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製品概要

EventSentryは米国 netikus.net社(2002年設立)が開発した Windowsベースの
エージェント型監視ソフトウェアです。

Windows、Linuxおよびネットワークデバイスで発生するすべてのセキュリティ
イベントを監視し集中管理する非常に機能的で手頃な価格の SIEMソリューション
です。
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 イベントログ監視

 ログファイル監視

 サーバーシステムヘルス監視

 コンプライアンス追跡監視

 ネットワーク監視

 セキュリティイベントの相関

 Webベースのレポート & API



できること
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ログ監視

•Windowsイベントログ

•Syslogサーバー

•SNMP Trap

•DHCPログ

•IISログ

•VPNログ

•アプリケーションログ

•ログファイル

ITコンプライアンス
規制

•NIST 800-171

•PCI-DSS

•ISO 27001:2013

•CJIS Security Policy

•GLBA

•HIPAA

•Sarbanes Oxley (SOX)

セキュリティ情報と
イベント管理

•SIEM 監視

•ログ管理

•ファイル整合性監視

仮想監視

•クラウド監視

•Hyper-V 監視

•VMware ESXi 監視

Windows Server
監視

•Windows Server 2019 監視

•Windows Server 2016 監視

•Windows Server 2012 監視

•Windows Server 2008 監視

•Windows Server 2003 監視

Windows
デスクトップ監視

•Windows 10 監視

•Windows 8.1 監視

•Windows 7 監視

•Windows XP 監視

ネットワーク監視

•Ping 監視

•NetFlow 監視(*オプション)

•ネットワーク帯域監視

•ARP 監視

•Switch Port 監視

アプリケーションと
DevOps監視

•ソフトウェアバージョン
チェッカー

•アプリケーションスケジュー
ラ

•DevOps

•Sysmon 統合

•RAID ログ



監視範囲

ログ
イベントログ

Rawイベント

正規化

ネットワーク/コンソールログオン
プロセス
ファイル/レジストリアクセス
ADアカウント管理
ログオン/ユーザー権限変更

ログファイル
構造化
非構造化

サービス
ワークステーション
デバイス

Syslog
統合
集約

サービス
プロセス

ファイル整合性
デジタル署名
エントロピー

パフォーマンス
Windows
SNMP

NTP
スケジュールタスク
監査ポリシー

ネットワーク

Active Directory
変更追跡
ユーザー管理
グループポリシー変更

NetFlow
脅威
帯域幅

ARP
新デバイス
スプーフィング

SNMP Trap

5



イベントログ統合イメージ
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ドメインコントローラー サーバー ワークステーション

EventSentry
データベース

EventSentry
Webレポート

エージェントによる監視と
フィルタールールによる処理

EventSentry
ネットワークサービス

ネットワーク
デバイス

Webレポート
閲覧



機能一覧
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機能全般

管理コンソール

Webベースのレポート & API

ハートビート監視

イベントログ監視

イベントログパッケージ

イベントログベースのフィルタリング

曜日、時間帯ベースのフィルタリング

フィルター閾値

フィルタータイマー

カスタムイベントログ監視

繰り返しイベント監視

サマリ通知

ログファイル監視

区切りなしテキストファイルの監視

区切りありテキストファイルの監視

データベース統合

システムヘルス監視

システムヘルスパッケージ

サービス/ドライバー監視

アプリケーションスケジューラー

プロセスメモリ監視

ディスク容量監視

ディレクトリサイズ監視

ソフトウェア監視

パフォーマンス監視

ファイル変更監視



機能一覧(つづき)

8

コンプライアンス追跡監視

プロセス

ネットワーク/コンソールログオン

印刷

ファイルアクセス

アカウント管理

ポリシー変更

ネットワーク監視

Ping監視

TCPポートチェック

Syslogデーモン(TCP/UDP)

SNMP Trapデーモン(v1/v2c/v3)

ARPデーモン

その他監視（アドオン）

ADMonitorによるActive Directory監視

NetFlow監視(v1/v5/v9, sFlow)

