
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

このモジュールでは、アラームログ相関の設定と、アラームログおよび相関イベントレコード

のモニタリングに関連する概念とタスクについて説明します。アラームログ相関は、さまざま

なアプリケーションおよびシステムサーバで生成されたメッセージのグループ化機能とフィル

タリング機能、およびルータ上のルートメッセージの分離機能を含めるように、システムロギ

ングを拡張します。

このモジュールでは、ネットワーク上にロギング相関を実装し、アラームをモニタリングするた

めに必要な、新規および改訂されたタスクについて説明します。

Cisco IOS XRソフトウェアのシステムロギングの詳細、およびこのモジュールにリストされ
ているアラーム管理コマンド、ロギング相関コマンドの詳細については、このモジュールの関

連資料, （51ページ）のセクションを参照してください。設定タスクを実行する手順の中で
出現する可能性のあるその他のコマンドについて記載されたマニュアルを特定するには、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master List』をオンラインで検索
してください。

（注）

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の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

SNMPアラーム相関機能が追加されました。リリース 3.8.0

• 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の前提条件, 2 ページ

• アラームおよびアラームログ相関の実装に関する情報, 2 ページ

• アラーム管理およびロギング相関の実装およびモニタ方法, 10 ページ
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• アラーム管理およびロギング相関の設定例, 47 ページ

• その他の関連資料, 51 ページ

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

の前提条件
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。

アラームおよびアラームログ相関の実装に関する情報
アラームおよびアラーム相関を実装するには、次の概念を十分に理解している必要があります。

アラームロギングおよびデバッグイベント管理システム

CiscoIOSXRソフトウェアのアラームロギングおよびデバッグイベント管理システム（ALDEMS）
は、システムサーバおよびアプリケーションから転送されるアラームメッセージをモニタリング

し、格納するために使用されます。また、ALDEMSは、単一の根本原因のために転送されたア
ラームメッセージ同士を相関します。

ALDEMSは、Cisco IOS XRソフトウェアの基本的なロギング機能およびモニタリング機能を拡大
して、高度に分散化されたシステムに必要とされるレベルの、アラーム管理およびイベント管理

を実現します。

Cisco IOS XRソフトウェアは、システムのノード全体にロギングアプリケーションを分散するこ
とによって、この必要なレベルのアラーム管理およびイベント管理を実現します。
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図 1：ALDEMSコンポーネント通信, （3ページ）に、ALDEMSを構成するコンポーネント間の
関係を示します。

図 1：ALDEMS コンポーネント通信

コリレータ

コリレータは、ルータ上のノード全体に分散されたシステムロギング（syslog）ヘルパープロセ
スからメッセージを受け取り、syslogメッセージを syslogプロセスに転送します。ロギング相関
ルールが設定されている場合は、コリレータはルールで指定されているメッセージと一致するメッ

セージを検索して、そのメッセージをキャプチャします。コリレータは、一致を検出すると、

ルールに指定されているタイムアウト間隔に対応するタイマーを開始させます。コリレータは、

タイマーの期限が切れるまで、ルール内のメッセージとの一致を検索し続けます。根本原因メッ

セージを受信した場合は、相関が実行されます。受信しなかった場合は、キャプチャされたメッ

セージがすべて syslogに転送されます。相関が実行された場合、相関メッセージはロギング相関
バッファに保存されます。相関メッセージの各セットには、コリレータにより相関 IDがタグ付
けされます。
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ロギング相関の詳細については、ロギング相関, （4ページ）を参照してください。（注）

システムロギングプロセス

ルータはデフォルトで、システムロギングメッセージをシステムロギング（syslog）プロセスに
送信するように設定されています。 syslogメッセージは、システムのノード全体に分散されてい
る syslogヘルパープロセスによって収集されます。システムロギングプロセスは、ネットワー
クデバイス構成に応じて、システムロギングバッファ、コンソール、端末回線、syslogサーバな
どのさまざまな宛先へのロギングメッセージの配信を制御します。

アラームロガー

アラームロガーは、ルータに転送されるシステムロギングメッセージの最終宛先です。アラー

ムロガーには、ロギングイベントバッファ内のアラームメッセージが保存されます。ロギング

イベントバッファは循環バッファであるため、いっぱいになるとバッファ内の最も古いメッセー

ジが上書きされます。

アラームは、ロギングイベントバッファ内で優先順位付けされます。アラームレコードを上

書きする必要がある場合は、ロギングイベントバッファは、最初に非バイステートアラー

ム、次に CLEARステートのバイステートアラーム、最後に SETステートのバイステートア
ラームの順序でメッセージを上書きしていきます。バイステートアラームの詳細については、

バイステートアラーム, （7ページ）を参照してください。

（注）

SETステートのバイステートアラームにより発行されたメッセージでテーブルがいっぱいになる
と、（着信時刻ではなくメッセージのタイムスタンプ基準で）一番古いバイステートアラームが

その他のメッセージよりも先に上書きされます。したがって、メモリ消費量が要件内に収まるよ

うに、ロギングイベントバッファおよびロギング相関バッファのバッファサイズを調整する必

要があります。

テーブルフルアラームは、ロギングイベントバッファが一巡するたびに生成されます。しきい

値超過通知は、ロギングイベントバッファが容量のしきい値に到達するたびに生成されます。

ロギングイベントバッファに保存されたメッセージに対してクライアントからクエリーを実行し

て、特定の条件に一致するレコードを特定できます。アラームロギングメカニズムにより、各

アラームメッセージには連番で一意の IDが割り当てられます。

ロギング相関

ロギング相関を使用して、システムパフォーマンスに影響を及ぼすイベントの最上位ルートメッ

セージを分離できます。たとえば、カードの活性挿抜（OIR）を示す元のメッセージが分離され、
根本原因メッセージのみ表示され、同じイベントに関連するすべての後続メッセージが相関にな
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る場合があります。相関ルールが設定されている場合、セカンダリ（非根本原因）メッセージを

生成する共通ルートイベントを分離して syslogに送信することで、セカンダリメッセージを抑制
できます。オペレータは、ロギングコリレータバッファから相関メッセージをすべて取得して、

発生した相関イベントを表示できます。

相関ルール

相関ルールを設定して、システムアラームを生成する可能性のあるルートメッセージを分離でき

ます。相関ルールは、不要なメッセージの蓄積が原因となって起こる ALDEMSの不要なストレ
スを防止します。各相関ルールはメッセージ IDに依存し、メッセージカテゴリ、メッセージグ
ループ名、メッセージコードで構成されます。コリレータプロセスは、メッセージをスキャン

してメッセージの発生を検出します。

コリレータがルートメッセージを受信すると、コリレータはそのメッセージをロギングコリレー

タバッファに保存し、さらに RPの syslogプロセスに転送します。その後、syslogプロセスによ
り、そのルートメッセージはロギングイベントバッファ内のアラームロガーに転送され、保存

されます。また、ネットワークデバイスの構成に応じて、ルートメッセージが syslogプロセス
からコンソール、リモートターミナル、リモートサーバ、障害管理システム、および簡易ネット

ワーク管理プロトコル（SNMP）エージェントなどの宛先に転送される場合もあります。同一の
条件に一致する後続のメッセージ（別に発生したルートメッセージを含む）は、ロギング相関

バッファに保存され、ルータの syslogプロセスに転送されます。

メッセージが複数の相関ルールに一致する場合、一致したルールすべてが適用され、そのメッセー

ジはロギングコリレータバッファ内の一致する相関キューすべての一部になります。

次のメッセージフィールドを使用して、ロギング相関ルールのメッセージが定義されます。

•メッセージカテゴリ

•メッセージグループ

•メッセージコード

いずれのメッセージフィールドでも、ワイルドカードを使用してより幅広いメッセージセットを

カバーできます。ロギング相関ルール設定で適切なメッセージセットを設定して、（目的に応じ

て）狭いスコープまたは広いスコープでの相関を実現します。

相関のタイプ

根本原因メッセージを分離するためにルールに設定する相関には、2つのタイプがあります。

非ステートフル相関：この相関は、発生後に固定されます。抑制された非根本原因アラームが

syslogプロセスに転送されることはありません。非根本原因アラームはすべて相関バッファにバッ
ファされた状態で残ります。

ステートフル相関：この相関は、バイステート根本原因アラームがクリアされると、相関発生後

に変更される場合があります。アラームがクリアされると、すべての相関された非根本原因ア

ラームは syslogに送信され、相関バッファからは削除されます。ステートフル相関は、疑われる
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根本原因がすでに存在しないにもかかわらず、存在し続けている非根本原因状態を検出する場合

