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2016 年 5 月 10 日 

フィルタ設定 

WinSyslog および EventReporter のフィルタの使い方を説明します。 

フィルタは、受信したログを指定した条件に応じて処理を絞り込む機能です。 

フィルタに合致したログのみ、アクションで指定した処理を実行したり、ログを破棄したりします。 

必要に応じて、複数フィルタを組み合わせて条件を絞り込みます。ブーリアン演算（AND,OR等）やネスティン

グ（条件を階層的に設定する構成）にも対応しています。 

1 フィルタの構成 

ルールセットの下にルールを作成すると、ルールの下にフィルタとアクションの行が追加されます。左ツリー

で追加されたフィルタをクリックすると右側ではフィルタの条件の下に AND が表示されています。デフォルト

ではフィルタは何も設定されていませんので、すべての受信ログが True（真）となり、フィルタの下に設定し

た Action が実行されます。 

 

AND はオペレーションの１つで、この状態でフィルタを複数追加すると、AND 条件（すべてが合致）で絞り込

みができます。AND をダブルクリックすると、OR→NOT→XOR→AND の順番でオペレーションの切り替えが

可能です。 

オペレーションとは各フィルタ（条件）がどのような関係の時に True（真）または False（偽）となるか定義する

もので、条件 A と B がある場合、以下の表に記す定義となります。 

 条件 True（真） False（偽） 

AND（A,B) A=○ B=○ 
A=○ B=× 

A=× B=○ 

A=× B=× 

OR（A,B) 
A＝○ B=○ 

A=× B=× A＝○ B=× 

A＝× B=○ 

XOR（A,B) 
A＝○ B=× A＝○ B=○ 

A＝× B=○ A=× B=× 

NOT A A=× A=○ 
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フィルタ条件は、オペレーション(AND, OR 等)の下に追加していきます。 

以下のフィルタ例の場合、メッセージに”Link Down”が含まれていて、かつソース（送信元 IP）が192.168.10.1

のメッセージを受信した場合、TRUE（真）となり、このルールで指定したアクションが実行されます。 

 

※ここで入力するテキストは、大文字小文字を区別しますので、注意が必要です。 

2 フィルタの追加 

オペレーションアイコン（AND） 上で右クリック＞フィルタの追加＞一般＞ソース のように、プルダウン 

メニューからフィルタを追加します。 

 
 

WinSyslog で追加できるフィルタには以下のようなものがあります。 

  プロパティ 説明 

一般 

ソース 送信元（IP またはホスト名） 

ソース（IP タイプ） 送信元（IP） 

メッセージ メッセージ 

CustomerID 全体オプションで指定 

SystemID 全体オプションで指定 

曜日/時間 月～日 曜日：月～日, 時刻 
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  プロパティ 説明 

インフォメーショ

ンユニッタイプ 

Syslog Syslog 

ハートビート ハートビート（自分自身の死活監視） 

SNMP トラップ SNMP トラップ 

RELP リスナー RELP 受信 

Syslog 

ファシリティ Syslog Facility 

プライオリティ Syslog Severity（Level) 

Syslog タグ Syslog タグ(RFC5424) 

Syslog バージョン Syslog バージョン(RFC5424) 

Syslog Appname Syslog アプリケーション名(RFC5424) 

Syslog ProcID Syslog プロセス ID(RFC5424) 

Syslog MSGID Syslog メッセージ ID(RFC5424) 

Syslog Structdata Syslog 構成ヘッダ(RFC5424) 

SNMP 

トラップ 

Community コミュニティ名 

Enterprise エンタープライズ OID 

Generic Name Generic 名 

Version バージョン 

Uptime 稼動時間 

カスタムプロパティ 受信時に挿入したカスタムプロパティ 

拡張 IP プロパティ ＞192.168.10.5, <192.168.10.10 等 

ファイル確認 指定したファイルの有無 

 

 

Event Reporter では、Syslog や SNMP トラップの代わりに以下のようなプロパティが使用できます。 

  プロパティ 説明 

インフォメーション

ユニットタイプ 

ハートビート ハートビート（自分自身の死活監視） 

イベントログの監視 Windows 2000,2003,XP 

イベントログの監視 V2 
Windows Vista, 

Windows Server 2008 以降 
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  プロパティ 説明 