温度、湿度、煙などの環境監視

管理機能

管理対象ホストのグループ化

監視対象ホストのイベントログ閲覧

エージェントのリモート管理

Active Directory連携

サーバー/ワークステーションのブート中
に発生したメッセージの処理（ブートス
キャン）

アクションの実行に使用するサービス
(SMTP, ODBC, Syslogサーバーなど)が
一時的に利用できなかった場合の
メッセージ再送



機能一覧(つづき)
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アクション(通知)機能

メール送信(SSL/TLSサポート)

Syslog送信(TCP/UDP)

SNMP Trap送信(v1/v2c/v3)

テキストファイル出力

データベース出力(ODBC)

HTTP(S)フォーラム送信

プロセス実行

サウンド(.wavファイル)実行

デスクトップ通知

シャットダウン/再起動

サービス/プロセス制御

インスタントメッセージ(Jabber)

印刷(パラレルプリンター)

アクション(通知)機能

ネットワーク(aka “net send”)

ポケベル(SNPP)



アーキテクチャ
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コレクター

暗号化&圧縮
通信

Webレポート

ハートビート
サービス

ネットワーク
サービス

Windows
エージェント

データベースサーバー
組込み(PostgreSQL), SQL Server, MySQL

その他のアラート
(Email, HTTP, Process, …)

ADMonitor 
サービス



管理コンソール(Management Console)

EventSentry管理コンソールは、ローカルおよび/またはリモートマシンのエージェントを
インストール、セットアップ、構成するために使用します。表示言語は英語のみですが、
わかりやすいインターフェースであるため、直観的に操作することができます。
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イベントログ、ログファイル、システムヘルス、
コンプライアンス追跡パッケージを使用して簡単
に監視を構成することができます。事前構成済み
のパッケージが多数組み込まれており、不要な
イベントが通知されないようになっています
（これらのパッケージは常に更新されており、
管理アプリケーションからダウンロードすること
ができます）。

管理コンソールは購入したライセンスの数と同じ
台数のマシンにインストールすることができます
が、通常はネットワークごとに 1つか 2つの
マシンにインストールして使用します。



EventSentry Webレポート

EventSentry Webレポートは、収集されたすべてのデータを Webベースのレポートシステ
ムでわかりやすく表示します。履歴データの検索や統計グラフ、インベントリ、ダッシュボ
ードなどを表示することができます。Web レポートは日本語対応済みです。
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イベントログ監視

多数のオプションを持つフィルタリング機能により、対象のイベントログを絞り込むことが
できます。特定の Windowsイベントログに対してアクションを実行することができます。
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イベントログメッセージを SMTPメールやSyslog
で送信したり、データベースやテキストファイルに
書込んだり、イベントに応じてプロセスやサービス
を(再)起動させたり、スクリプトやプロセスを
起動させたりすることができます。

イベントは、イベントソース、カテゴリ、イベントID、
イベントメッセージなどの基本的なプロパティに加え、
イベントメッセージ内の文字列でも照会することが
できます。ワイルドカードや正規表現も使用できます。

フィルターには閾値を設定することができ、指定間隔に
指定回数のイベントが発生したときにアクションを実行
させたり、アクションの実行を抑制したりすることがで
きます。また、フィルターは特定の曜日の特定の時間帯
にのみ有効にしたり、指定日時に期限切れとなるように
設定したりすることもできます。



ログファイル監視

特定のテキストパターンがログファイルで見つかったときに通知することができます。
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IISログファイルなど共通の区切り文字（例 : など）で
区切られたパターンが存在するファイルとパターンが
存在しないファイルの両方を監視できます。

監視対象のログファイルに特定の文字列が1つ以上
含まれている場合、アプリケーションイベントログに
重要度を指定してイベントを記録することができます。
たとえば、”Warning: ”が含まれている場合にメール
を送信することができます。

区切りあり(パターンあり)ログファイルの場合、
各行を解析しデータをそれぞれのデータ型に分割して
保存します。特定のフィールドに含まれる情報に基づ
いてレポートと検索を行うことができます。

