
システムメッセージロギングの設定

この章では、Cisco NX-OSデバイス上でシステムメッセージロギングを設定する方法について
説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• システムメッセージロギングについて, 1 ページ

• システムメッセージロギングのライセンス要件, 3 ページ

• システムメッセージロギングの注意事項および制約事項, 3 ページ

• システムメッセージロギングのデフォルト設定, 3 ページ

• システムメッセージロギングの設定, 4 ページ

• システムメッセージロギングの設定確認, 16 ページ

• システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例, 17 ページ

• その他の参考資料, 18 ページ

システムメッセージロギングについて
システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセー

ジの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログファイル、およびリモートシステ

ム上の Syslogサーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージロギングは RFC 3164に準拠しています。システムメッセージのフォーマッ
トおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『Cisco NX-OS System Messages
Reference』を参照してください。

デフォルトでは、デバイスはターミナルセッションにメッセージを出力し、ログファイルにシス

テムメッセージをログします。

次の表に、システムメッセージで使用されている重大度を示します。重大度を設定する場合、シ

ステムはそのレベル以下のメッセージを出力します。
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表 1：システムメッセージの重大度

説明レベル

システムが使用不可0：緊急

即時処理が必要1：アラート

クリティカル状態2：クリティカル

エラー状態3：エラー

警告状態4：警告

正常だが注意を要する状態5：通知

単なる情報メッセージ6：情報

デバッグ実行時にのみ表示7：デバッグ

デバイスは重大度 0、1、または 2のメッセージのうち、最新の 100メッセージをNVRAMログに
記録します。NVRAMへのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティと重大度に基づいて記録するシステムメッセージを設定でき

ます。

Syslog サーバ
syslogサーバは、syslogプロトコルに基づいてシステムメッセージを記録するリモートシステム
上で動作します。IPv4または IPv6の Syslogサーバを最大 8つ設定できます。

ファブリック内のすべてのスイッチで syslogサーバの同じ設定をサポートするために、CiscoFabric
Services（CFS）を使用して syslogサーバ設定を配布できます。

最初のデバイス初期化時に、メッセージが syslogサーバに送信されるのは、ネットワークの初
期化後です。

（注）
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システムメッセージロギングのライセンス要件

ライセンス要件製品

システムメッセージロギングにライセンスは

不要です。ライセンスパッケージに含まれてい

ない機能は nx-osイメージにバンドルされてお
り、無料で提供されます。NX-OSライセンス方
式の詳細については、『Cisco NX-OS Licensing
Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS

システムメッセージロギングの注意事項および制約事項
システムメッセージロギングには次の設定上の注意事項と制約事項があります。

•システムメッセージは、デフォルトでコンソールおよびログファイルに記録されます。

• syslogサーバが到達可能になる前に出力されたシステムメッセージ（スーパーバイザのアク
ティブまたはオンラインメッセージなど）は、syslogサーバに送信できません。

システムメッセージロギングのデフォルト設定
次の表に、システムメッセージロギングパラメータのデフォルト設定を示します。

表 2：デフォルトのシステムメッセージロギングパラメータ

デフォルトパラメータ（Parameters）

重大度 2でイネーブルコンソールロギング

重大度 5でイネーブルモニタロギング

重大度 5のメッセージロギングがイネーブルログファイルロギング

重大度 5でイネーブルモジュールロギング

イネーブルファシリティロギング

Secondsタイムスタンプ単位

ディセーブルSyslogサーバロギング
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デフォルトパラメータ（Parameters）

ディセーブルSyslogサーバ設定の配布

システムメッセージロギングの設定

この機能の Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSのコマンドとは異なる場合があるので注意し
てください。

（注）

ターミナルセッションへのシステムメッセージロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSHセッションにメッセージを記録するように
デバイスを設定できます。

デフォルトでは、ターミナルセッションでロギングはイネーブルです。

コンソールのボーレートが 9600ボー（デフォルト）の場合、現在のCritical（デフォルト）ロ
ギングレベルが維持されます。コンソールロギングレベルを変更しようとすると、必ずエ