に役立ちます。

ルールおよびルールセットの適用

相関ルールをルータ全体に適用した場合、メッセージのコンテキストまたはロケーション設定に

かかわらず、設定されたルールの原因値に一致するメッセージだけで相関が発生します。

相関ルールを特定のコンテキストまたはロケーションのセットに適用した場合、ルールで設定さ

れている原因値にするメッセージ、およびこれらのコンテキストまたはロケーションのいずれか

1つに一致するメッセージだけで相関が発生します。

ルールセットの適用の場合も動作は同じですが、指定されたルールセットの一部であるすべての

ルールの設定が適用されます。

show logging correlator ruleコマンドを使用すると、logging correlator apply rulesetコマンドで設
定した設定内容を含め、特定のルールの適用設定が表示されます。

ルートメッセージおよび相関メッセージ

相関ルールが設定され適用された場合、コリレータにより、ルールの指定に従ってメッセージの

一致が検索されます。一致が検出されると、コリレータはルールに指定されているタイムアウト

間隔に対応するタイマーを開始させます。一致を検出するメッセージ検索は、タイマーの期限が

切れるまで継続されます。相関は、根本原因メッセージを受信した後に発生します。

根本原因メッセージは、相関ルールに設定された最初のメッセージ（カテゴリ、グループ、およ

びコードの 3ビットバイトが設定されたもの）により定義されます。根本原因メッセージは、必
ず syslogプロセスに転送されます。根本原因メッセージの転送方法および保存方法については、
相関ルール, （5ページ）を参照してください。

アラーム重大度とフィルタリング

フィルタ設定を使用して、重大度に基づいて情報を表示できます。アラームフィルタ表示は、ア

ラーム、レコード数、現在のログサイズ、最大ログサイズのレポートに使用される重大度の設定

を示します。

アラームは、次の表に示されている重大度に応じてフィルタリングできます。

表 1：イベントロギングのアラーム重大度

システムの状態重大度

Emergencies0

Alerts1

Critical2
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システムの状態重大度

Errors3

Warnings4

Notifications5

Informational6

バイステートアラーム

バイステートアラームは、アクティブから非アクティブへのインターフェイスステートの変化、

カードの活性挿抜（OIR）、またはコンポーネントの温度の変化など、システムハードウェアに
関連するステート変更によって生成されます。デフォルトでは、バイステートアラームイベン

トはロギングイベントバッファにレポートされます。情報メッセージおよびデバッグメッセー

ジはレポートされません。

Cisco IOS XRソフトウェアには、アラームをリセットおよびクリアする機能があります。システ
ムのアラームをモニタリングする必要のあるクライアントは、モニタリング対象のアラームの状

態が変化したときに非同期通知を受信するためのアラームロギングメカニズムを登録できます。

バイステートアラーム通知により、次のことがわかります。

•アラームステート。SETステートまたは CLEARステートのいずれかです。

アラームの容量しきい値設定

容量しきい値設定は、アラームシステムがしきい値超過アラームのレポートを開始するタイミン

グを定義します。通常、警告アラームを生成する容量しきい値はバッファ容量の 80パーセント
に設定しますが、個別の設定では異なる設定が必要になる場合があります。

階層的な相関

階層的な相関は、次の条件が満たされた場合に有効になります。

• 1つのアラームが、あるルールの根本原因であり、かつ別のルールの非根本原因でもある場
合。

•アラームが生成され、結果として両方のルールに関連する正常な相関となった場合。

次に、2つの階層的な相関ルールの例を示します。
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CodeGroupCategoryRule 1

Code 1Group 1Cat 1Root Cause 1

Code 2Group 2Cat 2Non-root Cause 2

Rule 2

Code 2Group 2Cat 2Root Cause 2

Code 3Group 3Cat 3Non-root Cause 3

Cause 1、2、3に対して 3つのアラームが生成され、すべてのアラームがそれぞれの相関タイムア
ウト期間内に着信した場合、階層的な相関は次のように出現します。

Cause 1 -> Cause 2 -> Cause 3

相関バッファには、2つ（Cause 1と Cause 2に対して 1個、Cause 2と Cause 3に対して 1個）の
異なる相関が示されます。ただし、階層的な関係は暗黙的に定義されます。

アラームの再配置および再発行などのステートフル動作は、ステートフルとして定義されてい

るルールの場合（つまり、相関が変化する可能性がある場合）にサポートされます。

（注）

コンテキスト相関フラグ

コンテキスト相関フラグを使用すると、「コンテキストごと」に相関が行われるかどうかを設定

できます。

このフラグを使用すると、ルールが 1つ以上のコンテキストに適用される場合のみ、動作が変化
するようになります。このフラグは、ルータ全体またはロケーションノード全体に対して適用さ

れている場合は、有効になりません。

次に、コンテキスト相関動作のシナリオを示します。

• Rule 1には、根本原因 Aが含まれ、非根本原因が関連付けられている。

• Rule 1にはコンテキスト相関フラグは設定されていない。

• Rule 1はコンテキスト 1および 2に適用されている。

Rule 1にコンテキスト相関フラグが設定されていない場合、コンテキスト 1からアラーム Aが生
成され、コンテキスト 2からアラーム Bが生成されるシナリオでは、コンテキストのタイプにか
かわらず、ルールが両方のコンテキストに適用されます。

Rule 1にコンテキスト相関フラグが設定され、同じアラームが生成された場合、これらのアラー
ムは、異なるコンテキストからのものであるとして、相関されません。
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フラグが設定されていると、アラームが同じコンテキストから送信された場合に限り、コリレー

タはアラームをルールに照らして分析します。つまり、アラームAがコンテキスト 1から生成さ
れ、アラーム Bがコンテキスト 2から生成された場合、相関は行われません。

時間タイムアウトフラグ

根本原因タイムアウト（指定されている場合）は、特定のルールの根本原因アラームが着信する

前に、非根本原因アラームが着信した状況の場合に使用する代替ルールタイムアウトです。通

常、このタイムアウトは、根本原因アラームが着信する可能性が低く、そのため非根本原因アラー

ムの保持がすぐに解除されることを想定して、より短いタイムアウトを設定する状況で使用され

ます。

再配置フラグ

再配置フラグは、非根本原因アラームの直接の根本原因がクリアされた場合に、階層的な相関に

おいてその非根本原因アラームがどのように処理されるかを指定します。

次に、コンテキスト相関動作の例を示します。

• Rule 1には、根本原因 Aが含まれ、非根本原因 Bが関連付けられている

• Rule 1にはコンテキスト相関フラグは設定されていない

• Rule 1はコンテキスト 1および 2に適用されている

このシナリオでは、コンテキスト 1から生成されたアラーム Aとコンテキスト 2から生成された
アラーム Bが送信された場合、コンテキストにかかわらず相関が行われます。

Rule 1にコンテキスト相関フラグが設定され、同じアラームが生成された場合、これらのアラー
ムは、異なるコンテキストからのものであるため、相関されません。

非バイステート再発行フラグ

非バイステート再発行フラグは、非バイステートアラーム（イベント）の親バイステート根本原

因アラームがクリアされた場合に、その非バイステートアラーム（イベント）がコリレータログ

から転送されるかどうかを制御します。この状況では、アクティブなバイステート非根本原因

は、条件がまだ存在するため、必ず転送されます。

非バイステート再発行フラグを使用すると、非バイステートアラームを転送するかどうかを制御

できるようになります。

内部ルール

内部ルールは Cisco IOS XRソフトウェアで定義され、Cisco IOS XRソフトウェアのプロトコルお
よびプロセスによって使用されます。これらのルールはお客様が設定することはできませんが、
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show logging correlator ruleコマンドを使用して表示できます。すべての内部ルール名には、
[INTERNAL]というプレフィックスが付きます。