イベントログの

監視 

イベント ID Windows イベンログのイベント ID 

イベントタイプ システムログやアプリケーションなど 

イベントソース 
イベントを作成したプロセス 

（イベントビューワのソース:で表示されるデータ） 

イベント重要度 
イベントビューワのレベル:で表示されるデータ（文字

列形式） 

イベントカテゴリ 
Windows イベントログ・レコードからのカテゴリーID

（数値） 

イベントカテゴリ名 
イベントビューワの「タスクのカテゴリー:」で表示され

るデータ 

イベントレコードナンバー 内部のイベントレコード番号 

イベントユーザー 記録されたユーザー名。ユーザーない場合は「N¥A」 

イベントログの

監視 V2 

イベント ID Windows イベンログのイベント ID 

イベントチャンネル イベントログエントリーのためのチャンネルプロパティ 

イベントソース 
イベントを作成したプロセス 

（イベントビューワのソース:で表示されるデータ） 

イベント Raw ソース 
新しいイベントログのイベントログソースのフル

ネーム 

イベント重要度 
イベントビューワのレベル:で表示されるデータ（文字

列形式） 

イベント重要度 ID イベントログのメッセージ重要度 ID（数値） 

イベントカテゴリ 
Windows イベントログ・レコードからのカテゴリーID

（数値） 

イベントカテゴリ名 
イベントビューワの「タスクのカテゴリー:」で表示され

るデータ 

イベントレベル イベントレベルのテキスト表現 

イベントキーワード 
記録されたユーザー名 

ユーザーない場合は「N¥A」 

イベントキーワード ID イベントキーワード（数値） 

イベントユーザー 記録されたユーザー名。ユーザーない場合は「N¥A」 
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2-1. 曜日/時間 

ログが発生した時間を確認するために使用されます。 例えば、勤務時間中に発生するログなら正常

であるが、夜間や休日に発生した場合は警告信号とみなすような場合に有効です。 

 

2-2. 拡張 IP プロパティ 

このフィルタは、ホスト名や IP アドレスで絞込みを行う際に使用します。 

プロパティ名には、どんなプロパティでも入力できますが、確実にホスト名や IP アドレスが含まれてい

る %source% を使用することをおすすめします。（ホスト名は、DNS キャッシュにより名前解決されま

す）  

以下の例の場合、AND ですので、送信元が、「172.16.0.110 より大きい」かつ「172.16.0.130 より小さい」

IP アドレスのメッセージが True（真）となり、アクションが実行されます。 

 

 

 

2-3. ファイル確認 

指定したファイルを監視し、ファイルが存在するかどうかをトリガーとすることができます。 

例）ここでは、毎日 0：10 に E:\logs\test.log のファイル有無を確認し、なければ True（真）とする場合、 

以下のようなフィルタを設定します。 

・AND>時間フィルタ＞Time=00:10:00 

・AND の下にオペレーション “NOT” 追加＞ファイル確認フィルタ＞”E:\logs\test.log” 
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プロパティ名：fileexists, 比較のオペレーション：is equal 

プロパティ値を設定： ファイルのフルパスとファイル名を入力します。 

 

 

2-4. 高度な設定 

すべてのフィルタでは、高度な設定タブで、フィルタ条件に合致した場合、合致結果をカスタムプロパティに

保存することが可能です。また、そのプロパティをアクションで使用することができます。 

 

3 全体の条件 

全体の条件は、各ルール全体として適用する条件です。 

フィルタのツリーの中で設定する条件と理論的な「AND」条件として統合されます。 

 

 

□ 検出されないフィルタを TRUE として処理 

フィルタ条件で検索するプロパティがログ中に存在しない場合、通常は False（偽）として処理されます。こ

れにチェックを入れると、プロパティが存在しないログも True（真）として処理します。 

 



   

Adiscon 製品フィルタ設定 

7 
 

 

□ 発生時のみ稼働 

これは閾値フィルタです。指定した X 秒間に指定した Y 回発生した場合のみアクションが実行されます。 

 

□ 最小の待ち時間 

これは頻繁にアクションが実行されることを防ぐ目的で使用できます。一度アクションを実行したら、次の

アクションまで指定した時間待機します。 

例） ここで 60 と入力すれば、60 秒ごとにルール（アクション）が実行されます。 

 

□ 選択したプロパティに関する全体の条件 

この機能により、指定したプロパティごとに全体の条件を適用できます。 

例えば、メッセージソースをプロパティとして処理する場合、各ソース（送信元）に対して指定した「最小の

待ち時間」が適用されるようになります。 

4 日付条件 

日付条件では、ルールを処理する日付を指定できます。 

 

 

5 コンプレックスフィルタ 

強力なブーリアン演算子を利用して複雑なフィルタを構成することが可能です。 

以下に Event Reporter におけるコンプレックスフィルタ例を挙げます。 

 

例）「時間は、9:00:00より後に発生」、かつ「イベントソースプロセスは”Print” かつ「イベントIDは“10”ま

たは “18”」を満たすイベントログ 

 

この条件をフィルタで設定すると以下のようになります。 
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