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1 概要 

Kiwi Log Viewer はテキストベースのログファイルを表フォーマットで表示します。 

ファイルを小セクションに限定してディスクから読むことにより、メモリをセーブします。メモリ容量を

超過するファイルの閲覧ができます。 

 

追跡（Tail）オプションで指定したログファイの改変を監視し、新データが追記されるとリアルタイム

に表示します。 

 

テキスト文字列の一致機能は色、太字、イタリック等でフォントを強調し、重要なテキストを目立た

せます。テキスト一致機能には単純サブ-文字列一致や、更に強力な PERL スタイル正規表現一

致などがあります。 

 

 

2 フリー版の機能 

Kiwi Log Viewer フリー版には以下の機能があります。 

・ 近使ったファイルのオープン（２ファイルまで） 

・ フォントの色をハイライト化（テキスト合致は２つ以下） 

・ 任意のハイライト部分を保存 

・ ハイライト部分の読み込みと書き出し 

・ Windows 2000 以降をサポート 

・ 700MB までのファイルオープン 

・ フィルター結果の 100 個までの一致をサポート 

・ リアルタイムでの新規データのログファイルの監視と表示 

・ 詳細なヘルプファイル 

・ タブ区切りフォーマットで、選択行をクリップボードにコピー 

・ ファイル内のテキスト文字列の検索 

・ 無償 

 

正規ライセンス版には更に充実した機能があります。 
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3 正規ライセンス版の機能 

Kiwi Log Viewer 正規ライセンス版には以下の機能がございます。 

 

フリー版の全機能に加えて 

・ 近使ったファイルのリストに１０件まで入力 

・ 各ハイライトにつきテキスト合致が１００件 

・ 任意のハイライトを１００件作成 

・ 全フィルター結果をサポート 

・ 無制限サイズファイルオープン（＊） 

・ ドラッグ＆ドロップファイルサポート 

・ 任意の行からテキストのコピー 

* １４TB までのファイルが読込可能です（OS がサポートしている場合） 

 

 

4 コマンドライン概要 

Kiwi Log Viewer は以下のコマンドラインでコントロールできます。 

 

コマンドラインフォーマット： 

KiwiLogViewer [-option ["Option Value"]] 

 

オプションが有効な場所： 

-t 

ファイルの追跡モード有効化。オプション無し。 

 

-th 

メモリーモードでフィルターファイルの追跡モード有効化。ハイライト合致行のみを表示。オプシ

ョン無し。 

-th RegExp InvertMatch IgnoreCase “String to match” 

メモリーモードでフィルターファイルの追跡モード有効化。指定文字合致行のみを表示。4 つ

のオプション必要。 

RegExp は 0 または 1 

InvertMatch は 0 または 1 

IgnoreCase は 0 または 1 

合致文字列は２重引用符で指定 
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-f "Path¥File name" 

指定ファイルのオープン。パスやファイル名にスペースがある場合、パスやファイル名全体を 

”で囲んで下さい。 

 

-d （0 から 255 までの数字） 

代替カラム区切り文字を指定。通常 Kiwi Log Viewer は各データ行をタブ区切りで（ASCII 文字

９）でカラムに分けます。ファイルで使用されているカラム区切りが異なっていたら、-d 引数で検

索する ASCII 文字を指定できます。 

例 カラム区切りが Pipe 文字(|)であれば  124 

例 カラム区切りが Null 文字であれば  0 

例 カラム区切りがコロンであれば  58 

 

-h "Name of highlight" 

任意のハイライトしたアイテムを指定してローディングし使用します。ハイライトしたアイテム名

称のリストはハイライト設定ページにあります(Options | Highlighting menu)。 

 

-p（1 から 6） 

スクリーンの位置やサイズの指定 

1=スクリーン上部 1/3 

2=スクリーン中央 1/3 

3=スクリーン下部 1/３ 

4=スクリーン上部の半分 

5=スクリーン下部の半分 

6=スクリーン全体(フルサイズ) 