SNMP アラーム相関
Cisco IOS XRマルチシャーシシステムなどの大規模システムでは、定期的な間隔で出力される多
数の SNMPトラップに遭遇する状況になる可能性があります。これらのトラップは、Cisco IOS
XRによるトラップの処理時間を延長させます。

また、追加のトラップはトラブルシューティングを遅くし、モニタリングシステムおよびオペ

レータの作業負荷を増大します。そのため、この機能によりこれらの問題が解決されます。

SNMPアラーム相関機能の目的は、次のとおりです。

•既存の syslogコリレータからの、相関機能の包括的な抽出

•その他のコンポーネントで機能を再使用に適した、DLLおよび APIの作成

• SNMPトラップ相関を可能にするために、SNMPエージェントと DLLを統合

アラーム管理およびロギング相関の実装およびモニタ方

法
ここでは、次のタスクについて説明します。

ロギング相関ルールの設定

このタスクでは、ロギング相関ルールの設定方法について説明します。

ロギング相関ルールを設定する目的は、ロギング相関用の根本原因アラームメッセージおよび非

根本原因アラームメッセージを（メッセージカテゴリ、グループ、およびコードの組み合わせ

で）定義することです。発信元の根本原因アラームメッセージは syslogプロセスに転送され、後
続のすべての（非根本原因）アラームメッセージはロギング相関バッファに送信されます。

相関ルールの設定用に使用できるメッセージ内のフィールドは、次のとおりです。

•メッセージカテゴリ（例：PKT_INFRA、MGBL、OS）

•メッセージグループ（例：LINK、LINEPROTO、OIR）

•メッセージコード（例：UPDOWN、GO_ACTIVE）。

アクティブなルートプロセッサ上で実行されているロギング相関ルールメカニズムにより、相関

ルールの指定に一致するメッセージのキューイングが開始され、相関ルールのタイムアウト間隔

で指定された時間だけ継続されます。
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タイムアウト間隔は、コリレータが特定のルールで指定されたアラームメッセージをキャプチャ

したときに開始されます。

手順の概要

1. configure
2. logging correlator rule correlation-rule { type { stateful | nonstateful }}
3. timeout [ milliseconds ]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show logging correlator rule {all | correlation-rule1 ... correlation-rule14 } [ context context1 ... context
6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful | stateful
}] [ summary | detail ]

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   

ロギング相関ルールを設定します。logging correlator rule correlation-rule { type {
stateful | nonstateful }}

ステップ 2   

•根本原因アラームがバイステートの場合、ステートフ
ル相関が明確に変わる場合があります。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
correlator rule rule_stateful

•非ステート相関は変わりません。非根本原因アラーム
はすべて相関バッファに残ります。

ロギングコリレータルールメッセージの収集期間を指定

します。

timeout [ milliseconds ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st)#
timeout 60000

ステップ 3   

•タイムアウトは、相関ルールで特定されたアラーム
メッセージが最初にログに記録されたときに開始され

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ます。ステップ 4   

• 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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）定義済みの相関ルールを表示します。show logging correlator rule {all |
correlation-rule1 ... correlation-rule14 } [ context

ステップ 5   

•出力には、メッセージカテゴリ、グループ、および
コードの情報を含めて、各ルール名の設定が表示され

ます。

context1 ... context 6 ] [ location node-id1...node-id6
] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype {
nonstateful | stateful }] [ summary | detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator rule all

ロギング相関ルールセットの設定

このタスクでは、ロギング相関ルールセットの設定方法について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. logging correlator ruleset ruleset
3. rulename rulename
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show logging correlator ruleset { all | correlation-ruleset1...correlation-ruleset14 } [ detail | summary
]

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   

ロギング相関ルールセットを設定します。logging correlator ruleset ruleset

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
correlator ruleset ruleset1

ステップ 2   

ルール名を設定します。rulename rulename

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-ruleset)#
rulename stateful_rule

ステップ 3   

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ます。ステップ 4   

• 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、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
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。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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）定義された相関ルールセットを表示します。show logging correlator ruleset { all |
correlation-ruleset1...correlation-ruleset14 } [
detail | summary ]

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator ruleset all

根本原因アラームおよび非根本原因アラームの設定

根本原因を 1つ以上の非根本原因アラームに相関させ、それらをルールとして設定するには、相
関ルールに対して指定されている rootcauseおよび nonrootcauseコマンドを使用します。

手順の概要

1. configure
2. logging correlator rule correlation-rule { type { stateful | nonstateful }}
3. rootcause { msg-category group-name msg-code }
4. nonrootcause
5. alarm msg-category group-name msg-code
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show logging correlator rule { all | correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context context1...context
6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful | stateful
}] [ summary | detail ]
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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   

ロギング相関ルールを設定し、ステートフルまたは

非ステートフルルールタイプのサブモードを開始し

ます。

logging correlator rule correlation-rule { type { stateful
| nonstateful }}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging correlator
rule rule_stateful

ステップ 2   

•根本原因アラームがバイステートの場合、ス
テートフル相関が明確に変わる場合がありま

す。

•非ステート相関は変わりません。非根本原因ア
ラームはすべて相関バッファに残ります。

根本原因アラームメッセージを設定します。rootcause { msg-category group-name msg-code }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st)#
rootcause CAT_BI_1 GROUP_BI_1 CODE_BI_1

ステップ 3   

•この例では、ステートフルコンフィギュレー
ションモードで根本原因アラームを指定してい

ます

非根本原因コンフィギュレーションモードを開始し

ます

nonrootcause

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st)#
nonrootcause

ステップ 4   

非根本原因アラームメッセージを指定します。alarm msg-category group-name msg-code

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st-nonrc)#
alarm CAT_BI_2 GROUP_BI_2 CODE_BI_2

ステップ 5   

•このコマンドは、次のようにnonrootcauseコマ
ンドと一緒に発行できます

nonrootcause alarm msg-category group-name
msg-code

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ます。ステップ 6   

• 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、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）定義されているコリレータルールを表示し

ます。

show logging correlator rule { all |
correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context
context1...context 6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [

ステップ 7   

rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful |
stateful }] [ summary | detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
rule all

階層的な相関ルールフラグの設定

階層的な相関は、1つのアラームがあるルールの根本原因であり、かつ別のルールの非根本原因
でもある場合、およびアラームが生成され、結果として両方のルールに関連する正常な相関となっ

た場合に発生します。非根本原因アラームに起こったことが、相関根本原因アラームの動作を決

定します。

これらの階層に関連するステートフル動作を制御する必要があるケース、および非バイステート

アラームの再配置および再発行などのフラグを実装する必要があるケースがあります。このタス

クでは、これらのフラグの実装方法について説明します。

これらのフラグに関する詳細については、再配置フラグ, （9ページ）および非バイステート再
発行フラグ, （9ページ）を参照してください。
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手順の概要

1. configure
2. logging correlator rule correlation-rule { type { stateful | nonstateful }}
3. reissue-nonbistate
4. reparent
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show logging correlator rule { all | correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context context1...context
6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful | stateful
}] [ summary | detail ]

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   

ロギング相関ルールを設定します。logging correlator rule correlation-rule { type {
stateful | nonstateful }}

ステップ 2   

•根本原因アラームがバイステートの場合、ステート
フル相関が明確に変わる場合があります。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging •非ステートフル相関は変わりません。非根本原因ア
ラームはすべて相関バッファに残ります。correlator rule rule_stateful type

nonstateful

根本原因アラームがクリアされた後で、コリレータログ

から非バイステートアラームメッセージ（イベント）を

発行します。

reissue-nonbistate

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st)#
reissue-nonbistate

ステップ 3   

親となる根本原因がクリアされた後の、非根本原因アラー

ムの動作を指定します。

reparent

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-rule-st)#
reparent

ステップ 4   

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ます。ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• 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、コンフィギュまたは

