length 6

ステップ 6   

デフォルトでは、アーカイブログは 4週間保存されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ストレージデバイス上にある syslogアーカイブの
最大合計サイズを指定します。このサイズを超過すると、

archive-size size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
archive-size 50

ステップ 7   

新しいログ用の領域を確保するため、アーカイブ内の最も

古いファイルが削除されます。

デフォルトのアーカイブサイズは 20 MBです。

（任意）アーカイブにある 1つのログファイルの最大ファ
イルサイズ（メガバイト単位）を指定します。この制限

file-size size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)#
file-size 10

ステップ 8   

サイズに達すると、自動的に新しいファイルが作成され、

1つずつ順に大きいシリアル番号が付与されます。

デフォルトでは、最大ファイルサイズは 1メガバイトで
す。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用してください。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。
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ロギングサービスを実装するための設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

コンソール端末およびロギングバッファへのロギングの設定：例

次の例では、ロギングバッファへのロギングがイネーブルであり、コンソール端末に送信される

syslogメッセージの重大度は critical重大度以下の syslogメッセージに制限され、ロギングバッ
ファのサイズが 60,000バイトに設定されているロギングの設定を示します。

!
logging console critical
logging buffered 60000
!

syslog メッセージの宛先の設定：例
次の例では、ロギングがコンソール端末以外の宛先に設定されているロギングの設定を示します。

この設定は次のようになります。

•コンソール端末以外の宛先に対するロギングはイネーブル。

• warnings重大度以下の syslogメッセージは syslogサーバホストに送信される。

• critical重大度より低い syslogメッセージは端末回線に送信される。

•ロギングバッファのサイズは 60,000バイトに設定される。

• IPアドレス 172.19.72.224の syslogサーバホストが syslogメッセージの受信先として設定さ
れる。

!
logging trap warnings
logging monitor critical
logging buffered 60000
logging 172.19.72.224
!

ロギングヒストリ表の設定：例

次の例では、ロギングヒストリ表のサイズが 200エントリであり、ロギングヒストリ表に送信さ
れる syslogメッセージの重大度が errorsの重大度のメッセージに制限されているロギングの設定
を示します。

logging history size 200
logging history errors
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タイムスタンプの修正：例

次の例では、month date HH:MM:SSタイムゾーンの形式に従うようにタイムスタンプが設定され
ているタイムスタンプの設定を示します。

service timestamps log datetime show-timezone

次の例では、HH:MM:SSミリ秒のタイムゾーンの形式に従うようにタイムスタンプが設定されて
いるタイムスタンプの設定を示します。

service timestamps log datetime msec show-timezone

ロギングアーカイブの設定：例

次の例では、ロギングアーカイブを設定する方法とアーカイブ属性を定義する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging archive
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# device disk1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# frequency weekly
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# severity warnings
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# archive-length 6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# archive-size 50
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-logging-arch)# file-size 10

次の作業
アラームログ相関を設定するには、CiscoASR9000 SeriesAggregation ServicesRouter SystemMonitoring
ConfigurationGuideの「アラームおよびアラームログ相関の実装とモニタリング」モジュールを参
照してください。

その他の参考資料
次の項では、Cisco IOS XRソフトウェアへのロギングサービスの実装に関連する参考資料を紹介
します。

関連資料

参照先関連項目

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
SystemMonitoringCommand Referenceの「Logging
Services Commands」モジュール

ロギングサービスコマンドリファレンス
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参照先関連項目

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Monitoring Configuration Guideの「オン
ボード障害ロギングコマンド」モジュール

オンボード障害ロギング（OBFL）コンフィギュ
レーション

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
SystemMonitoringCommandReferenceの「Onboard
Failure Logging Commands」モジュール

オンボード障害ロギング（OBFL）コマンド

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Monitoring Command Referenceの「Alarm
Management and Logging Correlation Commands」
モジュール

アラームおよびロギング相関コマンド

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
SystemMonitoring Configuration Guideの「アラー
ムおよびアラームログ相関の実装とモニタリン

グ」モジュール

アラームおよびロギング相関コンフィギュレー

ションおよびモニタリングタスク

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Monitoring Command Referenceの「SNMP
Commands」モジュール

SNMPコマンド

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Monitoring Configuration Guideの
「Implementing SNMP」モジュール

SNMPの設定作業

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Getting Started Guide

Cisco IOS XRスタートアップ参考資料

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Security CommandReferenceの「Configuring
AAA Services」モジュール

ユーザグループとタスク IDに関する情報

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムモニタリングコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.2.x    
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MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBを
検索およびダウンロードするには、http://
cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。

—

RFC

タイトルRFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。また、この機能に
よる既存RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトには、
数千ページに及ぶ検索可能な技術情報がありま

す。製品、テクノロジー、ソリューション、技

術的なヒント、およびツールへのリンクもあり

ます。 Cisco.comに登録済みのユーザは、この
ページから詳細情報にアクセスできます。
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