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製品概要

• WinSyslogとSyslog転送で連携してイベントログ集中管理が可能です。

• SETP転送でWinSyslogと連携すると より柔軟で変更に強い運用が実現できます。

• 収集するイベントログは複数チャネルから自由に選択ができます。

Windowsログの例：Application,セキュリティ,システム…

サービスログの例：Microsoft-Windows-RemoteDesktopServices-SessionServices …

• イベントログの抽出方法は イベントビューアー互換・XML・JSONが選択できます。

• テキスト保存やSyslog転送のメッセージは ユーザーがフォーマットできます。

• Syslog転送・Eメール・プログラム実行など各種の通知アクションが利用できます。
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Adiscon EventReporterは、1997年に世界初の「Windowsイ
ベントログ収集管理とSyslog転送」の商用製品として開発され
ました。監査ログ等を収集管理してセキュリティポリシーを満
たす環境を容易に構築することができます。スタンドアローン
またはWinSyslogと連携して利用できます。
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製品特長：Windows イベントログ 転送エージェント

Syslog転送でイベントログ集中管理
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Syslogサーバーと連携して イベントログの集中管理が容易に実現できます。

簡単に使い始められますが高度な転送も得意です。例えば、転送先のSIEMが必
要とするメッセージフォーマットに合わせた転送などです。

SyslogサーバーWindows

Syslog転送(RFC3164,RFC5424)

SyslogサーバーWindows

SETP転送

SETP転送でイベントログ集中管理



製品特長：「SETP転送」なら より柔軟な運用が実現可能！
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姉妹製品のWinSyslogと連携して構築しておけば、後からの仕様変更、
例えば 保存フォーマット変更などにも 柔軟に対応できます。

SyslogサーバーWindows

SETP転送

SETP転送でイベントログ集中管理

EventReporterの
設定は、SETP転送す
るチャネル選択のみ

WinSyslogで受信後に
フィルタ処理が可能。
保存フォーマットの
変更作業もWinSyslog

側の設定のみ

さらにSETP転送はUDP/TCP転
送と比べてログロストを防止す
るように設計されています



製品特長：圧倒的なセットアップスピード＋大量デプロイ対応
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わずか３分で インストールから汎用的なセットアップまでが完了します。

大規模Windows環境では コマンドラインによるデプロイが便利です。
例えば、セキュリティポリシー要件で収集すべきイベントログの対象が
大量のWindowsであった場合でも、すばやく収集が開始できます。

Syslogサーバー



ライセンスとエディション
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ライセンス数は導入環境に合わせて６, 11, 21, 51本 からお選びいただけます。

エディションはBasic,Professionalの２種で 主な違いはSETP転送機能となります。



設定画面：Windowsイベントログの収集
• 設定画面は日本語表示です。処理ルールがわかりやすくツリー表示されます。
• 「イベントログの監視V2」でWindowsの各種のイベントログが収集できます。
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設定画面：イベントログチャネルの選択
• 監視サービスの基本設定は、収集したいチャネルのチェックのみです。
• Windows標準イベントビューアで表示される全てのチャネルが選択できます。
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このWindowsの例では、全部で
469チャネルから選択できます。

イベントログの監視V2



設定画面：イベントログのSyslog変換
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• Syslog転送時の詳細設定 例えば Syslogヘッダーのファシリティや
シスログ重要度などは チャネルごとに指定が可能です。

シスログ重要度はイベン
トログのレベルにマッピ
ングして指定できます。

ファシリティはイベント
ログのチャネルごとに指
定できます。



製品詳細：サービスとルールセット
• サービス：
- サービスでデータが生成されます。

EventReporterのメインサービスは
「イベントログ監視」です。

- 他に製品自体の死活監視をする
「ハートビート」サービスがありま
す。

•ルールセットとルール：
- サービスで生成されたデータ（収集
されたイベントログ）はルールセッ
トで処理されます。

- ルールセットはルール（具体的な
データ処理規則）の集まりです。

- 各データは上位ルールから下位ルー
ルへと順番に評価されます。

- ルールセットやルールの数に上限は
ありません。
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•ルールとは
フィルタとアクションが組み合わされたもの
です。１つのフィルタと複数のアクションか
ら構成されています。
イベントログの内容がフィルタで指定した条
件に合致するとアクションが実行されます。