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

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。

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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）定義されているコリレータルールを表示します。show logging correlator rule { all |
correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context

ステップ 6   

context1...context 6 ] [ location node-id1...node-id6
] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype {
nonstateful | stateful }] [ summary | detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator rule all

次の作業

定義されている相関ルールおよびルールセットをアクティブにするには、loggingcorrelatorapply
ruleコマンドおよび logging correlator apply rulesetコマンドを使用して、ルールおよびルールセッ
トを適用する必要があります。

ロギング相関ルールの適用

このタスクでは、ロギング相関ルールの適用方法について説明します。
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相関ルールを適用すると、そのルールがアクティブになり、スコープが与えられます。 1つの相
関ルールを、ルータ上の複数のスコープに適用できます。つまり、1つのルールをルータ全体、
または複数のロケーション、または複数のコンテキストに適用することが可能です。

ルールが適用される場合、またはこのルールを含むルールセットが適用される場合は、その

ルールまたはルールセットの適用が解除されるまで、設定によってルール定義を変更できま

せん。

（注）

適用設定は、ルールおよびそのルールを含むルールセットの両方について、同時に設定でき

ます。この場合、ルールに対する適用設定は、すべての適用設定が結合されたものになりま

す。

（注）

手順の概要

1. configure
2. logging correlator apply rule correlation-rule
3. 次のいずれかを実行します。

• all-of-router

• location node-id

• context name

4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show logging correlator rule { all | correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context context1...context
6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [ rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful | stateful
}] [ summary | detail ]

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   
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目的コマンドまたはアクション

相関ルールを適用およびアクティブにし、相関適用ルー

ルのコンフィギュレーションモードを開始します。

logging correlator apply rule correlation-rule

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
correlator apply-rule rule1

ステップ 2   

次のいずれかを実行します。ステップ 3   •ロギング相関ルールをルータ上のすべてのノード
に適用します。• all-of-router

•ロギング相関ルールをルータ上の特定のノードに
適用します。

• location node-id

• context name
◦ノードの場所は、rack/slot/moduleの形式で指
定されます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-apply-rule)#
all-of-router

•ロギング相関ルールを特定のコンテキストに適用
します。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-apply-rule)#
location 0/2/CPU0

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-apply-rule)#
logging correlator apply-rule rule2 context
POS_0_0_0_0

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ます。ステップ 4   

• 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、コンフィギュまたは

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

◦ 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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、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）定義されているコリレータルールを表示しま

す。

show logging correlator rule { all |
correlation-rule1...correlation-rule14 } [ context
context1...context 6 ] [ location node-id1...node-id6 ] [

ステップ 5   

rulesource { internal | user }] [ ruletype { nonstateful
| stateful }] [ summary | detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
rule all

ロギング相関ルールセットの適用

このタスクでは、ロギング相関ルールセットの適用方法について説明します。

相関ルールセットを適用すると、そのルールがアクティブになり、スコープが与えられます。 1
つのルールセット設定が適用されると、設定はただちにそのルールセットの一部であるルールに

影響します。

以前に（単独または別のルールセットの一部として）適用したルールの定義は、そのルール

またはルールセットの適用を解除するまで、変更できません。コマンドのno形式を使用して
ルールの使用を無効にしてから、ルールセットの再適用を試行してください。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. logging correlator apply ruleset correlation-rule
3. 次のいずれかを実行します。

• all-of-router

• location node-id

• context name

4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show logging correlator ruleset { all | correlation-ruleset1 ... correlation-ruleset14 } [ detail | summary
]

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   

ルールセットを適用およびアクティブにし、相関適用ルー

ルセットのコンフィギュレーションモードを開始します。

logging correlator apply ruleset correlation-rule

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
correlator apply ruleset ruleset2

ステップ 2   

次のいずれかを実行します。ステップ 3   •ロギング相関ルールセットをルータ上のすべてのノー
ドに適用します。• all-of-router

•ロギング相関ルールセットをルータ上の特定のノー
ドに適用します。

• location node-id

• context name
◦ノードの場所は、rack/slot/moduleの形式で指定
されます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-ruleset)#
all-of-router

•ロギング相関ルールセットを特定のコンテキストに
適用します。
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-ruleset)#
location 0/2/CPU0

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-corr-ruleset)#
context

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ます。ステップ 4   

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに
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）定義されているコリレータルールを表示します。show logging correlator ruleset { all |
correlation-ruleset1 ... correlation-ruleset14 } [
detail | summary ]

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator ruleset all
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ロギングイベントバッファ設定の変更

ロギングイベントバッファの設定は、ネットワークのパフォーマンスに影響するユーザアクティ

ビティ、ネットワークイベント、システム設定イベントの変更、またはネットワークモニタリン

グ要件の変更に対応して調整できます。適切な設定は、システムの設定および要件に応じて異な

ります。

このタスクには次の手順が含まれます。

•ロギングイベントバッファサイズの変更

•アラーム生成しきい値の設定

•アラームフィルタ（重大度）の設定

アラームレポート用の重大度を下げる、または容量警告アラーム生成のしきい値を下げるよ

うなアラーム設定の変更は、システムのパフォーマンスを低下させるおそれがあります。

注意

ロギングイベントバッファサイズを変更すると、SETステートのバイステートアラームを除
く、すべてのイベントレコードのバッファがクリアされます。

注意

手順の概要

1. show logging events info
2. configure
3. logging events buffer-size bytes
4. logging events threshold percent
5. logging events level severity
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show logging events info
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングイベントバッファのサイズ（バイト単位）、アラー

ムイベントレコードに占められているバッファのパーセンテージ、ア

show logging events info

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
logging events info

ステップ 1   

ラームをレポートする容量しきい値、バッファ内のレコードの総数、

および重大度フィルタ（設定されている場合）を表示します。

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 2   

アラームレコードバッファのサイズを指定します。logging events buffer-size bytes

例：

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

ステップ 3   

•この例では、バッファサイズは50000バイトに設定されています。

logging events buffer-size
50000

到達するとアラームロガーによりしきい値超過アラームが生成される、

ロギングイベントバッファのパーセンテージを指定します。

logging events threshold percent

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
logging events threshold 85

ステップ 4   

•この例では、イベントバッファが容量の85パーセントに到達する
と、アラームロガーによりしきい値超過通知が生成されます。

表示されるロギングイベントを決定する重大度を設定します。（重大

度のリストについては、アラーム重大度とフィルタリング, （6ペー
logging events level severity

例：

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

ステップ 5   

ジ）の表 1：イベントロギングのアラーム重大度 , （6ページ）を参
照してください）。

logging events level warnings
•キーワードオプションは、emergencies、alerts、critical、errors、
warnings、notifications、および informationalです。

•この例では、重大度が警告（レベル4）以上のメッセージがアラー
ムログに書き込まれます。重大度がこれよりも低いメッセージ

（通知および情報メッセージ）は、記録されません。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用

します。

ステップ 6   

• 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

◦ 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。

または

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

◦ 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、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）ロギングイベントバッファのサイズ（バイト単位）、アラー

ムイベントレコードに占められているバッファのパーセンテージ、ア

show logging events info

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
logging events info

ステップ 7   

ラームをレポートする容量しきい値、バッファ内のレコードの総数、

および重大度フィルタ（設定されている場合）を表示します。

•このコマンドは、すべての設定が変更され、システムがその変更
を受け付けたことを確認するために使用します。

ロギングコリレータバッファ設定の変更

このタスクでは、ロギングコリレータバッファの変更方法について説明します。

ロギングコリレータバッファのサイズは、予想される着信相関メッセージを収容できるように調

整できます。相関 IDを指定してバッファからレコードを削除したり、バッファにあるレコード
をすべてクリアしたりできます。
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手順の概要

1. configure
2. logging correlator buffer-size bytes
3. exit
4. show logging correlator info
5. clear logging correlator delete correlation-id
6. clear logging correlator delete all-in-buffer
7. show logging correlator buffer { all-in-buffer [ ruletype [ nonstateful | stateful ]] | [ rulesource [

internal | user ]] | rule-name correlation-rule1...correlation-rule14 | correlationID
correlation-id1..correlation-id14 }