 

使用例： 

プログラム起動（通常） 

KiwiLogViewer 

フルスクリーンモードでファイルを開く。 "PIX VPN logins" をハイライトする。 

KiwiLogViewer -f "C:¥Logs¥CiscoPixLog.txt" -p 6 -h "PIX VPN logins" 

 スクリーン上部 1/3 を使用してファイルを開く。"404 errors" をハイライトする。 

KiwiLogViewer -f "C:¥Logs¥ApacheWebLog.txt" -p 1 -h "404 errors" 

スクリーン上部半分を利用してファイルを開き、ファイル更新を追跡。 

KiwiLogViewer -f "C:¥Logs¥ActiveLog" -p 4 –t 

” 

–d

–d

–d
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メモリーモードでファイルを開き追跡する。ハイライト行だけを表示。 

KiwiLogViewer –th –f "C:¥Logs¥ApacheWebLog.txt" 

メモリーモードでファイルを開き追跡する。文字”link down“だけを含む行だけを表示。 

KiwiLogViewer –tf 0 0 1 “link down” –f "C:¥Logs¥CiscoRouter.txt" 

メモリーモードでファイルを開き追跡する。正規表現合致行だけを表示。 

KiwiLogViewer –tf 1 0 0 “(192¥.168¥..55¥.1).*(10¥.10¥.67¥.89)* –f 

"C:¥Logs¥CiscoRouter.txt" 

Pipe 区切りファイルを開く。 

KiwiLogViewer -f "C:¥PipeDelimitedFile.txt" 

 

 

5 設定 

Setup ページからプログラム動作を変更することが出来ます。 

 

Display 設定 

Horizontal grid lines: 

メイングリッド表示で各行の間にライトグレイの水平線を表示します。 

 

Vertical grid lines: 

メイングリッド表示で各欄の間にライトグレイの水平線を表示します。 

 

Alternate background colors: 

各行の背景色をライトブルーと白色で交互に表示します。類似データが大量にある場合読みや

すくなります。ハイライトを有効にすると交互背景色の上書きになります。 

 

Row padding: 

各行間の表示間隔を調整します。 

 

Column padding: 

各欄の表示間隔を調整します。 

 

Font name: 

テキスト表示フォントを選択します。 
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Font size: 

テキスト表示フォントを選択します。 

 

Bold and Italic: 

表示テキストを太字(Bold)、斜字(Italic)指定します。 

 

Always on top of other windows: 

名ウィンドウを常時他のウィンドウの上に優先表示します。 

 

 

6 File オプション 

Read lines less than [nnn]MB into memory: 

ファイルを開いたときにメモリーに読み込むデータサイズを指定します。大きくすると初期読込

みには時間がかかりますが、その後の検索、フィルター、エクスポートが高速化されます。選択

できる値はシステムに依存しますが通常は 50MB-200MB です。 

 

Size of history: 

フィルター適用時の Tail 表示でのみ有効です。 後の[nnn]行だけが表示され、スクロール可能

です。 

 

Scan last [nn]MB of file for matches: 

フィルター指定つきの Tail 機能にのみ適用されます。ファイル 終[nn]MB が一致スキャンされ

履歴表示に追加されます。設定が有効でなければ表示は新たな一致レコードが到着するまで

ブランクです。 

 

Automatically tail files when opened: 

この設定をチェックすると、ファイルが開かれるとすぐ自動的に Tail 機能が働きます。ツールバ

ーの Tail ボタンを押して、ファイル Tail をストップできます。 
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7 検索機能 

ファイル内よりキーワード又はテキストを探したい時、検索機能を使用します。 

検索ウィンドウを表示するには、以下の手順に従って下さい。 

・ Edit｜Find メニューをクリック 

・ ツールバーの (Find アイコン)をクリック 

・ Window では、Ctrl-F 

 

以下のウィンドウが表示されます。 

 