区切りなし(パターンなし)ログファイルの場合、
各行を(分割せずに)データベースに保存します。



システムヘルス監視

オペレーティングシステムのすべての重要なコンポーネントを監視することにより、
コンピューターの状態を正確に監視、追跡します。
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システムヘルス監視は、緊急に解決すべき問題を通知
するだけなく、事後分析、傾向予測、リアルタイムの
概要把握にも役立ちます。

サービスやドライバーを監視し状態が変化したときや
追加または削除されたときに通知したり、空きディス
ク領域が指定した下限値(絶対値またはパーセンテージ
で指定可能)を下回ったときに通知したりすることがで
きます。

監視対象ホストにインストールされているすべての
ソフトウェア、パッチ、更新を一覧表示したり、
監視対象ホストの現在の稼働時間や最長稼働時間を
表示したりすることもできます。



コンプライアンス追跡監視

EventSentryはコンプライアンス対策を支援します。
EventSentry Webレポートには複数のコンプライアンスレポートが組み込まれています。
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EventSentry Web レポートに組み込まれている
コンプライアンスレポートは、EventSentryで対応
可能なコンプライアンス要件を正確にリストすること
により、法令順守の負担を軽減します。

• ISO 27001:2013
• NIST 800-171
• FISMA
• GLBA
• HIPAA
• ISO 27001:2013
• PCI-DSS 3.2
• Sarbanes Oxley (SOX)

コンプライアンス追跡機能により以下を確認できます：

• ログオン状況やログオン履歴
• プロセスの稼働状況、稼働履歴
• ファイルのアクセス状況、アクセス履歴
• 監査ポリシーの設定状況、変更履歴
• (エージェントをインストールした)Windowsの印刷



ネットワーク監視

Windows以外のマシンは、Ping、TCPポートチェックに加え、
(SNMP対応デバイスであれば)SNMPを使用して監視することができます。
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以下の情報を監視、収集することができます：

• システム情報
(OS、プラットフォーム、シリアル番号)

• 基本的なハードウェア情報
(プロセッサ、メモリ、ネットワークインターフェース)

• 現在の稼働時間
• マウントされたディスク、ディスク使用容量
• 実行中のプロセス
• 数値SNMPカウンター

(CPU使用量、メモリ使用量、ネットワーク帯域など)

• 可用性(Ping)

• TCPポート可用性

SyslogやSNMP Trap(v1, v2c, v3)を受信して
中央データベースに統合したり、Windowsアプリ
ケーションイベントログに記録したりすることも
できます。



アクション(通知)

現在 15種類のアクション(通知)を使用できます。
すべてのアクションは閾値とスケジュールをサポートします。
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特定のアクション(メールサーバー、データベースなど)
が一時的に利用できない場合は、イベントをキャッシュ
し、サービスが再び利用可能になるまで定期的に配信を
試行します。

次のアクションを使用できます：

• データベース書込み
• メール送信(SSL/TLSサポート)
• プロセス実行
• Syslog送信(TCP/UDP)
• HTTP(S)フォーラム送信
• SNMP Trap送信(v1/v2c/v3)
• デスクトップ通知
• サービス/プロセス制御(停止、開始、再起動、中断)
• インスタントメッセージ(Jabber)
• シャットダウン/再起動
• テキストファイル(ASCII, HTML, CSV)
• ポケベル(SNPP)
• ネットワーク(aka “net send”)
• サウンド(.wavファイル実行)
• 印刷(パラレルプリンター)



ADMonitor(*オプション機能)

Active Directoryおよびグループポリシーオブジェクトに関するすべての変更を属性レベル
まで監視できます。
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ADMonitorは次の機能を提供します：

• すべてのオブジェクトの変更を属性レベルまで表示
• アイドル状態のアカウント、無効なアカウント、
期限切れパスワードのアカウントの識別

• グループポリシーの変更前と変更後の値
• レポートとアラート

*ADMonitorはオプション機能です。使用するために
は、ADMonitorアドオンライセンスが必要です。



EventSentry v4 新機能紹介
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アクティブディレクトリ監視