ラーメッセージが生成されます。ロギングレベルを上げる（Criticalよりも上に）には、コン
ソールのボーレートを 38400ボーに変更する必要があります。

（注）

手順の概要

1. terminal monitor
2. configure terminal
3. [no] logging console [severity-level]
4. （任意） show logging console
5. [no] logging monitor [severity-level]
6. （任意） show logging monitor
7. [no] logging message interface type ethernet description
8. （任意） copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

デバイスがコンソールにメッセージを記録できるようにします。terminal monitor

例：
switch# terminal monitor

ステップ 1   

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 2   

指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをコンソー

ルセッションに記録するように、デバイスを設定します。小さい

値は、より高い重大度を示します。重大度は 0～ 7の範囲です。

[no] logging console [severity-level]

例：
switch(config)# logging console
3

ステップ 3   

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

重大度が指定されていない場合、デフォルトの2が使用されます。
noオプションは、メッセージをコンソールにログするデバイスの
機能をディセーブルにします。

（任意）

コンソールロギング設定を表示します。

show logging console

例：
switch(config)# show logging
console

ステップ 4   

デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセー

ジをモニタに記録できるようにします。小さい値は、より高い重

大度を示します。重大度は 0～ 7の範囲です。

[no] logging monitor [severity-level]

例：
switch(config)# logging monitor
3

ステップ 5   

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル
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目的コマンドまたはアクション

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

設定は Telnetおよび SSHセッションに適用されます。

重大度が指定されていない場合、デフォルトの2が使用されます。
noオプションは、メッセージを Telnetおよび SSHセッションに
ログするデバイスの機能をディセーブルにします。

（任意）

モニタロギング設定を表示します。

show logging monitor

例：
switch(config)# show logging
monitor

ステップ 6   

システムメッセージログ内で、物理的なイーサネットインター

フェイスおよびサブインターフェイスに対して説明を追加できる

[no] logging message interface type
ethernet description

例：
switch(config)# logging message
interface type ethernet
description

ステップ 7   

ようにします。この説明は、インターフェイスで設定された説明

と同じものです。

noオプションは、物理イーサネットインターフェイスのシステ
ムメッセージログ内のインターフェイス説明の印刷をディセーブ

ルにします。

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy
running-config startup-config

ステップ 8   

Syslog メッセージの Origin ID の設定
リモートの syslogサーバに送信される syslogメッセージに、ホスト名、IPアドレス、またはテキ
スト文字列を付けるように Cisco NX-OSを設定できます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. logging origin-id {hostname | ipip-address | stringtext-string}
3. （任意） show logging origin-id
4. （任意） copy running-config startup-config

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

リモートの syslogサーバに送信される syslogメッセー
ジに追加する、ホスト名、IPアドレス、またはテキス
ト文字列を指定します。

logging origin-id {hostname | ipip-address |
stringtext-string}

例：
switch(config)# logging origin-id string
n9k-switch-abc

ステップ 2   

（任意）

リモートの syslogサーバに送信される syslogメッセー
ジに追加するよう設定された、ホスト名、IPアドレ
ス、またはテキスト文字列が表示されます。

show logging origin-id

例：
switch(config)# show logging origin-id
Logging origin_id : enabled (string:
n9k-switch-abc)

ステップ 3   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコン

フィギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 4   

ファイルへのシステムメッセージの記録

システムメッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、シ

ステムメッセージはファイル log:messagesに記録されます。
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手順の概要

1. configure terminal
2. [no] logging logfilelogfile-name severity-level [sizebytes]
3. logging event {link-status | trunk-status} {enable | default}
4. （任意） show logging info
5. （任意） copy running-config startup-config

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

システムメッセージを保存するのに使用するログファイルの名

前と、記録する最小重大度を設定します。小さい値は、より高い

重大度を示します。重大度は 0～ 7の範囲です。

[no] logging logfilelogfile-name
severity-level [sizebytes]

