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BlueVault io WinSyslogアプライアンスは、専用サーバーにWinSyslog-Jをプリインスト
ールした、アプライアンス製品です。
以下ハードウェアと、WinSyslog-J検索パックを組み合わせてご注文いただけます。
初期設定とライセンスを登録して出荷いたします。
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BlueVault io WinSyslogアプライアンス

※ハードウェアの仕様は目安です。ご注文時期により、変更になる場合があります。
ハードウェアサポートタイプにつきましては、15ページをご参照ください。

モデル名称 Blue Vault io-B BlueVault io-BL

筐体形状 小型デスクトップ 1Uラックマウント

CPU Intel Core i5 Intel Xeon

メモリー 4GB 8GB

ネットワーク 2ポート(1 Gbps) 2ポート(1 Gbps)

電源 90W ACアダプター 内蔵

OS Windows 10 IoT (または 10 Pro) Windows Server 2019

ソフトウェア サポート 平日9－17時 平日9－17時

ハードウェア サポート タイプ M タイプ ND / タイプ F



• 柔軟なフィルター機能：受信ログをリアルタ
イムにフィルター処理します。
指定できる条件：送信元IP/ホスト名、ファ
シリティ/シビリティほかの各種シスログ要
素、メッセージ内キーワードなど。フィルタ
ーの登録数に上限はありません。

• 多彩なアクション機能：マルチスレッドで高
機能なアクション処理をします。
アクションの例：ログファイルの自動分割保
存、メール/SNMPトラップ通知、外部プログ
ラム実行、Windowsイベントログ記録、別
のシスログサーバーへの転送など。
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• 1996年ドイツのAdiscon社によりWindowsで稼動する世界初のSyslog Serverとして誕
生しました。RFC3164、RFC3195、RFC5424を含むすべての関連規格に準拠してい
ます。

• わかりやすい設定画面：日本語のGUIでだれでも容易に設定できます。

• サービスの複数インスタンス稼動：
送信元プロトコル(UDP/TCP[TLS])やポートに組み合わせに応じて、必要なだけシスロ
グ受信サービスを同時に稼働することができます。

WinSyslog とは？

WinSyslog設定クライアント

BlueVault io
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BlueVault io WinSyslogアプライアンス（検索パック）
高機能ログ検索ソフトウェアをRetrospectiveを同梱した
BlueVault io WinSyslogアプライアンスです。設置後すぐに
使用できるように初期設定されています。

アプリケーション構成：
WinSyslog-J（検索パック ）で構成
され、以下のライセンスを含みます。
1) WinSyslog (Professional版/Enterprise版)
2) InterActive SyslogViewer

リアルタイム受信ログ表示
3) BlueBak

ログファイルの自動圧縮・
バックアップ/アーカイブ

4) Retrospective
ログの高速検索・監視

BlueVault io-BはProfessional版 送信元機器100 IPアドレスまで
BlueVault io-BLはEnterprise版 送信元機器 無制限
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特長
• すぐに使用できます。

– 初期設定とライセンス登録を完了した状態で出荷いたします。
– 設置してネットワークにつなぐだけでシスログ収集を開始できます。

• 多彩なリアルタイムログ処理機能
– WinSyslogのすべての機能が利用で

きます。
• 主要規格をすべてサポート

– RFC3194,3195,5424
• スケジュール圧縮バックアップ
• Retrospective（検索パック）

Searchモード：
保存された大容量のログファイルを
複数指定して、検索や抽出が可能です。

Monitorモード：
書き込み中のログファイルを複数
指定して、リアルタイム表示します。
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システム構成イメージ

バックアップ

受信データ内容に応
じて、それぞれ
適切なファイル名で
ログを保存できます。



7

• BlueVault ioに搭載されたWinSyslogには、ログ受信機能以外にもさまざまな機
能があります。要件にあわせて多彩で柔軟なログ活用ができます。

WinSyslogの機能

DB

UDP 514/TCP601
シスログメッセージ

受信したログの分割保存

ログ受信

SNMPトラップ送信

ログ受信後処理

※点線矢印（ ）の機能は、追加設定によりご利用いただけます。
EventReporter（別途有償）

警告灯点灯(例:Patlite)
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リアルタイム表示

 サービス：２種類

 ログ処理：ルールセット１つ

出荷時設定イメージ

① Syslogサーバー：UDP 514ポート受信
② Syslogサーバー：TCP 601ポート受信
※送信元の機器の台数制限：100台または無制限

テキストファイル
日付分割保存

閲覧/検索

ルールは１つ

フィルタ：無

アクションは２つ

Retrospective
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•Retrospectiveは収集したテキストベースのログを高速検索・抽出したり、
書き込み中のログファイルをリアルタイムに監視するソフトウェアです。
•大容量のログを開いたり、複数のログを指定して検索することが可能です。
•日本語キーワード検索に対応し、ログエントリー解析機能があります。