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   

ロギングコリレータバッファのサイズを指定します。logging correlator buffer-size bytes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# logging
correlator buffer-size 100000

ステップ 2   

•この例では、ロギングコリレータバッファのサイ
ズは 100,000バイトに設定されています。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し

て、ルータを EXECモードに戻します。
exit

例：

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

ステップ 3   

（任意）ロギングコリレータバッファのサイズについ

ての情報、および相関メッセージに占められたバッファ

のパーセンテージについての情報を表示します

show logging correlator info

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator info

ステップ 4   

（任意）ロギングコリレータバッファから特定の相関

イベントレコード（1つまたは複数）を削除します。
clear logging correlator delete correlation-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
correlator delete 48 49 50

ステップ 5   

•相関 IDの範囲を指定して削除することもできます
（スペース区切りで最大 32個の相関 IDを指定可
能）。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングコリレータバッファからすべての相

関イベントメッセージをクリアします。

clear logging correlator delete all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
correlator delete all-in-buffer

ステップ 6   

（任意）相関イベントレコードの内容を表示します。show logging correlator buffer { all-in-buffer [
ruletype [ nonstateful | stateful ]] | [ rulesource

ステップ 7   

•このステップは、相関イベントログから特定の相
関 IDが削除されたことを確認する場合に使用しま
す。

[ internal | user ]] | rule-name
correlation-rule1...correlation-rule14 |
correlationID correlation-id1..correlation-id14 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
correlator buffer all-in-buffer

重大度および重大度範囲によるアラームの表示

このタスクでは、アラームを重大度ごとおよび重大度範囲ごとに表示する方法について説明しま

す。

アラームは、重大度または重大度の範囲に基づいて表示できます。重大度および該当するシステ

ム状態のリストについては、アラーム重大度とフィルタリング, （6ページ）の表 1：イベント
ロギングのアラーム重大度 , （6ページ）を参照してください。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer severity-lo-limit severity
2. show logging events buffer severity-hi-limit severity
3. show logging events buffer severity-hi-limit severity severity-lo-limit severity
4. show logging events buffer severity-hi-limit severity severity-lo-limit severity timestamp-lo-limit hh

: mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）重大度が指定した数値以下のロギングイベントを表示

します。

show logging events buffer severity-lo-limit
severity

例：

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

ステップ 1   

•この例では、重大度が通知（重大度 5）以下のアラームが
表示されます。情報（重大度 6）のメッセージは省略され
ます。events buffer severity-lo-limit

notifications

重大度に割り当てられた数値ではなく、重大度の

descriptionを指定するには、severity-lo-limitキーワー
ドおよび severity引数を使用します。

（注）

（任意）重大度が指定した数値以上のロギングイベントを表示

します。

show logging events buffer severity-hi-limit
severity

例：

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

ステップ 2   

•この例では、重大度が重要（重大度 2）以上のアラームが
表示されます。重大度がアラート（重大度 1）および緊急
（重大度 0）のものは省略されます。events buffer severity-hi-limit

critical

重大度に割り当てられた数値ではなく、重大度の

descriptionを指定するには、severity-hi-limitキーワー
ドおよび severity引数を使用します。

（注）

（任意）重大度範囲内のロギングイベントを表示します。show logging events buffer severity-hi-limit
severity severity-lo-limit severity

ステップ 3   

•この例では、重大度が重要（重大度2）およびアラート（重
大度 1）のアラームが表示されます。その他のイベント重
大度はすべて省略されます。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
events buffer severity-hi-limit alerts
severity-lo-limit critical

（任意）指定されたタイムスタンプ以降に発生した、重大度範

囲内のロギングイベントが表示されます。month、day、および
show logging events buffer severity-hi-limit
severity severity-lo-limit severity
timestamp-lo-limit hh : mm : ss [ month ] [
day ] [ year ]

ステップ 4   

yearの各引数を指定していない場合は、デフォルトで現在の月、
日、および年になります。

例：

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

•この例では、2004年 5月 7日 22:00:00以降に発生した重大
度が警告（重大度 4）、エラー（重大度 3）、および重要
（重大度 2）のアラームが表示されます。タイムスタンプevents buffer severity-lo-limit

warnings severity-hi-limit critical
timestamp-lo-limit 22:00:00 may 07 04 よりも前に発生したその他のメッセージはすべて省略され

ます。
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タイムスタンプ範囲に応じたアラームの表示

タイムスタンプ範囲に応じてアラームを表示できます。特定の始点および終点を指定すること

は、特定の既知のシステムイベントの間に発生したアラームの分離に役立ちます。

このタスクでは、タイムスタンプ範囲に応じて、アラームを表示する方法について説明します。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer timestamp-lo-limit hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]
2. show logging events buffer timestamp-hi-limit hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]
3. show logging events buffer timestamp-hi-limit hh :mm : ss [month ] [ day ] [ year ] timestamp-lo-limit

hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）指定した日時以降のタイムスタンプ付きのロギン

グイベントを表示します。

show logging events buffer timestamp-lo-limit
hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]

例：

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

ステップ 1   

• month、day、および yearの各引数を指定していない場
合は、デフォルトで現在の月、日、および年になりま

す。buffer timestamp-lo-limit 21:28:00 april
18 04

•この出力例では、2004年 4月 18日 21:28:00以降にロギ
ングされたイベントが表示されます。

（任意）指定した日時よりも前のタイムスタンプ付きのロ

ギングイベントを表示します。

show logging events buffer timestamp-hi-limit
hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]

例：

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

ステップ 2   

• month、day、および yearの各引数を指定していない場
合は、デフォルトで現在の月、日、および年になりま

す。buffer timestamp-hi-limit 21:28:03 april
18 04

•この出力例では、2004年 4月 18日 21:28:03よりも前に
ロギングされたイベントが表示されます。

（任意）指定した日時の範囲のタイムスタンプ付きのロギ

ングイベントを表示します。

show logging events buffer timestamp-hi-limit
hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]
timestamp-lo-limit hh : mm : ss [ month ] [ day
] [ year ]

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• month、day、および yearの各引数を指定していない場
合は、デフォルトで現在の月、日、および年になりま

す。
例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer timestamp-hi-limit 21:28:00 april •この出力例では、2003年 4月 18日 21:16:00から 2004

年 4月 18日 21:28:00の間にロギングされたイベントが
表示されます。

18 04 timestamp-lo-limit 21:16:00 april
18 03

メッセージグループおよびメッセージコードに応じたアラームの表

示

このタスクでは、ロギングイベントバッファ内のアラームを、メッセージコードおよびメッセー

ジグループに応じて表示する方法について説明します。

メッセージグループおよびメッセージコードごとにアラームを表示することは、関連するイベン

トの分離に役立ちます。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer group message-group
2. show logging events buffer message message-code
3. show logging events buffer group message-group message message-code

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）指定したメッセージグループに一致するロギング

イベントを表示します。

show logging events buffer group
message-group

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer group SONET

ステップ 1   

•この例では、メッセージグループSONETを含むすべ
てのイベントが表示されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）指定したメッセージコードに一致するロギング

イベントを表示します。

show logging events buffer message
message-code

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer message ALARM

ステップ 2   

•この例では、メッセージコード ALARMを含むすべ
てのイベントが表示されます。

（任意）指定したメッセージグループおよびメッセージ

コードに一致するロギングイベントを表示します。

show logging events buffer group
message-group message message-code

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer group SONET message ALARM

ステップ 3   

•この例では、メッセージグループSONETおよびメッ
セージコード ALARMを含むすべてのイベントが表
示されます。

最初と最後の範囲に応じたアラームの表示

このタスクでは、ロギングイベントバッファ内の最初と最後のアラームの範囲に応じてアラーム

を表示する方法について説明します。

ロギングイベントバッファ内の最初または最後を始点とした任意の範囲のアラームを表示できま

す。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer first event-count
2. show logging events buffer last event-count
3. show logging events buffer first event-count last event-count
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングイベントバッファ内の最初のイベントから順