例：
switch(config)# logging logfile
my_log 6

ステップ 2   

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

任意で最大ファイルサイズを指定できます。

デフォルトの重大度は 5です。ファイルサイズは 10485760で
す。ファイルサイズは 4096～ 4194304バイトです。

インターフェイスイベントをロギングします。logging event {link-status |
trunk-status} {enable | default}

ステップ 3   

• link-status：すべてのUP/DOWNメッセージおよびCHANGE
メッセージをログに記録します。例：

switch# logging event link-status
default
switch(config)#

• trunk-status：すべての TRUNKステータスメッセージをロ
グに記録します。
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目的コマンドまたはアクション

• enable：ポートレベルのコンフィギュレーションを上書き
してロギングをイネーブルにするよう、指定します。

• default：ロギングが明示的に設定されてないインターフェ
イスで、デフォルトのロギング設定を使用するよう、指定

します。

（任意）

ロギング設定を表示します。

show logging info

例：
switch(config)# show logging info

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュ

レーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

モジュールおよびファシリティメッセージのロギングの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの

単位を設定できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] logging module [severity-level]
3. （任意） show logging module
4. [no] logging levelfacility severity-level
5. （任意） show logging level [facility]
6. （任意） [no] logging levelethpm
7. [no] logging timestamp {microseconds |milliseconds | seconds}
8. （任意） show logging timestamp
9. （任意） copy running-config startup-config
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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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステッ

プ 1   

指定された重大度またはそれ

以上の重大度であるモジュー

[no] logging module [severity-level]

例：
switch(config)# logging module 3

ステッ

プ 2   
ルログメッセージをイネー

ブルにします。重大度は 0～
7の範囲です。

• 0：緊急

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

重大度が指定されていない場

合、デフォルトの 5が使用さ
れます。noオプションを使用
すると、モジュールログメッ

セージがディセーブルになり

ます。

（任意）

モジュールロギング設定を表

示します。

show logging module

例：
switch(config)# show logging module

ステッ

プ 3   

指定された重大度またはそれ

以上の重大度である指定の

[no] logging levelfacility severity-level

例：
switch(config)# logging level aaa 2

ステッ

プ 4   
ファシリティからのロギング

メッセージをイネーブルにし

ます。重大度は 0～ 7の範囲
です。

• 0：緊急

   Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイドリリース 7.x
10

システムメッセージロギングの設定

モジュールおよびファシリティメッセージのロギングの設定



目的コマンドまたはアクション

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

同じ重大度をすべてのファシ

リティに適用するには、all
ファシリティを使用します。

デフォルト値については、

show logging levelコマンドを
参照してください。

noオプションを使用すると、
指定されたファシリティのロ

ギング重大度がデフォルトの

レベルにリセットされます。

ファシリティおよび重大度を

指定しなかった場合、すべて

のファシリティがそれぞれの

デフォルト重大度にリセット

されます。

（任意）

ファシリティごとに、ロギン

グレベル設定およびシステム

show logging level [facility]

例：
switch(config)# show logging level aaa

ステッ

プ 5   

のデフォルトレベルを表示し

ます。ファシリティを指定し

なかった場合は、すべての

ファシリティのレベルが表示

されます。

（任意）

イーサネットポートマネー

ジャの link-up/link-down syslog

[no] logging levelethpm

例：

switch(config)# logging level ethpm ?

ステッ

プ 6   

メッセージのロギングをレベ

ル 3で有効にします。<0-7>
0-emerg;1-alert;2-crit;3-err;4-warn;5-notif;6-inform;7-debug

no形式を使用すると、イーサ
ネットポートマネージャのlink-down Configure logging level for link down syslog
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目的コマンドまたはアクション

messages
link-up Configure logging level for link up syslog

syslogメッセージにデフォル
トのロギングレベルが使用さ

れます。
messages

switch(config)#logging level ethpm link-down ?
error ERRORS
notif NOTICE

(config)# logging level ethpm link-down error ?