Find テキストボックス内にテキストを記入。 

 

Whole Word をチェックすると、対応するテキスト(全体)のみ合致したものだけ検索します。 

例えば、”Cat”を検索すると、Cat と Catalogue の文字列が合致したとして、検索されます。単語

Cat 合致のみ限定する場合、Whole Word オプションをチェックします。 

 

Match Case をチェックすると、検索した用語と同じ項目が確実に一致するよう検索します。 

例えば、”Cat”を検索すると、Cat と cat の文字列が合致したものとして、検索されます。単語 cat

合致のみで限定する場合、Match Case オプションをチェックします。 

 

正規表現（RegEx）パターン合致は非常に柔軟性に富み、テキスト合致の強力な方法です。 

詳細は正規表現シンタックスをご参照下さい。 

 

Next または Previous ボタンを押して、入力したテキストをファイル内より検索します。検索はフ

ァイルの現在地より開始します。トップから検索を開始したい場合、Findウィンドウを起動する前に

Home キーを押して下さい。 

 

表示されたページからテキストが見つからない場合、そのファイルは検索済みです。 検索結果が

KIWI LOG VIEWER Ver.2.1 
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出る前に、プログレス・ダイアログが画面上に表れます。 

 

標準的に、検索機能は１GB ファイル検索に約１分掛かります。 

 

合致するテキストが無い場合、警告音がなります。 

 

合致するテキストはハイライト化されます。 

 

Windows で次の検索を行う場合、F3 キーを押して下さい。 

前の検索に戻る場合は F2 キーを押して下さい。 

 

次のハイライト行を見つけるには F8 キーを押します。 

前のハイライト行を見つけるには F7 キーを押します。 
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8 ハイライト表示 

注意： 

フリー版でのハイライト表示は２つ以下です。正規版では無制限にハイライト表示可能です。 

 

Kiwi Log Viewer ハイライト表示オプションで、ユーザーによるハイライト表示のルール設定が行

えます。これによりメインウィンドウに表示されるテキストに適応されます。 ハイライト表示ルール

はトップ‐ダウンで評価されます。ハイライト表示ルールに合致するテキストには指定されたハイラ

イト効果が適応されます。 

 

ハイライト表示ウィンドウを表示するには、以下の手順に従って下さい。 

・ Option｜Highlighting メニューをクリック 

・ ツールバーの (ハイライト化アイコン)をクリック 

・ Windows では Ctrl-H を押して下さい 

 

以下のウィンドウが表示されます。 

 

KIWI LOG VIEWER Ver.2.1 
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各ルールを活性化/不活性化するには、リスト上の各行のチェックボックスをチェック/未記入して下

さい。ハイライト表示ルールを追加/削除するには、ハイライトリストの右側、ツールバーのボタンを

クリックして下さい。 ルールの優先順位をツールバーで変更するには、矢印の ⇑⇓ をクリックし

ます。 

 

文字列の合致（String to match） 

文字列パターンは表示しているテキスト行より検索されます。 

Regular Expression: 

このチェックボックスをチェックすると、このオプションで正規表現（Regular Expression Syntax

参照）で文字列の合致を行うよう指定します。 

 

RegExp Syntax ヘルプボタン（ ）を押すと、正規表現シンタックスについてのヘルプファイルが

開きます。 

Invert Match: 

このチェックボックスをチェックすると、入力した文字列に合致するものが見つからない文字列に

効果が適用されます。 

 

Ignore Case: 

このチェックボックスをチェックすると、大文字・小文字の区別なく、マッチする文字列を検索しま

す。 

 

ハイライト効果（Highlight Effects） 

Choose Foreground Color: 

このチェックボックスをチェックすると、選択した文字色が適応されます。また、既存の文字色が

上書きされます。 

 

Choose Background Color: 

このチェックボックスをチェックすると、選択した背景色が適応されます。また、既存の背景色が

上書きされます。 チェックしないでおけば、現在使用している背景色を使用します。 

 