にロギングイベントを表示します。

show logging events buffer first
event-count

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
events buffer first 15

ステップ 1   

• event-count引数には、表示するイベントの数を指定します。

•この例では、ロギングイベントバッファの最初の 15個の
イベントが表示されます。

（任意）ロギングイベントバッファ内の最後のイベントから順

にロギングイベントを表示します。

show logging events buffer last event-count

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
events buffer last 20

ステップ 2   

• event-count引数には、表示するイベントの数を指定します。

•この例では、ロギングイベントバッファの最後の 20個の
イベントが表示されます。

（任意）ロギングイベントバッファの最初と最後のイベントを

表示します。

show logging events buffer first
event-count last event-count

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging
events buffer first 20 last 20

ステップ 3   

• event-count引数には、表示するイベントの数を指定します。

•この例では、ロギングイベントバッファの最初の 20個の
イベントと最後の20個のイベントの両方が表示されます。

ロケーションによるアラームの表示

このタスクでは、ロケーションごとにアラームを表示する方法について説明します。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer location node-id
2. show logging events buffer location node-id event-hi-limit event-id event-lo-limit event-id
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）発生イベント IDの範囲を特定のノードに限
定します。

show logging events buffer location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer 0/2/CPU0

ステップ 1   

•ノードの場所は、rack/slot/moduleの形式で指定さ
れます。

（任意）発生イベント IDの範囲を特定のノードに限
定し、表示するイベント IDの上限および下限を指定
することで、範囲を絞り込みます。

show logging events buffer location node-id
event-hi-limit event-id event-lo-limit event-id

例：

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

ステップ 2   

•ノードの場所は、rack/slot/moduleの形式で指定さ
れます。buffer location 0/2/CPU0 event-hi-limit 100

event-lo-limit 1

イベントレコード ID によるアラームの表示
このタスクでは、イベントレコード IDごとにアラームを表示する方法について説明します。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer all-in-buffer
2. show logging events buffer event-hi-limit event-id event-lo-limit event-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングイベントバッファ内のすべての

メッセージを表示します。

show logging events buffer all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer all-in-buffer

ステップ 1   

アラームの重大度の設定によっては、このコ

マンドで大量の出力が作成される場合があり

ます。

注意
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目的コマンドまたはアクション

（任意）表示するイベント IDの上限および下限を指
定することで、範囲を絞り込みます。

show logging events buffer event-hi-limit event-id
event-lo-limit event-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer event-hi-limit 100 event-lo-limit 1

ステップ 2   

ロギング相関バッファのサイズ、メッセージ、ルールの表示

このタスクでは、ロギング相関バッファのサイズ、ロギング相関バッファ内のメッセージ、およ

び相関ルールの表示方法について説明します。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging correlator info
2. show logging correlator buffer all-in-buffer
3. show logging correlator buffer correlationID correlation-id
4. show logging correlator buffer rule-name correlation-rule
5. show logging correlator rule all
6. show logging correlator rule correlation-rule
7. show logging correlator ruleset all
8. show logging correlator ruleset ruleset-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギング相関バッファのサイズ（バイ

ト単位）および相関メッセージが占めている

パーセンテージを表示します。

show logging correlator info

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
info

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギング相関バッファ内のすべての

メッセージを表示します。

show logging correlator buffer all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
buffer all-in-buffer

ステップ 2   

（任意）相関バッファ内の特定の相関 IDに一
致する特定のメッセージを表示します。

show logging correlator buffer correlationID
correlation-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
buffer correlationID 37

ステップ 3   

（任意）相関バッファ内の特定のルールに一致

する特定のメッセージを表示します。

show logging correlator buffer rule-name
correlation-rule

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
buffer rule-name rule7

ステップ 4   

（任意）定義された相関ルールをすべて表示し

ます。

show logging correlator rule all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
rule all

ステップ 5   

（任意）指定された相関ルールを表示します。show logging correlator rule correlation-rule

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
rule rule7

ステップ 6   

（任意）定義された相関ルールセットをすべ

て表示します。

show logging correlator ruleset all

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
ruleset all

ステップ 7   

（任意）指定された相関ルールセットを表示

します。

show logging correlator ruleset ruleset-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator
ruleset ruleset_static

ステップ 8   
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アラームイベントレコードのクリアおよびバイステートアラームの

リセット

このタスクでは、アラームイベントレコードおよびバイステートアラームのクリア方法につい

て説明します。

不要なメッセージおよび古くなったメッセージをクリアして、イベントロギングバッファのサイ

ズを小さくすることで検索を容易にし、より移動しやすくします。

ロギングイベントバッファ内のイベントのクリアに使用できるフィルタリング機能（clear logging
events deleteコマンドを使用）は、ロギングイベントバッファ内のイベントの表示にも使用でき
ます（show logging events bufferコマンドを使用）。

コマンドは任意の順序で入力できます。（注）

手順の概要

1. show logging events buffer all-in-buffer
2. clear logging events delete timestamp-lo-limit hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]
3. clear logging events delete event-hi-limit severity event-lo-limit severity
4. clear logging events delete location node-id
5. clear logging events delete first event-count
6. clear logging events delete last event-count
7. clear logging events delete message message-code
8. clear logging events delete group message-group
9. clear logging events reset all-in-buffer
10. show logging events buffer all-in-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングイベントバッファ内のすべてのメッセー

ジを表示します。

show logging events buffer all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer all-in-buffer

ステップ 1   

（任意）ロギングイベントバッファから、指定した日時

よりも前に発生したロギングイベントを削除します。

clear logging events delete timestamp-lo-limit
hh : mm : ss [ month ] [ day ] [ year ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

• month、day、および yearの各引数を指定していない
場合は、デフォルトで現在の月、日、および年にな

ります。

events delete timestamp-lo-limit 20:00:00
april 01 2004

•この例では、2004年 4月 1日よりも前に発生したす
べてのイベントが削除されます。

（任意）アラームメッセージのロギング用の重大度範囲

内のロギングイベントを削除します。

clear logging events delete event-hi-limit
severity event-lo-limit severity

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging

ステップ 3   

•この例では、重大度が警告、通知、情報のイベント
がすべて削除されます。

events delete event-hi-limit warnings
event-lo-limit informational

（任意）ロギングイベントバッファから、特定のノード

上で発生したロギングイベントを削除します。

clear logging events delete location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events delete location 0/2/CPU0

ステップ 4   

•ノードの場所は、rack/slot/moduleの形式で指定され
ます。

（任意）ロギングイベントバッファ内の最初のイベント

から順にロギングイベントを削除します。

clear logging events delete first event-count

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events delete first 10

ステップ 5   

•この例では、ロギングイベントバッファの最初の10
個のイベントがクリアされます。

（任意）ロギングイベントバッファ内の最後のイベント

から順にロギングイベントを削除します。

clear logging events delete last event-count

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events delete last 20

ステップ 6   

•この例では、ロギングイベントバッファの最後の20
個のイベントがクリアされます。

（任意）指定したメッセージコードを含むロギングイベ

ントを削除します。

clear logging events delete message
message-code

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events delete message sys

ステップ 7   

•この例では、メッセージコードSYSが含まれるすべ
てのイベントがロギングイベントバッファから削除

されます。

（任意）指定したメッセージグループを含むロギングイ

ベントを削除します。

clear logging events delete group
message-group

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events delete group config_i

ステップ 8   

•この例では、メッセージグループ CONFIG_Iが含ま
れるすべてのイベントがロギングイベントバッファ

から削除されます。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ロギングイベントバッファから、SETステート
のバイステートアラームがすべて削除されます。

clear logging events reset all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear logging
events reset all-in-buffer

ステップ 9   

（任意）ロギングイベントバッファ内のすべてのメッセー

ジを表示します。

show logging events buffer all-in-buffer

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events
buffer all-in-buffer

ステップ 10   

SNMP 相関バッファサイズの定義
このタスクでは、SNMPトラップの相関バッファサイズを定義する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. snmp-server correlator buffer-size bytes
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• 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   