• 新しいアドオンコンポーネント(ADMonitorアドオン)
• オブジェクト変更の表示
• アイドル状態のアカウントや無効なアカウントの検出
• グループポリシー変更の詳細なログ検索
• 変更前後の値の表示

管理コンソールのデザイン刷新

• 新しい外観、新しいリボン
• 多くの一般的なタスクを簡素化し、より直観的かつ高速に
• 新しいイベントログビューアで組込みのWindowsイベント

ログビューアよりはるかに簡単にイベントを閲覧可能

脅威インテリジェンス
（Threat Intelligence）

• 悪意のあるIPアドレスをアラート
• ポートスキャンの検出
• 最近の脅威をダッシュボード上に表示
*使用するためには、NetFlowアドオンライセンスが必要です。

*使用するためには、ADMonitorアドオンライセンスが必要です。



ライセンス

EventSentryは監視対象によって必要となるライセンス種類が異なります :
。
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ライセンス種類 監視対象 ライセンス数

EventSentryラインセンス
Windowsサーバー、ワークステーション
(EventSentryエージェントによる監視)

1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 
100, 150, 200, 300, 500

EventSentry Network Deviceライセンス
Linux、macOS、ファイアウォール、
スイッチ、VMware
(Syslog, SNMPなどによる監視)

10, 25, 50, 100, 250, 500

アドオンを追加することで、オプション機能を使用することができます :

アドオンライセンス種類 監視対象 備考

ADMonitorユーザーオブジェクト Active Directoryの変更監視 お問合せください。

NetFlowライセンス NetFlow v1/v5/v9, sFlow監視 お問合せください。

• 初年度のライセンス価格には、保守費用が含まれます。
• EventSentryライセンスは永続ライセンスです。保守契約の有効期限が切れた後も、（同一バージョンで

あれば）引き続きソフトウェアをご利用いただくことができます。
• 有効な保守契約期間中であれば、無償でメジャーバージョンアップを行うことができます。

• ライセンス価格については、価格表(https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/pricelist.php)をご参照ください。

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


システム要件(管理コンソール/エージェント)

EventSentryは以下のプラットフォームで動作します：
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OSバージョン エディション EventSentryバージョン

Windows® NT 4 SP6 v2.90までの全バージョン

Windows® 2000 全バージョン、全サービスパック
v3.0.1まで
v2.93以降はエージェントとしてのみサポート

Windows® XP SP3
(Home、Professional)
x64エディション含む

v3.3.1まで
v3.4以降はエージェントとしてのみサポート

Windows® Small Business Server 
2003 SP2

全サービスパック
v3.3.1まで
v3.4以降はエージェントとしてのみサポート

Windows® Server 2003 SP2 全サービスパック、x64エディション含む
v3.3.1まで
v3.4以降はエージェントとしてのみサポート

Windows® Vista 全サービスパック、x64エディション含む 全バージョン

Windows® Server 2008 (R2) 全サービスパック、x64エディション含む 全バージョン

Windows® 7 全サービスパック、x64エディション含む 全バージョン

Windows® 8 & 8.1 全サービスパック、x64エディション含む v2.93以降

Windows® Server 2012 (R2) 全サービスパック、x64エディション含む v2.93以降

Windows® 10 全サービスパック、x64エディション含む v3.2以降

Windows® Server 2016 全サービスパック、x64エディション含む v3.3以降

Windows® Server 2019 全サービスパック、x64エディション含む v3.5以降



システム要件(Webレポート)

EventSentry Webレポートは、次のWebブラウザーをサポートします：
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ブラウザー バージョン

Mozilla Firefox 65以降

Microsoft® Internet Explorer 11以降

Microsoft® Edge 最新バージョン

Google Chrome™ 72.0.3626以降

Opera 58.0.3135.47以降

Apple® Safari® 12.0.2以降

• Webレポートをインストールするマシンのみ Java 8 が必要です（インストールまたは更新時に自動的にインストールされます）。

• 上記ブラウザーの古いバージョンおよび記載されていないブラウザーであっても、EventSentry Webレポートが動作する可能性は
ありますが、メーカにより検証されていません。