Bold Font: 

このチェックボックスをチェックすると、フォントが太字になります。 

 

Italic Font: 

このチェックボックスをチェックすると,フォントがイタリック化されます。 
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Favorites 

それぞれ異なるハイライト設定を各ファイルに使用し、現在閲覧中のハイライト設定をディスクに

保存したい場合、Favorite を使用します。 

まず Favorite エリアで保存します。 その後 Name をクリックすると作成したハイライトを実行しま

す。 

ハイライトをテキストファイルでインポートとエクスポートし、他のユーザーと(ハイライトを)共有でき

ます。 

コマンドラインを使用すると、プログラム起動時に Favorite に保存したどのハイライト設定が実行

中かを特定できます。 

 

 

ハイライト情報の共有 

Kiwi Log Viewer を使ってハイライトをベースシステムから他へ展開するには次に手順によりま

す。 

 

ベースシステムでハイライトを設定し、Highlights 設定ページで Export ボタンを使って、設定情

報をファイルにエクスポートします。Export ボタンは下部右にあります（赤い上矢印）。例としてハ

イライトを  

このファイルを展開するシステムの Kiwi Log Viewer インストレーションフォルダーにコピーします。

通常これは C:¥Program Files¥Kiwi Log Viewer です。これをログインスクリプトや他の

方法で一般ファイルをリモートシステムに展開できます。 

 

展開されたシステムで Kiwi Log Viewer ショートカットをデスクトップに作成し、次にコマンドライン

を変更します。 

“C:¥Program Files¥Kiwi Log Viewer¥KiwiLogViewer.exe” –h 

“HiLite-CiscoPIX” 

 

-h スイッチでハイライト設定を開始時にロードします。 

 

次にユーザーがショートカットをクリックすると、ハイライトが読み込まれ、閲覧するファイルで使用

されます。 

 

この方法でハイライトを作成し、他の Kiwi Log Viewer ユーザーにロールアウトできます。 

”HiLite-CiscoPIX.ini”に保存します。

KIWI LOG VIEWER Ver.2.1 
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9 フィルタ 

 

Kiwi Log Viewer は２種類のモードで実行します。メモリーモードとチャンクモードです。 

 

メモリーモード： 

ファイル全体をメモリーに読み込みます。一度にメモリーに読む 大ファイルサイズをセットアップ

オプションで設定できます。開こうとするファイルサイズがこの制限以上であると、プログラムはチ

ャンクモードになります。メモリーモードではフィルター、検索はメモリー上のデータに対して実行さ

れオリジナルファイルにはアクセスしません。 

 

チャンクモード： 

ファイルの小さな断片が読み込まれグリッドに表示されます。そのため、メモリーに入らない大きな

ログの閲覧が可能です。欠点はフィルター結果のエクスポートと検索が遅いことです。 

 

チャンクモードでは Filter ボタンで下記のオプションが可能です： 

(o) Include only the highlighted rows: 

ハイライトリストに一致するログエントリーだけを含みます。ハイライトしたエントリーだけを閲覧

し、残りを除外する場合に有効です。 

 

(o) String to match: 

任意文字列や正規表現に一致させることが出来ます。 

 

チャンクモードで可能な唯一のオプションは新たなファイルの生成です。フィルターはオリジナルフ

ァイルをスキャンし一致したものを指定した新たなファイルに書きます。ファイル全体がスキャンさ

れると、新たに作成された結果ファイルが開きます。繰り返すことにより結果をより厳密に出来ま

す。非常に大きなファイルがありフィルターすることにより小さなサブセットにする場合に有効で

す。 

 

メモリーモードで実行すると、Filter ボタンで以下のオプションが可能です： 

(o) No filter: 

グリッド表示に適用された既存のフィルターを除去し、ログファイルの全エントリーを表示しま

す。 
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(o) Show only the highlighted rows: 