SNMP相関トラップを保存できるバッファサイズを定義します。デ
フォルトのサイズは64KBです。相関バッファは手動でクリアできま

snmp-server correlator buffer-size
bytes

例：

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

ステップ 2   

す。手動でクリアしない場合はバッファは自動的に一巡し、新しい相

関を収容できるように一番古い相関から破棄されます。

snmp-server correlator
buffer-size 600
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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

ます。

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、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。

SNMP ルールセットの定義
このタスクでは、複数のルールを1つのグループにグループ化できるルールセットを定義します。
指定したグループをホストのセットまたはすべてのホストに適用できます。

手順の概要

1. configure
2. snmp-server correlator ruleset name rulename name
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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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   

複数のルールを 1つのグループにグループ化し、そのグループを
ホストのセットに適用できるルールセットを指定します。

snmp-server correlator ruleset name
rulename name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

snmp-server correlator ruleset rule1
rulename rule2
host ipv4 address 1.2.3.4
host ipv4 address 2.3.4.5 port 182

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ま

す。

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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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SNMP 相関ルールの設定
このタスクでは、SNMP相関ルールの設定方法について説明します。

SNMPトラップ相関ルールを設定する目的は、相関ルールまたは非相関ルールを定義して、特定
のトラップ宛先に適用することです。

手順の概要

1. configure
2. snmp-server correlator rule rule_name { nonrootcause trap trap_oid varbind vbind_OID { index |

value } regex line | rootcause trap trap_oid varbind vbind_OID { index | value } regex line | timeout
}

3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• 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   

SNMP相関ルールを設定します。根本原因トラップ OID数値または
非根本原因トラップ一致定義を指定できます。

snmp-server correlator rule rule_name
{ nonrootcause trap trap_oid varbind
vbind_OID { index | value } regex line |

ステッ

プ 2   

•非根本原因トラップOID数値および（任意で）非根本原因トラッ
プに固有の1つ以上の変数バインド数値を指定します。この非根

rootcause trap trap_oid varbind
vbind_OID { index | value } regex line |
timeout } 本原因トラップは、このルールに対して有効な非根本原因を検出

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
snmp-server correlator rule test

するためにすべて照会される必要があります。POSIXregexpは、
vbindインデックスまたは値が一致する必要のある正規表現を指
定します。

rootcause A
•根本原因トラップ OID数値および（任意で）根本原因トラップ
に固有の1つ以上の変数バインド数値を指定します。この根本原

varbind A1 value regex RA1
varbind A2 index regex RA2

timeout 5000

因トラップは、このルールに対して有効な根本原因を検出するたnonrootcause
trap B

めにすべて照会される必要があります。 POSIX regexpは、vbindvarbind B1 index regex RB1
varbind B2 value regex RB2 インデックスまたは値が一致する必要のある正規表現を指定しま

す。
trap C
varbind C1 value regex RC1
varbind C2 value regex RC2
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目的コマンドまたはアクション

この指定されたルールで根本原因または非根本原因を最初

に受信した後に相関を検出するタイムアウトを指定できま

す。範囲は 1～ 600000ミリ秒です。

（注）

トラップのすべてのOID値および変数バインドは検証され、
IOSXRでサポートされている有効なOIDと一致しない場合
は拒否されます。

（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ま

す。

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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、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。

SNMP 相関ルールの適用
このタスクの目的は、SNMPトラップ相関ルールを特定のトラップ宛先に適用することです。
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手順の概要

1. configure
2. snmp-server correlator apply rule rule-name [ all-hosts | host ipv4 address address [ port ]
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• 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   

SNMPトラップ相関ルールを特定のトラップ宛先に適用します。
宛先がすべてのトラップホストであるトラップにルールを適用す

snmp-server correlator apply rule
rule-name [ all-hosts | host ipv4 address
address [ port ]

ステップ 2   

るか、または個別の IPアドレスおよびオプションのポートを指定
することで特定のサブセットにルールを適用できます。

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
snmp-server correlator apply rule
ifupdown

host ipv4 address 1.2.3.4
host ipv4 address 2.3.4.5 port

182

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ま

す。

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

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

SNMP 相関ルールセットの適用
このタスクの目的は、複数の SNMPトラップ相関ルールをグループとして特定のトラップ宛先に
適用することです。

手順の概要

1. configure
2. snmp-server correlator apply ruleset ruleset-name [ all-hosts | host ipv4 address address [ port ]
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• 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   

SNMPトラップ相関ルールセットを特定のトラップ宛先に適用しま
す。宛先がすべてのトラップホストであるトラップに複数のSNMP

snmp-server correlator apply ruleset
ruleset-name [ all-hosts | host ipv4
address address [ port ]

ステップ 2   

トラップ相関ルールセットを適用するか、または個別の IPアドレ

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router#
snmp-server correlator apply

スおよびオプションのポートを指定することで特定のサブセットに

複数の SNMPトラップ相関ルールセットを適用できます。

ruleset ruleset_1
host ipv4 address 1.2.3.4
host ipv4 address 2.3.4.5 port

182

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ま

す。

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• 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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

非同期 Syslog 通信
非同期Syslog通信機能では、増分レートでログメッセージを送信することにより、各ノード（LC、
RP）でテストするメッセージを適切に順序付け、各ノード（LC、RP）上の複数のクライアント
から生成されるメッセージをドロップせず、パフォーマンス、スケーラビリティ、および遅延を

確認することができます。

この機能により次のことが可能になります。

• MC min 4+1でテストするメッセージの正しい順序付け。

• MC min 4+1の複数のクライアントから生成されるメッセージの非ドロップ。

• Syslogd_helperメッセージ処理キャパシティ。テストクライアント（ロガー）を使用して、
大量の Syslogメッセージでフラッディングし、Syslogメッセージが失われないかどうかを確
認します（新規設計による指定のレート）。

•各ノードからの 1200または 1500メッセージ/秒。LCおよび RCでの restart restart/crash
syslogd_helper、RPでの correlatordおよび syslogd。
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•ルーティングプロトコル OSPFの設定。サブインターフェイスを使用して 5kネイバーを設
定します。インターフェイスフラッピングを実行してログメッセージを生成し、syslogd_helper
パフォーマンスを確認します。

•少数の重いプロセスのデバッグをイネーブルにします。sysdb/GSP

アラーム管理およびロギング相関の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

表示されるイベント数を削減するためのアラームフィルタリング用重

大度の増加およびアラームバッファサイズと容量しきい値の変更：

例

次の設定例は、容量しきい値を 90パーセントに設定して、ロギングイベントバッファをデフォ
ルトから 10,000バイトに縮小し、重大度をエラーに増加する方法を示します。

!
logging events threshold 90
logging events buffer-size 10000
logging events level errors
!

重大度をエラーに増やすと、重大度がエラー以上のアラームのみが表示されるようになるため、

ロギングイベントバッファに表示されるアラームの数が減ります。容量しきい値を 90パーセン
トに増やすと、しきい値超過イベントとラップアラウンドイベント間の間隔が短くなります。そ

のため、ロギングイベントバッファの容量が 90パーセントに到達するまで、ロギングイベント
バッファからしきい値超過アラームは生成されません。ロギングイベントバッファのサイズを

10,000バイトに縮小すると、ロギングイベントバッファに表示されるアラームの数が減り、コン
ポーネントのメモリ要件が小さくなります。

ノードステータスメッセージを永続的に抑制するための非ステート

フル相関ルールの設定：例

次に、ノードステータスメッセージを永続的に抑制するように非ステートフル相関ルールを設定

する方法の例を示します。

logging correlator rule node_status type nonstateful

timeout 4000

rootcause PLATFORM INVMGR NODE_STATE_CHANGE

nonrootcause

alarm PLATFORM SYSLDR LC_ENABLED
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alarm PLATFORM ALPHA_DISPLAY CHANGE

!

!

logging correlator apply rule node_status

all-of-router

!

