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敵対イベント　　2-15, 2-94, 2-95, 2-101

欺かれたファイアウォール　　2-15

テスト

インターフェイス　　2-7

ロギング出力　　1-14

デバイス ID

メッセージに含める　　1-12

デバイス パススルー

disabled　　2-144

イネーブル化　　2-143

電源障害、フェールオーバー　　2-3

電子メール アドレスの置き換えられた無効な文字　　
2-19

と

特定のメッセージの再イネーブル化　　1-21

特権レベル、変更された　　2-125

トンネル、PPTP　　2-57

な

内部バッファ　　1-8

現行内容のフラッシュへの保存　　1-9

内容の消去　　1-8

バッファ ラップ

FTP サーバへの送信　　1-9

フラッシュに保存　　1-9

バッファ ラップに使用するフラッシュ量の指定　
　1-9

に

認可

コマンド　　2-138

ユーザ　　2-138

ユーザ拒否　　2-21

認証

応答　　2-132

検出されない　　2-20

失敗　　2-20

要求　　2-132

要求の成功　　2-20

認証サーバが見つからない　　2-20

認証セッションの終了　　2-21

は

排除　　2-94

パケット

一致する発信 NAT 規則なし　　2-68

拒否された　　2-12, 2-13, 2-14, 2-16

整合性チェック　　2-13

バックアップ サーバ リスト

エラー　　2-142

ダウンロード　　2-141

バッファ、内部

出力先　　1-8

内容の消去　　1-8

バッファ ラップ

保存先　　1-2

バッファ ラップ

FTP サーバへの送信　　1-2, 1-8, 1-9

フラッシュに保存　　1-2, 1-9

ロギング バッファの設定　　1-8

バッファ ラップの保存先　　1-2

ひ

非対称ルーティング　　2-15

ふ

フェールオーバー

LAN インターフェイスのダウン　　2-8

show failover コマンド　　2-271

VPN フェールオーバー

CTCP フロー処理のエラー　　2-268

SDI ノード シークレット ファイルの同期に失
敗した　　2-272

アクティブ装置からのメッセージの受信に失敗
した　　2-271

状態アップデート メッセージの失敗　　2-269

初期化の失敗　　2-260

スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損し
たメッセージを受信した　　2-269

タイマー エラー　　2-263

チャンクの割り当ての失敗　　2-261

ディセーブルになっているクライアント　　
2-262
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登録の失敗　　2-261