ハイライトリストに一致するログエントリーだけを含みます。ハイライトしたエントリーだけを閲覧

し、残りを除外する場合に有効です。 

 

(o) String to match: 

任意文字列や正規表現に一致させることが出来ます。 

 

メモリーモードでは、メモリーの現在データにフィルターを適用するか、結果を新たなファイルに出

力するかを選択できます。 

 

新たなファイルの作成時、フィルターはオリジナルファイルをスキャンし一致した全てを新たなファ

イルに書きます。ファイル全体のスキャン後、新たに作成したファイルが開きます。繰り返すことに

より結果をより厳密に出来ます。非常に大きなファイルがありフィルターすることにより小さなサブ

セットにする場合に有効です。 

 

Apply ボタンを押してメモリーをスキャンしフィルターの一致を見つけグリッドに表示します。メイン

ツールバーエリアに一致数が表示されます。フリーウェア版では 初の 100 個の一致まで表示す

るように制限されています。ライセンス版は全一致を表示します。フィルターボタンを繰り返しオリ

ジナルデータの異なるフィルター結果を選択できます。同一データの異なるフィルターを簡単に行

う場合に有効です。 

 

 

10 追跡 

ファイル追跡はログファイルへのエントリー追加をリアルタイムに監視する場合に有効です。各種

追跡オプションが可能です： 

(o) No filter 

ファイルをチャンクモードで開き、新たな受信エントリーを表示します。垂直スクロールバーを移

動すると自動的に追跡モードがキャンセルされますので、ログファイルの任意部分を見ることが

出来ます。F6 キーを押すと再度追跡モードに戻ります。 

 

(o) Show only the Highlighted rows: 

メモリーモードで実行します。セットアップオプションに依存しますが、プログラムはファイルの

終[nn]MB のハイライト一致をスキャンし追尾バッファに保存します。ハイライトに一致する新た

なログエントリーは表示に追加されます。 
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(o) String to match 

メモリーモードで実行します。セットアップオプションに依存しますが、プログラムはファイルの

終[nn]MB のフィルター一致をスキャンし追尾バッファに保存します。ハイライトに一致する新た

なログエントリーは表示に追加されます。 

 

 

11 正規表現シンタックス 

Kiwi Log Viewer がサポートするのは Perl 互換通常表記 (PCRE)を使用したマッチングです。 

PCRE syntax についての詳細はWebページをご参照下さい。 http://www.pcre.org/ 

以下のパターン syntax が利用できます。 

 

パターン  説明 

.   新規ライン以外の任意の制御文字 

[a-z0-9]  文字セット内の任意の制御文字 

[^a-z0-9]  文字セットになっていない任意の制御文字 

＼d   digit [0-9]と同じ 

＼D   digit 以外  [^0-9]と同じ 

＼w   英数字文字-- [a-zA-Z0-9_]. 

＼W   非英数字文字 [^a-zA-Z0-9_]. 

＼s   ホワイトスペースの制御文字 (スペース, タブ, 新規ライン, など.). 

＼S   ホワイトスペースの制御文字以外 

＼n   新規ライン(line feed). 

＼r   リターン 

＼t   タブ 

＼f   フォームフィード 

＼b   バックスペース 

＼0   null 制御文字 

＼000  以下の理由により、null 制御文字に合致: 

＼nnn  ASCII 制御文字 8 進法 

＼xnn  ASCII 制御文字 16 進法 

＼cX   ASCII 制御文字 

＼metachar  メタ記号 (e.g.¥) 

(abc)  サブ-エクスプレッション作成に使用。後から（作業に）戻る際の目印。 

references  /1, /2, 等、の代替パターン.による参照（References） 
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＼1, ＼ 2,...  挿入語句の先頭（2 番目、続く･･････） 

x?   0 か 1 x's, x は上記以外 

x*   0 か x's.以上 

x+   1 か  x's.以上 

x{m,n}  x'値がｍ以上  n.以下 

abc   a, b, c 整列全て 

＼b   文字の境界線 ( [] 外部に限定). 