Retrospective 高機能ログ検索ソフト
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Retrospective：プロファイル機能

SSH接続可能な

リモートホストのロ
グファイルも直接
監視できます。

プロファイルに登録すると、iTunesのプレイリストのように、
処理対象のログファイルをグループとして定義できます。
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応用例：Sawmill との連携
解析ツールSawmill (別売り)と連携させると、統計的な解析、レポート作成な
どトータルなソリューションになります。

1000種類を超えるログフォー
マットに対応可能なユニバー
サルログ解析ソフトです。
大規模なログを高速に処理し
レポーティングできます。
あらゆる主要なプラットホー
ムをサポートします。
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•EventReporter (別売り)はWindowsイベントログを収集管理するエージェントソフトウェアです。
•日本語GUIでWinSyslogに類似したコンソールを持ち、設定が容易です。
•ファイルログ、Email通知やSyslog転送などの機能を有しています。
•様々な使い方や連携ができます。

 単独動作 ：イベントログの永年保存用ファイルを作成。ログ内容によりEmail通知送信。
 シスログ転送：各PCからイベントログを転送して、Syslogサーバーでログの集中管理。

応用例： EventReporter との連携
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EventReporterとAdiscon関連製品イメージ

DB

リモート端末の
イベントログ

ログの分割保存

UDP 514
TCP601
シスログメッセージ シスログ転送

/送信

圧縮バックアップ
＆クリーンアップ

イベントログの
分割保存

WinSyslog-J

・Syslog転送
・SETP転送＊

ローカル端末の
イベントログ

＊SETP(Simple Event Transfer Protocol)：
Adiscon製品間で通信可能な信頼性の高い独自のプロ
トコル でEventReporterで収集したプロパティ情報も
そのまま連携送信します。
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• サポート体制
－ハードウェアサポート

・タイプM ：センドバック（BlueVault io-B)
ハードウェア一式をお預かりし、修理（もしくは代替品に交換）
後に、ご返却いたします。

・タイプND ：翌営業日オンサイト（ BlueVault io-BL)
翌営業日以降、9：00-17：00にオンサイト※で修理復旧いたします。

・タイプF： 24x7オンサイト（ BlueVault io-BL)
24時間３６５日、オンサイト※で修理復旧いたします

※ オンサイト作業は、ハードウェアメーカーにより実施されます。

– ソフトウェアサポート
1）弊社カスタマーポータルをご利用ください(受付：24時間）

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
2）電話受付：平日9－17時（祝祭日・年末年始を除く）

• 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。 https://www.jtc-i.co.jp/support/download/

サポート体制・評価について

https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/index.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/
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変更履歴
版 発行日 変更内容

第1.0版 2016/3/17 新規作成

第2.0版 2016/7/22 WinSyslogプラス2(Buckup4allバンドル)追加、Windows10サポート
製品ラインアップ：ログサーバー/検索アプライアンス

第2.1版 2016/10/17 製品ラインアップモデル変更、ハードウェア保守タイプ変更
スケジュールアーカイブ設定変更

第2.2版 2016/12/1 製品ラインアップモデル変更、スケジュールジョブ設定変更

第2.3版 2017/2/2 BlueVault製品ラインアップモデル変更

第2.4版 2017/3/23 BlueVault製品ラインアップモデル変更

第2.5版 2017/9/25 製品ラインアップ変更：BlueVault Windows アプライアンスプラットホーム
WinSyslogプラス2は、Backup4allバンドルをBlueBakバンドルに変更

第2.6版 2018/7/4 BlueVault製品ラインアップモデル変更

第2.7版 2018/9/21 サウンド機能削除 BlueVault仕様更新

第2.8版 2019/4/1 製品ラインアップ 表記修正

第2.9版 2020/11/26 BlueVault製品ラインアップモデル変更

• WinSyslog, EventReporterは、ドイツのAdiscon GmbHの登録商標です。
• Retrospectiveは、スイスのcenteractive agの登録商標です。
• BlueBakはルーマニアSoftland社”Backup4all Professional”のリブランディング製品で、ジュピターテクノロジー

株式会社の商標です。
• Microsoft、Windows、Windows 10、Windows Server 2016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。
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お問い合わせ

• この製品に関するお問合せは、下記まで、お願いいたします。

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.）

住所： 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8Ｆ
URL： http://www.jtc-i.co.jp/
電話番号 ： 042-358-1250
FAX 番号 ： 042-360-6221

購入前のお問い合わせ先：
ポータル：https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php

または
メール ：sales@jtc-i.co.jp

購入後のお問い合わせ先：
ポータル：https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/

http://www.jtc-i.co.jp/
https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
mailto:sales@jtc-i.co.jp
https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/

