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EventReporterプロパティリスト（挿入可能な変数）

EventReporterのアクションでは、様々なプロパティを変数として出力することができます。（例：「ファイルログ」アクション)

以下のリストは、[挿入]ボタンから挿入可能なプロパティの一覧です。

(EventReporter Build-IDs: Service 14.2.388, Client 14.2.0.479)

カスタムフォーマットを使用してください。

置き換え：デフォルトで準備されている出力フォーマットを選択できます。

           フォーマット名

Adiscon Eventlog Format

Monilog Format

EventReporter レガシーフォーマット

プロパティ

プロパティ名 値 内容 記録例

ソース %source% イベントが発生したソース（IPまたはhostname)
メッセージ %msg% イベントログのメッセージ

メッセージ(圧縮された)*1 %msg:::spacecc.compresssp
ace%

メッセージ内の制御文字をスペースに置き換え、更に2つ以上連続したス

ぺースを1文字に圧縮します。
作成時刻　*2 %timegenerated% EventReporterがイベントを作成した時刻 （UTCタイム）
作成時刻（ローカルタイム） %timegenerated:::localtime% EventReporterがイベントを作成した時刻 （ローカルタイム）
報告時刻　*2 %timereported% Windowsイベントログが生成された時刻（UTCタイム）
報告時刻（ローカルタイム） %timereported:::localtime% Windowsイベントログが生成された時刻（ローカルタイム）

メッセージのタイプ
1-syslogメッセージ
2-ハートビート
3-Windowsイベントログ
4-SNMPトラップ・メッセージ

カスタマー ID %CustomerID% 全体（General）オプションで設定可能
システム ID %SystemID% 全体（General）オプションで設定可能

TAB %$TAB% US-ASCIIの水平タブ（HT、0x09）
改行コード(CRLF) %$CRLF% CRとLFから構成されているWindows改行文字シーケンス
改行(CR) %$CR% US-ASCIIのCR
ラインフィード(LF) %$LF% US-ASCIIのLF
新規UUID(Universally Unique
Identifiers) $NEWUUID 新しいUUID（Universally Unique Identifiers)を含みます。これは、

32桁の16進数として表される128bit数です。

ファイル&システム監視サービス

プロパティ名 値 内容 記録例

イベント ID %id% WindowsイベンログのイベントID 27
イベント タイプ %NTEventLogType% システムログやアプリケーションログなど System
イベント ソース %sourceproc% 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）
e1rexpress

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）[INF] －情報

[AUS] －成功の監査

[AUF] －失敗の監査

[WRN] －警告

[ERR] －エラー

[NON] －成功

イベント カテゴリ %category% Windowsイベントログ・レコードからのカテゴリーID（数値）
実際の値は、イベントソースに左右されます。

0

イベント カテゴリ名 %catname% イベントビューワの「タスクのカテゴリー:」で表示されるテキストデータ なし

イベント レコードナンバー %recordnum% 内部のイベントレコード番号を含みます。

イベント ユーザー %user% Windowsイベントログで記録されたユーザー名

ユーザーが記録されていない場合には、「N¥A」となります。
N\A

※出力エンコードをUTF-8として日本語メッセージの文字化けが発生する場合など、メッセージに日本語が含まれる場合は、

一般

※上記はいずれもUTC時刻表示となりますので、ローカルタイムで記録したい場合は、下記のように入力します。
%timegenerated:1:10:localtime%, 　%timegenerated:12:19:localtime%, 　%timegenerated:::uxLocalTimeStamp%

設定内容

%timegenerated:1:10%,%timegenerated:12:19%,%source%,%syslogfacility%,%syslogpriority%,
EvntSlog: %severity% %timereported:::uxTimeStamp%: %source%/%sourceproc% (%id%) -
"%msg%"%$CRLF%

%timegenerated:1:10%,%timegenerated:12:19%,%source%,%syslogfacility%,%syslogpriority%,
EvntSlog:
%id%,%user%,%sourceproc%,%NTEventLogType%,%severity%,%category%,%msg%%$CRLF%

%severity% %timegenerated:::uxTimeStamp%:
%user%/%nteventlogtype%/%source%/%sourceproc% (%id%) -
"%msg:::spacecc,compressspace%"%$CRLF%

InformationUnit Type
[インフォメーション ユニット タイプ] %iut%

%severity%

イベントログの監視

特別な変数

[WRN]イベント 重要度
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プロパティ名 値 内容 記録例

イベント ID %id% WindowsイベンログのイベントID 4648
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
旧イベントログのエントリーではタイプ（%nteventlogtype%）に一致しま
す

