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Kiwi Syslog Server 9.6.1 リリースノート 
最終更新日：2017年4月27日 

このリリースノートでは、このリリースでの新しい機能、改善点、および修正された問題について説明します。 

 

新しい機能と改善点 

データベースに記録された古いメッセージのクリーンアップ 

 “Log to Database”アクションに、古いメッセージを削除してデータベースをクリーンアップするオプションが追加されました。

指定した日数より古いメッセージは自動的に削除されます。 

 

パフォーマンスの改善 

次のメッセージ種類のパフォーマンスが改善しました。 

• UDP 

• TCP 

• SNMP traps 

 

修正された問題 

Kiwi Syslog Server 9.6.0 では、次の問題が修正されています。 

Case number Description 

870092, 907244, 

916147, 916176, 921433 

 

SNMP Trapは変更されずに転送されるように改善されました。  

以前のバージョンでは、SNMP Trapは文字列に変換され、Syslogメッセージとして転送されて

いました。その結果、メッセージ内のMACアドレスが正しく表示されない場合がありました。 

 

Kiwi Syslog Server 9.6.1 では、次の問題が修正されています。 

Case number Description 

1131359, 1131448, 

1133066, 1137376, 

1139687, 1142862 

Kiwi Syslog Server は多くのディスク領域を消費する大きな

SolarWinds.SyslogServer.Engine.logファイルを作成しなくなりました。 

N/A Kiwi Syslog Server 診断情報に、すべてのタイプ(UDP, TCP, SNMP または、Secure 

TCP)のメッセージのバッファ使用状況が正しく表示されるようになりました。 
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新規インストール 

Kiwi Syslog Serverのインストールについては、Kiwi Syslog Server Installation Guide （Kiwi Syslog Serverインストール

ガイド）を参照してください。 

 

インストール後、実装およびトラブルシューティングのガイドラインについては、Kiwi Syslog Server Getting Started Guide 

（Kiwi Syslog Server入門ガイド）を参照してください。 

このガイドでは、一般的な設定作業について、順を追って説明しています。 

 

アップグレード 
以前のバージョンからアップグレードするには、Kiwi Syslog Server Upgrade Guide （Kiwi Syslog Serverアップグレード

ガイド）を参照してください。 
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