＼B   文字の境界線ではないもの 

^   アンカー ライン又は文字列の開始符 

$   アンカー ライン又は文字列の終止符 

 

Wildcards 

特定の特殊文字セットを利用して文字セットの階級を合致します。 

 

Wildcard  Matches 

.   任意の制御文字 1 つ。 ラインブレイク以外、 スペースは含む 

 

以下のワイルドカードでは、ライン上のポジションによりマッチングします。 

Wildcard  Matches  Example 

^   ライン先頭 ^Phone: "Phone:"で始まるラインの検索 

（制御文字階級(Character Class）を使用しない場合に限

る。下記参照） 

$   ライン語尾 $: 現行ラインの 終制御文字の検索. 

（制御文字階級(Character Class）を使用しない場合に限

る。下記参照） 

 

Character Classes 

制御文字階級(character class)で制御文字セットや範囲を特定します。制御文字階級を適応／

対象外を選択できます。 制御文字のセットは括弧で囲まれています。 制御文字階級を適応せ

ず、対象外にするには 挿入記号（∧）を前に置きます。 

以下、凡例です。: 
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Character Class  Matches 

[aeiou]   a, e, i, o, u.内より任意の文字 

[^aeiou]   a, e, i, o, u.以外の任意の文字 

[a-e]    a-e, 範囲内に含まれる任意の文字 

[a-zA-Z0-9]   任意の英数字 

[[]     [.より検索（Opening Bracket） 

[]]     ]. より検索(Closing Bracket)  〔（Opening）の直後にある]括弧 

（Closing）より検索 

[a-e^]   a-e の範囲内の任意の文字、または挿入記号∧ 

   [括弧の先頭以外にある、∧記号の検索 

[a-c-]   a-c の範囲内の任意の文字、または – サイン。 

－は文字セットの開始または終了 

 

非表示文字 

非表示文字の検索に以下の表記法が使用できます。 

 

特殊文字 Matches 

＼r   ライン開始(リターン) 

＼n   新規ライン （ラインフィード) 

＼t   タブ 

＼f   フォームフィード(ページ開始) 

＼xNN   Hex コード NN. 

 

その他の特殊文字 

以下のパターンは特殊文字に対するワイルドカードです。 

 

特殊文字 Matches 

＼s   任意のホワイトスペース文字 (space, tab, return, linefeed, form feed) 

＼S   ホワイトスペース文字以外の文字. 

＼w   任意の文字(a-z, A-Z, 0-9, and _) 

＼W   任意の非文字 (上記＼w に含まれる文字以外). 

＼d   任意のディジット [0-9]. 

＼D   任意の非ディジット 
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複写文字 

特定パターンの繰り返しで複写文字を修正します。 

 

複写文字  Matches   Examples 

*   ゼロまたはそれ以上.  d*  制御文字無し、または"d"の連続.  

.* でリターン文字を含まないテキストライン全体

を検索。 

+   １またはそれ以上   d+ １つ以上連続する"d"の検索 

[0-9]+ 連続する数字の文字列の検索。 

例えば”90404”、”1938”、”Win32”の”32”等。 

?   ゼロまたは 1 文字  d? 制御文字無し、又は"d".が一つだけある文字 

 

*や?がパターンではなく、ゼロに合致する場合、(処理)がうまくいっていたとしても、いかなるテキ

ストも選択されていません。次のセクションにある範例より、オプション制御文字を特定できます。 

 

Extension Mechanism 

(?#text) コメント 

 

(?:pattern) バックリファレンス作成しない、グループ化 

 

(?=pattern) 制御文字 zero-width が有効。look-ahead を主張 

例） ¥w+(?= ) タブによる文字の合致、タブ内には＄＆を含みません。 

 

(?!pattern) 制御文字 zero-width が無効。 look-ahead を主張  

例）foo(?!bar)/ ” が発生するものに合致、”bar”には従いません。 

 