トラストポイントが見つからない　　2-265

トラストポイント証明書の失敗　　2-263

バージョン コントロール ブロックの失敗　　
2-262

バッファ エラー　　2-264

ブロックされていないメッセージが送信されな
い　　2-265

メッセージ キューに追加できない　　2-268

メモリ割り当てのエラー　　2-262

相手装置が異なるシャーシを持つ　　2-11

相手装置がディセーブルの可能性　　2-10

相手装置との通信障害　　2-6

相手装置との動作モードのミスマッチ　　2-11

相手装置とのライセンスのミスマッチ　　2-11

相手装置に互換性のないソフトウェア　　2-10

相手装置のカード コンフィギュレーションのミス
マッチ　　2-11

インターフェイス リンクのダウン　　2-10

継続するフェールオーバー　　2-9

ケーブル ステータス　　2-2

ケーブルが接続されていない　　2-2

ケーブル通信失敗　　2-7

コンフィギュレーションの複製　　2-8

コンフィギュレーションの複製に失敗　　2-155

障害ネットワーク インターフェイス　　2-4

スタンバイ装置が同期化できない　　2-8

ステートフル エラー　　2-52

ステートフル フェールオーバー　　2-53, 2-54, 2-55

電源障害　　2-3

廃棄されたフェールオーバー コマンド　　2-9

ピア LAN リンクのダウン　　2-9

ピアの障害　　2-4

フェールオーバー アクティブ コマンド　　2-266

複製が中断　　2-9

プライマリ装置の障害　　2-5

不良ケーブル　　2-2

ブロック割り当て失敗　　2-7

リンク ステータス アップまたはダウン　　2-6

フェールオーバー コマンド　　2-5, 2-9

active オプション　　2-4, 2-266

フェールオーバー メッセージ　　2-2, 2-3, 2-5, 2-7, 
2-154, 2-155

不足したメモリ　　2-50, 2-105

エラーの発生　　2-50, 2-104

ブリッジ テーブル

いっぱい　　2-113

ブロードキャスト、無効な送信元アドレス　　2-14

へ

変換グループが見つからない　　2-68

変数

メッセージ　　1-22, 1-23

リスト　　1-23

ほ

ホスト移動　　2-112

ホスト制限　　2-107

む

無効な送信元アドレス　　2-14

め

メッセージ

FTP　　2-65?2-67

Mail Guard　　2-19

SNMP　　2-55

SSH　　2-74

アラート ログ　　2-18

概要　　1-22

クラス　　1-10

クラスのリスト　　1-11

グループで管理　　1-10

重大度ごと　　1-10

メッセージ クラスごと　　1-11

メッセージ リストの作成　　1-10

ロギング クラスごと　　1-10

グループで設定

重大度ごと　　1-2

メッセージ クラスごと　　1-2

メッセージ リストごとに　　1-2

形式　　1-22

コンポーネントの説明　　1-22

重大度　　1-22

概要　　1-2

メッセージの重大度の変更　　1-2

リスト　　1-22

重大度の変更　　1-4
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出力先　　1-2, 1-15

ASDM　　1-7

syslog メッセージ サーバ　　1-2, 1-6

Telnet または SSH セッション　　1-2

コンソール　　1-2

内部バッファ　　1-2

使用される変数　　1-22, 1-23

ステートフル フェールオーバー　　2-53, 2-54, 2-55

接続関連　　2-13, 2-48, 2-60

内容および形式　　1-12

内容の変更

タイムスタンプを含める　　1-12

デバイス ID を含める　　1-12

リストの作成　　1-10

重大度ごと　　1-10

メッセージ ID ごとに　　1-10

メッセージ クラスごと　　1-10

ロギングのイネーブル化　　1-3

ロギングのディセーブル化　　1-2

ログの記録項目の指定　　1-2

メッセージ クラス

概要　　1-10

リスト　　1-11

メッセージ ブロック割り当て失敗　　2-7

メッセージの形式　　1-22

メッセージの再イネーブル化　　1-21

メッセージの重大度　　1-2

リスト　　1-22

メッセージの重大度の変更　　1-4

メッセージのディセーブル化

すべてのロギング　　1-3, 1-21

特定のメッセージ ID　　1-4, 1-21

メモリ

破損　　2-145

不足　　2-75

不足した　　2-50, 2-105

ブロックの枯渇　　2-7

リーク　　2-76

メモリ不足　　2-75

失敗した動作　　2-75

も

モジュール管理　　2-27

ゆ

ユーザ認証

disabled　　2-143

イネーブル化　　2-143

エラー　　2-23

ユーザの Auth 開始　　2-19

ユーザ名

削除　　2-125

作成　　2-125

よ

要求の廃棄　　2-157

り

リモート管理　　1-26

ASDM　　1-2, 1-26

Telnet および SSH　　1-2

Telnet コンソール セッション　　1-26

Telnet または SSH セッションを介して　　1-2

Web ブラウザにログをダウンロード　　1-2

リモートでのログの監視

ASDM　　1-2

Telnet および SSH　　1-2

Web ブラウザにダウンロード　　1-2

リモートでのログの管理

Telnet または SSH セッションを介して　　1-2

リンク ステータス「アップ」または「ダウン」　　2-6

リンクステート アドバタイズメント

「LSA」を参照

る

ルータ ID の割り当ての失敗　　2-110

ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス　
　2-14

ろ

ロード バランシング クラスタ

切断　　2-142

リダイレクト　　2-142

ロギング バッファ　　1-8, 1-9

設定　　1-8
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バッファ ラップ　　1-8

ロギングのイネーブル化　　1-3, 1-13

ログ バッファ ラップ

FTP サーバへの送信　　1-2

フラッシュに保存　　1-2

ログ、表示　　1-3

ログアウトされたユーザ　　2-139

ログの出力先

ASDM　　1-2

SNMP 管理ステーション　　1-7

syslog メッセージ サーバ　　1-2, 1-6

Telnet または SSH セッション　　1-2, 1-7

コンソール　　1-2

指定　　1-15

電子メール アドレス　　1-2, 1-6

内部バッファ　　1-2, 1-5

内部バッファ ロギング

出力先

内部バッファ　　1-2

ログの表示

コンフィギュレーション　　1-3

出力先　　1-2, 1-5