<CR>
(config)# logging level ethpm link-down notif ?
<CR>
switch(config)#logging level ethpm link-up ?
error ERRORS
notif NOTICE

(config)# logging level ethpm link-up error ?

<CR>
(config)# logging level ethpm link-up notif ?
<CR>

ロギングタイムスタンプ単位

を設定します。デフォルトで

は、単位は秒です。

[no] logging timestamp {microseconds |milliseconds | seconds}

例：
switch(config)# logging timestamp milliseconds

ステッ

プ 7   

このコマンドは、ス

イッチ内で保持され

ているログに適用さ

れます。また、外部

のロギングサーバ

には適用されませ

ん。

（注）

（任意）

設定されたロギングタイムス

タンプ単位を表示します。

show logging timestamp

例：
switch(config)# show logging timestamp

ステッ

プ 8   

（任意）

実行コンフィギュレーション

を、スタートアップコンフィ

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config startup-config

ステッ

プ 9   

ギュレーションにコピーしま

す。

syslog サーバの設定
システムメッセージを記録する、リモートシステムを参照する syslogサーバを最大で 8台設定で
きます。
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シスコは、管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、
syslogサーバを設定することを推奨します。VRFの詳細情報については、『Cisco Nexus 9000
Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』を参照してください。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. [no] logging serverhost [severity-level [use-vrfvrf-name]]
3. logging source-interface loopbackvirtual-interface
4. （任意） show logging server
5. （任意） copy running-config startup-config

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 terminal

例：
switch# configure terminal
switch(config)#

ステップ 1   

指定されたホスト名、あるいは IPv4または IPv6アドレスで
Syslogサーバを設定します。use-vrfキーワードを使用する

[no] logging serverhost [severity-level
[use-vrfvrf-name]]

例：
switch(config)# logging server
192.0.2.253

ステップ 2   

と、メッセージロギングを特定の VRFに限定できます。重
大度は 0～ 7の範囲です。

• 0：緊急

例：
switch(config)# logging server
2001::)db*::3 5 use-vrf red

• 1：アラート

• 2：クリティカル

• 3：エラー

• 4：警告

• 5：通知

• 6：情報

• 7：デバッグ

デフォルトの発信ファシリティは local7です。

noオプションは、指定したホストのロギングサーバを削除
します。
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目的コマンドまたはアクション

最初の例では、ファシリティ local7のすべてのメッセージを
転送します。2番目の例では、VRF redで重大度が 5以下の
メッセージを転送します。

リモートSyslogサーバの送信元インターフェイスをイネーブ
ルにします。virtual-interface引数の範囲は 0～ 1023です。

logging source-interface
loopbackvirtual-interface

例：
switch(config)# logging
source-interface loopback 5

ステップ 3   

（任意）

Syslogサーバ設定を表示します。
show logging server

例：
switch(config)# show logging server

ステップ 4   

（任意）

実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィ

ギュレーションにコピーします。

copy running-config startup-config

例：
switch(config)# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

UNIX または Linux システムでの Syslog サーバの設定
/etc/syslog.confファイルに次の行を追加して、UNIXまたは Linuxシステム上に Syslogサーバを設
定できます。

facility.level <five tab characters> action

次の表に、設定可能な syslogフィールドを示します。

表 3：syslog.conf の Syslog フィールド

説明フィールド

メッセージの作成者。auth、authpriv、cron、
daemon、kern、lpr、mail、mark、news、syslog、
user、local0～ local7です。アスタリスク（*）
を使用するとすべてを指定します。これらの

ファシリティ指定により、発信元に基づいて

メッセージの宛先を制御できます。

ローカルファシリティを使用する前

に設定をチェックします。

（注）

ファシリティ
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説明フィールド

メッセージを記録する最小重大度。debug、
info、notice、warning、err、crit、alert、emergで
す。アスタリスク（*）を使用するとすべてを
指定します。noneを使用するとファシリティを
ディセーブルにできます。