(?<=pattern) 制御文字 zero-width が有効。 look-behind を主張 

例）(?<= )¥w+ タブによる文字の合致、タブ内には＄＆を含みません。  

fixed-width look- behind.のみ有効 

 

(?<!pattern) 制御文字 zero-width 無効。 look-behind を主張 

例）(?<!bar)foo "foo"が発生するものにハッチ、”bar”には従いません 

fixed-width look- behind のみ有効 

foo"
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代替演算子 

Pipe（｜）による代替演算子が可能なのは、ロジカルまたは演算子を用いていかなる数量のパタ

ーンも合致できます。２つの既存パターンの間に（｜）を置くことで、いずれかかのパターンを合致

させます。 また、２つ以上の代替演算子をパターンに使用できます。例えば cat｜dog｜fish では

cat、dog または fish と合致します。 

 

 

12 フィードバック・コメントまたはバグ 

本製品に対するコメントや次バージョンにおける改善点を確認したい場合、弊社のホームページ

http://www.jtc-i.co.jpをお訪ね下さい。 

 

 

13 その他の設定 

より上級のプログラムオプションをセットアップインターフェイスからではなく ini ファイル経由で設定

できます。 

 

Kiwi Log Viewer 設定ファイルは下記にあります。 

C:¥Documents and Settings¥Username¥Application 

Data¥KiwiLogFileViewer.ini 

 

GridRowAltColor=232,235,255 

グリッド行の色指定です。3 つの RGB をカンマで区切ってください。 

 

MaxCharactersPerCell=4096 

グリッドセル表示の 大文字数です。この数を小さくするとグリッドの表示文字数を制限できま

す。この設定の目的はファイルの不正データによるプログラム障害を避けることです。 

 

FileColumnDelimiter=9 

カラム区切り文字を指定します。通常 Kiwi Log Viewer はデータの列をカラムに分けるにはタブ

区切り(ASCII 9)です。ファイル方の区切り文字を使用している場合、ここで指定します。数字の

0 から 255 までを指定できます。デフォルトは 9 です。 

Pipe(|)文字区切りであれば 124 

ヌル文字区切りであれば 0 

コロン文字区切りであれば 58 

KIWI LOG VIEWER Ver.2.1 
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14 Windows での自動インストール 

/S（サイレント）コマンドラインスイッチで Windows システムに Kiwi Log Viewer を自動インストレー

ションすることが可能です。 

 

デフォルトインストールフォルダーへのサイレントインストールには以下のコマンドを使用します。 

Kiwi_LogViewer_x.x.x_Win32.setup.exe /S 

 

これで C:¥Program Files¥Kiwi Log Viewer フォルダーにインストールされます。 

 

異なるフォルダーへのサイレントインストールは次のようにします。 

Kiwi_LogViewer_x.x.x_Win32.setup.exe /S /D=C:¥Program 

Files¥YourFolder 

 

これで C:¥Program Files¥Your Folder フォルダーにインストールされます。 

 

通常のインストールと同様に Start メニュー、デスクトップショートカットやヘルプファイルがインスト

ールされます。 

 

通常、インストールによりスタートメニューにデスクトップショートカットが現在のユーザー用に追加

されます。システムの全ユーザーにスタートメニューとデスクトップショートカットを適用するには

/ALLUSERS スイッチを使用します。 

例 Kiwi_LogViewer_x.x.x._Win32.setup.exe /ALLUSERS /S 

 

注記: 

ライセンス情報は Windows システム全ユーザーで可能なセントラルフォルダーに保存されます。 

C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application 

Data¥KiwiLogViewer.ini 

 

サイトライセンスを持ちライセンス製品を多数のマシンにインストールする場合は各マシンにこの

ライセンスファイルをコピーします。 

 

他の全ての設定は現在のユーザーに固有の場所に保存されます。 
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日本語マニュアル発行日 2011 年 06 月 06 日 

ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ 
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