この例では、カードのブート後に syslogプロセスに同時に転送されるものとして 3つの類似する
メッセージが特定されます。

PLATFORM-INVMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : Node: 0/1/CPU0, state: IOS XR RUN

PLATFORM-SYSLDR-5-LC_ENABLED : LC in slot 1 is now running IOX

PLATFORM-ALPHA_DISPLAY-6-CHANGE : Alpha display on node 0/1/CPU0 changed to IOX RUN in
state default

これらのメッセージは類似しています。ログに 1つのメッセージのみが表示されるようにするに
は、これらのメッセージのいずれか1つを根本原因メッセージとして（ログに表示されるように）
指定し、その他のメッセージは非根本原因メッセージと見なされるようにします。

通常、根本原因メッセージは一番最初に着信したメッセージですが、これは要件ではありません。

logging correlator rule node_status type nonstateful

timeout 4000

rootcause PLATFORM INVMGR NODE_STATE_CHANGE

nonrootcause

alarm PLATFORM SYSLDR LC_ENABLED

alarm PLATFORM ALPHA_DISPLAY CHANGE

!

!

この例では、PLATFORM INVMGR NODE_STATE_CHANGEアラーム（根本原因メッセージ）を
PLATFORM SYSLDR LC_ENABLEDアラームおよび PLATFORM ALPHA_DISPLAY CHANGEア
ラームと相関するように node_statusという名前の相関ルールを設定します。 UPDOWN相関ルー
ルは、ルータ全体に適用されます。

logging correlator apply rule node_status

all-of-router

!

カードのブート後に、次のメッセージが送信されます。

PLATFORM-INVMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : Node: 0/1/CPU0, state: IOS XR RUN

PLATFORM-SYSLDR-5-LC_ENABLED : LC in slot 1 is now running IOX

PLATFORM-ALPHA_DISPLAY-6-CHANGE : Alpha display on node 0/1/CPU0 changed to IOX RUN in
state default
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コリレータは、PLATFORM-INVMGR-6-NODE_STATE_CHANGEメッセージを syslogプロセスに
転送し、残りの 2つのメッセージはロギングコリレータバッファに保持されます。

この例では、show logging events buffer all-in-bufferコマンドの show出力例には、node_status相関
ルールの 4秒間の期限が切れた後、ロギングイベントバッファに保存されたアラームが表示され
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events buffer all-in-buffer

#ID :C_id:Source :Time :%CATEGORY-GROUP-SEVERITY-MESSAGECODE: Text

#76 :12 :RP/0/0/CPU0:Aug 2 22:32:43 : invmgr[194]:

%PLATFORM-INVMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : Node: 0/1/CPU0, state: IOS XR RUN

show logging correlator buffer相関 IDコマンドは、1分間の間隔が経過した後、次の出力を作成し
ます。出力には、ロギング相関バッファ内の相関 ID 12が割り当てられたアラームが表示されま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator buffer correlationID 46

#C_id.id:Rule Name:Source :Time : Text

#12.1 :nodestatus:RP/0/0/CPU0:Aug 2 22:32:43 : invmgr[194]:
%PLATFORM-INVMGR-6-NODE_STATE_CHANGE : Node: 0/1/CPU0, state: IOS XR RUN
#12.2 :nodestatus:RP/0/0/CPU0:Aug 2 22:32:43 : sysldr[336]: %PLATFORM-SYSLDR-5-LC_ENABLED
: LC in slot 1 is now running IOX
#12.3 :nodestatus:RP/0/0/CPU0:Aug 2 22:32:44 : alphadisplay[102]:
%PLATFORM-ALPHA_DISPLAY-6-CHANGE : Alpha display on node 0/1/CPU0 changed to IOX RUN in
state default

このルールは非ステートフルとして定義されたため、これらのメッセージは無期限でバッファ内

に保持されます。

LINK UPDOWN アラームおよび SONET ALARM アラーム用ステートフル
相関ルールの設定：例

次に、LINK UPDOWNメッセージおよび SONET ALARMメッセージ用の相関ルールを設定する
方法の例を示します。

!
logging correlator rule updown type stateful

timeout 10000

rootcause PKT_INFRA LINK UPDOWN

nonrootcause

alarm L2 SONET ALARM

!

!

logging correlator apply rule updown

all-of-router
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!

この例では、2つのルータが接続されているとします。コリレータが根本原因メッセージを受信
すると、コリレータはそのメッセージを syslogプロセスに直接送信します。ルールに一致する後
続のPKT_INFRA-LINK-UPDOWNメッセージまたはL2-SONET-ALARMメッセージはリーフメッ
セージと見なされ、ロギングコリレータバッファに保存されます。何らかの理由で、リーフメッ

セージ（この例の L2-SONET-ALARMアラームなど）を最初に受信した場合、コリレータはその
メッセージをロギングイベントバッファへただちには送信せず、タイムアウト間隔が経過するま

で待機します。タイムアウト後、ルートメッセージが受信されなかった場合は、ロギングコリ

レータバッファ内のタイムアウト間隔中に受信したすべてのメッセージが syslogプロセスに転送
されます。

この例では、updownという名前の相関ルールが、PKT_INFRA-LINK-UPDOWNアラーム（ルート
メッセージ）と L2-SONET-ALARMアラーム（PKT_INFRA-LINK-UPDOWNアラームに関連付け
られたリーフメッセージ）を相関するように設定されています。

logging correlator rule updown type stateful

timeout 10000

rootcause PKT_INFRA LINK UPDOWN

nonrootcause

alarm L2 SONET ALARM

In this example, the updown correlation rule is applied to the entire router:

logging correlator apply rule updown

all-of-router

次に、show logging events buffer all-in-bufferコマンドの出力例を示します。この出力例では、設
定されている updown相関ルールの 1分間の期限が切れた後にロギングイベントバッファに保存
されたアラームが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging events buffer all-in-buffer

#ID :C_id:Source :Time :%CATEGORY-GROUP-SEVERITY-MESSAGECODE: Text

#144 :46 :LC/0/7/CPU0:Jan 30 16:35:39 2004:ifmgr[130]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface POS0/7/0/0, changed state to Down

タイムアウト間隔中の最初の LINK UPDOWNルートメッセージのみが syslogプロセスに転送
されます。

（注）

次に、1分間の間隔が経過した後に作成された show logging correlator buffer correlationIDコマン
ドの出力例を示します。出力には、ロギング相関バッファ内の相関 ID46が割り当てられたアラー
ムが表示されます。この例では、タイムアウト間隔中に生成された、相関 ID 46が割り当てられ
た PKT_INFRA-LINK-UPDOWN根本原因メッセージと、L2-SONET-ALARMリーフメッセージが
表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator buffer correlationID 46
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#C_id.id:Rule Name:Source :Time : Text

#46.1 :updown :LC/0/7/CPU0:Jan 30 16:35:39 2004:ifmgr[130]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface POS0/7/0/0, changed state to Down

#46.2 :updown :LC/0/7/CPU0:Jan 30 16:35:41 2004:DI_Partner[50]: %L2-SONET-4-ALARM :

SONET0_7_0_0: SLOS

タイムアウト間隔中に生成された後続の PKT_INFRA-LINK-UPDOWNリーフメッセージおよ
び L2-SONET-ALARMリーフメッセージは、リーフメッセージであるため、ロギングコリ
レータバッファに残ります。

（注）

次に、show logging correlator buffer correlationIDコマンドの出力例を示します。出力には、相関
ID 46、47（PKT_INFRA-LINK-UPDOWN根本原因メッセージおよびL2-SONET-ALARM根本原因
メッセージに関連付けられた相関 ID）が割り当てられたアラームが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show logging correlator buffer correlationID 46

NO records matching query found

その他の関連資料
次の項では、Cisco ASR 9000シリーズルータでのアラームログおよびロギング相関の実装とモ
ニタリングに関連する参考資料を示します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『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 System Monitoring Command Reference』
の「Logging Services Commands」モジュール

ロギングサービスコマンド

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Monitoring Command Reference』
の「Implementing Logging Services」モジュール

オンボード障害ロギング（OBFL）設定タスク
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Monitoring Command Reference』
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 IOS XR XML API Guide』Cisco IOS XRソフトウェアの XML API参考資
料

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Getting Started Guide』

Cisco IOS XRソフトウェアのスタートアップ参
考資料

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の
「Configuring AAA Services」の章

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。

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。
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
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などの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

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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