レベル

メッセージの宛先。ファイル名、前に@記号
を加えたホスト名、ユーザをカンマで区切った

リスト、またはすべてのログインユーザを表す

アスタリスク（*）を使用できます。

Action

手順の概要

1. /etc/syslog.confファイルに次の行を追加して、ファイル /var/log/myfile.logに local7ファシリティ
のデバッグメッセージを記録します。

2. シェルプロンプトで次のコマンドを入力して、ログファイルを作成します。
3. 次のコマンドを入力して、システムメッセージロギングデーモンが myfile.logをチェックし
て、新しい変更を取得するようにします。

手順の詳細

ステップ 1 /etc/syslog.confファイルに次の行を追加して、ファイル /var/log/myfile.logに local7ファシリティのデバッ
グメッセージを記録します。

例：
debug.local7 var/log/myfile.log

ステップ 2 シェルプロンプトで次のコマンドを入力して、ログファイルを作成します。

例：
$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log

ステップ 3 次のコマンドを入力して、システムメッセージロギングデーモンが myfile.logをチェックして、新しい
変更を取得するようにします。

例：
$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~
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ログファイルの表示およびクリア

ログファイルおよび NVRAMのメッセージを表示したり消去したりできます。

手順の概要

1. show logging lastnumber-lines
2. show logging logfile [start-timeyyyymmm dd hh:mm:ss] [end-timeyyyy mmm dd hh:mm:ss]
3. show logging nvram [lastnumber-lines]
4. clear logging logfile
5. clear logging nvram

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ロギングファイルの最終行番号を表示します。最終行

番号には 1～ 9999を指定できます。
show logging lastnumber-lines

例：
switch# show logging last 40

ステップ 1   

入力されたスパン内にタイムスタンプがあるログファ

イルのメッセージを表示します。終了時間を入力しない

show logging logfile [start-timeyyyymmm dd
hh:mm:ss] [end-timeyyyy mmm dd hh:mm:ss]

例：
switch# show logging logfile start-time
2013 oct 1 15:10:0

ステップ 2   

と、現在の時間が使用されます。月の時間フィールドに

は3文字を、年と日の時間フィールドには数値を入力し
ます。

NVRAMのメッセージを表示します。表示される行数を
制限するには、表示する最終行番号を入力できます。最

終行番号には 1～ 100を指定できます。

show logging nvram [lastnumber-lines]

例：
switch# show logging nvram last 10

ステップ 3   

ログファイルの内容をクリアします。clear logging logfile

例：
switch# clear logging logfile

ステップ 4   

NVRAMの記録されたメッセージをクリアします。clear logging nvram

例：
switch# clear logging nvram

ステップ 5   

システムメッセージロギングの設定確認
システムメッセージロギングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。
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目的コマンド

コンソールロギング設定を表示します。show logging console

ロギング設定を表示します。show logging info

ログファイルの末尾から指定行数を表示しま

す。

show logging lastnumber-lines

ファシリティロギング重大度設定を表示しま

す。

show logging level [facility]

ログファイルのメッセージを表示します。show logging logfile
[start-timeyyyymmmddhh:mm:ss]
[end-timeyyyymmmddhh:mm:ss]

モジュールロギング設定を表示します。show logging module

モニタロギング設定を表示します。show logging monitor

NVRAMログのメッセージを表示します。show logging nvram [lastnumber-lines]

リモートの syslogサーバに送信される syslog
メッセージに追加するよう設定された、ホスト

名、IPアドレス、またはテキスト文字列が表示
されます。

show logging origin-id

Syslogサーバ設定を表示します。show logging server

ロギングタイムスタンプ単位設定を表示しま

す。

show logging timestamp

システムメッセージロギングのコンフィギュレーション

例
システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例を示します。

configure terminal
logging console 3
logging monitor 3
logging logfile my_log 6
logging module 3
logging level aaa 2
logging timestamp milliseconds
logging server 172.28.254.253
logging server 172.28.254.254 5 facility local3
copy running-config startup-config
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco NX-OS System Messages Reference』システムメッセージ
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