•フィルタとは
収集したイベントログを条件で選別する機能
です。条件にはイベントログのメッセージ
キーワード,イベントID,チャネル,イベント
ユーザーなどが指定できます。
AND,OR,NOTなどのオペレーションを複数組
み合わせた絞り込みが可能です。

•アクションとは
Syslogサーバー転送、ファイル出力、メール
送信、ODBC出力、外部プログラム実行、プ
ロパティの編集などの具体的なデータ処理で
す。

製品詳細：ルール・フィルタ・アクション
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製品詳細：フィルタ機能
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イベントログの監視 V2

プロパティ名 記録例
1 イベント ID 4663
2 イベントチャネル Security

3 イベントソース Microsoft-Windows-
Security-Auditing

4 イベント Raw ソース Microsoft-Windows-
Security-Auditing

6 イベント重要度 [AUS]
7 イベント重要度ID 1
8 イベントカテゴリ 12812
9 イベントカテゴリ名 リムーバブル記憶域
10 イベントレベル 情報
11 イベントキーワード 成功の監査
12 イベントキーワードID 0x8020000000000000
13 イベントユーザー N¥A

④

⑩
⑨①

⑬
⑪

②

IPアドレス（ホスト名）やメッセージのキーワード指定のほかに、イベントログの
各プロパティでフィルタをかけることができます。

イベントログの情報はプロパティと呼ば
れる変数に保存されます。各プロパティ
はフィルタとして使用できます。フィル
タ条件にプロパティの値を指定してイベ
ントログの絞り込みが可能です。



製品詳細：各種アクション
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イベントログが設定したフィルタ条件に合致した場合に
さまざまなアクションが実行できます。



製品詳細：フィルタ拡張機能
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EventReporterでは、WinSyslogと同様に、ログの抽出条件をANDやOR、NOTな
どのオペレーションと組み合わせたコンプレックスフィルタを設定できます。

オペレーション
A＝○ B＝×

A＝× B＝○

A＝× B＝×

A＝○ B＝○

A＝○ B＝×

A＝× B＝○

A＝○ B＝× A＝○ B＝○

A＝× B＝○ A＝× B＝×

NOT　A

B＝×

XOR（A,B)

A＝× A＝○

True（真） False（偽）

AND（A,B)

OR（A,B)

A＝○ B＝○

A＝×

ログ発生頻度条件の追加

コンプレックスフィルタ例
イベントIDが102または103または105のもので
かつイベント重要度が [ERR]以外のものを抽出
→例えばこの条件で「破棄」アクションを設定す
ると、右図のフィルタに合致するデータは破棄さ
れます。以降のルール処理では不要なデータをタ
イミングよく捨てれば、全体パフォーマンスを向
上させることができます。

オペレーション定義(条件A,B)

1分間に5回発生した時

ANDの下にORやNOTの演算子を
追加しツリー状に組み合わせる


Filter

		コンプレックスフィルター

		オペレーション		True（真） シン				False（偽） ギ

		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＝○



AND (A, B): AとB両方合致する場合True（真）。どちらかが合致しないとFalse（偽）
 OR  (A, B): AまたはB少なくともどちらか一方が合致する場合True（真）。両方合致しない場合のみFalse（偽） 
XOR (A, B): AかBどちらか一方のみ合致する場合True（真）。AB両方合致するかAB両方合致しない場合は、False（偽） 
NOT A: Aが合致する場合、トリガーとならない。Aに合致しない場合のみTrue（真）



Sheet2

		