• EventSentry Webレポートを使用する場合は、データベースサーバーが必要です。サポートされるデータベースサーバーについて
は次頁を参照してください。



システム要件(データベースサーバー)

EventSentry は、次のデータベースサーバーをサポートします：
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データベース サポートレベル

PostgreSQL 9.1 サポートあり、基本的なテスト実施

PostgreSQL 9.6 （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2000 (SP3a以降) EventSentryと互換性はあるが公式サポートなし。最小限のテストのみ実施

Microsoft® SQL Server 2005 (32-bitまたは64-bit) サポートあり、基本的なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2005 Express サポートあり、基本的なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2008 (32-bitまたは64-bit) （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2008 Express （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2008 R2 (32-bitまたは64-bit) （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2008 R2 Express （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2012 （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2012 Express （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2014 （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2014 Express （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2016 （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2016 Express （推奨）完全サポートあり、広範なテスト実施

Microsoft® SQL Server 2017 サポートあり、基本的なテスト実施

MySQL 5.0以降 InnoDBサポートつき EventSentryと互換性はあるが公式サポートなし。最小限のテストのみ実施

Oracle 9i以降 EventSentryと互換性はあるが公式サポートなし。最小限のテストのみ実施



Kiwi Syslog Server Adiscon WinSyslog syslog-ng Store Box

製造元 SolarWinds社（米国） Adiscon社（ドイツ） One Identity社（米国）
（旧Balabit社（ハンガリー））

製品特長 業界屈指の出荷実績 日本語GUIで使い易い 超高速・高信頼

動作環境 Windows Windows ハードウェア/バーチャル
アプライアンス

規模 小規模向け 小・中規模向け 大規模向け

製品紹介ページ
https://www.jtc-

i.co.jp/product/kiwisyslogserver/kiwisyslogse
rver.html

https://www.jtc-
i.co.jp/product/winsyslog/winsyslog.html

https://www.jtc-
i.co.jp/product/ssb/ssb.html

ログサーバーの紹介（イベントログ集中管理）

EventSentryは Windowsイベントログを Syslog形式に変換して外部の
Syslogサーバーへ送信することができます。弊社では、以下の Syslog
サーバーとの連携利用をお勧めします：
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https://www.jtc-i.co.jp/product/kiwisyslogserver/kiwisyslogserver.html
https://www.jtc-i.co.jp/product/winsyslog/winsyslog.html
https://www.jtc-i.co.jp/product/ssb/ssb.html


EventSentryを使えば、Windowsイベントログを
簡単に Nagios Log Serverへ Syslog送信することができます：

ログサーバーの紹介（リアルタイムのログ可視化）
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Nagios Log Server（ナギオス ログ サーバー）は、
米国 Nagios Enterprises社製のログの集中管理・監視・
分析のためのソフトウェアアプリケーションです。

フォーマットに Nagios Log Serverを選ぶだけで
イベントログをJSON形式に変換して送信します。

Syslog
送信

https://www.jtc-i.co.jp/product/nagioslogserver/nagioslogserver.html
https://www.jtc-i.co.jp/product/nagioslogserver/nagioslogserver.html


評価とお問合せ

製品の評価について

 すべての機能を 30日間無料でご利用いただける評価版があります。

 評価版の利用をご希望の方は、お問合せフォームからお申込みください。

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

 ライセンスキーをご登録いただくと製品版として動作します（ライセンス
購入後にソフトウェアを再インストールする必要はありません）。

製品のお問合せについて

 製品ご購入前のお問合せ先：
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

 製品ご購入後のお問合せ先：カスタマーポータル
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
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https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=EventSentry&category=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82&subject=%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%89%88%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php?product=EventSentry
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/


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1-1-3 大阪駅前第3ビル11Ｆ
TEL：06-6131-8471 FAX：06-6131-8472

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

mailto:sales@jtc-i.co.jp
https://www.jtc-i.co.jp/