イベント ソース %sourceproc% 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）

Microsoft-
Windows-
Security-
Auditing

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）[INF] －情報

[AUS] －成功の監査

[AUF] －失敗の監査

[WRN] －警告

[ERR] －エラー

[NON] －成功

イベント 重要度ID %severityid% イベントログのメッセージ重要度ID（数値） 412544

イベント カテゴリ %category% Windowsイベントログ・レコードからのカテゴリーID（数値）
実際の値は、イベントソースに左右されます。

13824

イベント カテゴリ名 %catname% イベントビューワの「タスクのカテゴリー:」で表示されるテキストデータ ログオン

イベント レベル %level% イベントレベルのテキスト表現（%severityid%では数値で保存）
このプロパティはシステムにより自動的にローカライズされています。

情報

イベント キーワード %keyword% イベントキーワードのテキスト表現
このプロパティはシステムにより自動的にローカライズされています。

成功の監査

イベント キーワードID %keywordid% イベントキーワード（数値）
0x802000000

0000000
イベント ユーザー %user% Windowsイベントログで記録されたユーザー名

ユーザーが記録されていない場合には、「N¥A」となります。
N\A

*1 イベントログ等スペースが多く含まれているメッセージの場合に有効な変数です。

出力メッセージ例：

2016-05-02 14:09:53,WIN-3TQOFIHP7DP,16,5,EvntSlog: 4648,N\A,Microsoft-Windows-Security-Auditing,Security,[AUS],412544, ログオン情報,
成功の監査,0x8020000000000000,明示的な資格情報を使用してログオンが試行されました。    サブジェクト:   セキュリティ ID:  S-1-5-21-3801509084-
917241813-997692736-1001   アカウント名:  jupiter   アカウント ドメイン:  WIN-3TQOFIHP7DP   ログオン ID:  0xB73F3AB   ログオン GUID:
 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}    資格情報が使用されたアカウント:   アカウント名:  Administrator   アカウント ドメイン:  WIN-
3TQOFIHP7DP   ログオン GUID:  {00000000-0000-0000-0000-000000000000}    ターゲット サーバー:   ターゲット サーバー名: LS220DB533
追加情報: LS220DB533    プロセス情報:   プロセス ID:  0x4   プロセス名:      ネットワーク情報:   ネットワーク アドレス: -   ポート:   -    このイベントは、

プロセスがアカウントの資格情報を明示的に指定して、そのアカウントへのログオンを試行した場合に生成されます。これは、スケジュール タスクなどのバッチ

 タイプ構成で、または RUNAS コマンドの使用時に発生するのが最も一般的です。

*2 UTC時刻表示となりますので、ローカルタイムで記録したい場合は、下記の値を使用します。

%timegenerated:::localtime%, 　%timegenerated:::uxLocalTimeStamp%

Securityイベント チャンネル

Microsoft-
Windows-
Security-

[AUS]

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が含まれます。
旧イベントログのイベントソースと同じ値が入ります。

%channel%

イベント 重要度 %severity%

%sourceraw%イベント Raw ソース

イベントログの監視V2
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参考：　プロパティ変換について

　　https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/guide-e/winsyslog-150.pdf

fromPos　プロパティ値全部の文字列を使用したくない場合は、開始位置を指定できます。最初の文字は1からスタートします。

toPos　プロパティ値全部の文字列を使用したくない場合は、終わりの位置を指定できます。最初の文字は2からスタートします。

options　オプションを追加するとプロパティの内容を変更することができます。オプションはカンマで区切って複数セットできます。

例1）%timereported:::localtime% 　：イベントログの発生時刻をローカルタイムで表示（fromPosとtoPosの指定はなし）

参考：　サンプルフォーマット
イベントログはイベントログの報告時刻である %timereported:::localtime% 　を使用します。
%timereported:::localtime%,%source%,%channel%,%id%,%user%,%sourceraw%,%NTEventLogType%,%severity%,%catname%,%le
vel%,%msg:::spacecc,compressspace%%$CRLF%

WinSyslogには以下のようにプロパティ値を切り出して再構築する機能があります。

詳細はマニュアル　項番9.2.1 Acessing Properties（P.144)をご参照ください。

%property:fromPos:toPos:options%

例2）%msg:::spacecc,compressspace% 　：制御文字をスペースに置き換え、更に2つ以上連続したスぺースを1文字に圧縮

例3) %source:::toipv4address%  ：名前解決が可能な場合、ホスト名を有効なIPアドレス文字列に変換
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