Sheet3
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特定のIDやキーワードが含まれるログをフィルタで絞り込み、メールで
アラート通知をします。ここでは認証失敗の手がかりとなるイベントID4768, 
4771, 4772の「イベントIDフィルタ」をORの配下に追加しています。
メール送信アクションでは、メールタイトル、メール本文に各プロパティ変数を
入れることができ、出力エンコードも受信側に合わせて指定可能です。

設定例：インシデントのアラートメール通知



設定例：ファイルログのCSV出力
•収集されたイベントログの各要素（イベントID,イベントソース etc.）はプロ
パティに保存されます。
• 「ファイルログ」アクションのカスタムフォーマット機能で、例えばカンマ区
切りやタブ区切りにすれば、エクセルほかのツールでの処理が容易になります。

出力したファイルをエクセル
で開いた場合
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ファイルログアクションのカスタムフォーマットの例です。
ファイルに出力する際に用途に合わせたフォーマットを指定できます。

この例では高機能ログビューア Retrospectiveの解析機能に合わせてCSV出力
しています。

カスタムフォーマットの例:
%timereported:::localtime%,%source%,%channel%,%id%,%user%,%sourceraw%,%se
verity%,%catname%,%keyword%,%level%,%msg:::spacecc,compressspace%
%$CRLF%

このカスタムフォーマットの内容:
報告時刻(ローカルタイム),ソース,イベントチャネル,イベントID,イベントユーザー, イベントRaw
ソース,イベント重要度,カテゴリ名,キーワード,レベル,メッセージ(連続スペース切り捨て) <改行
コード>

利用できるプロパティについては次のドキュメントをご参照ください。
https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/tips/eventrepoter_propertylist.pdf
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（補足）ファイルログのカスタムフォーマット

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/tips/eventrepoter_propertylist.pdf


EventReporterシステム要件
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ＯＳ

Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012（R2含む）
Windows 11
Windows 10

必須モジュール EventReporter ｖ16.2まで .NET Framework 3.5(.NET 2.0,3.0を含む)
EventReporter ｖ17.1以降 .NET Framework 4.7.2 (4.8)

システム要件

推奨システム要件 最小システム要件

CPU 2.7GHz 以上 CPU －

メモリ 4GB 以上 メモリ －

HDD ローカルログ保存量に依存 HDD ローカルログ保存量に依存

ライセンス
・1インストールOSあたり1ライセンスが必要です。
・インターネット接続のない環境でのオフライン登録が可能です。
・BasicエディションとProfessionalエディションがあります。
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評価とお問い合わせ

•評価について
フル機能を無料でお試しいただける30日間の評価版をダウンロードして
ご利用ください。ライセンスを登録すると製品版となります。

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/index.php

•製品のお問い合わせについて
 製品ご購入前のお問合せ先：
弊社ホームページよりお願いいたします。

https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

 製品ご購入後のお問合せ先：
弊社カスタマーポータルよりお願いいたします。

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/

https://www.jtc-i.co.jp/support/download/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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版 発行日 変更内容
第 1.0 版 2017/7/25 新規作成
第 1.1 版 2018/9/21 Microsoftサポート期限切れWindowsを削除。サウンド機能を削除。
第 1.2 版 2020/4/27 サポートWindows修正、本文一部修正。
第 1.3 版 2021/3/2 サポートWindows修正、本文一部修正。
第 1.4 版 2022/4/22 サポートWindows修正、本文一部修正。

• WinSyslog, EventReporterは、ドイツのAdiscon GmbHの登録商標です。
• Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

変更履歴
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ジュピターテクノロジー株式会社

【本社】
〒183-0023
東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8Ｆ
TEL：042-358-1250 FAX：042-360-6221

【大阪営業所】
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1-500
大阪駅前第１ビル5階501-3-6号

E-Mail: sales@jtc-i.co.jp
URL:  https://www.jtc-i.co.jp/


