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ManageEngine 
EventLog Analyzer 8.6 

イベントログ・Syslog対応 ログ管理ソフトウェア 

イベントログ、Syslogをはじめ、あらゆるログを収集、監視、解析するログ管理ツール 

ManageEngine EventLog Analyzer （マネージエンジン イベ

ントログアナライザ、以下、EventLog Analyzer） は、世界 5,300

社の導入実績を誇るログ管理ツールです。国内では、一般企業

をはじめ、自治体、金融、大学、研究機関といった幅広い分野で

利用されています。 

EventLog Analyzerは、ネットワーク内のWindowsホストから出

力されるイベントログや、Unix ホスト、ルータ、スイッチなどのネッ

トワーク機器から出力される Syslog、さらにミドルウェアやソフトウ

ェア等から出力される任意形式のログファイルを収集し、ログの

一元管理を実現します。収集したログデータの検索やレポート生

成により、イベントの状況把握を容易にします。また、指定の条件

に合致するログを受信した際にアラートをメールで通知し、シス

テムやネットワークの問題の即時把握を実現します。 

 

 

 わかりやすいレポート画面
 

わかりやすい GUI デザインで、直観的に操作できます。 

 
[ EventLog Analyzer ダッシュボード画面 ] 

 イベント状況を即座に把握 

収集したログを即座に解析し、レポート表示します。特定のホスト

やイベント単位でログを検索できます。設定した条件に合致するログ

を受信した際にアラート通知が可能です。 

 容易なログ検索で運用が楽
 

エラー、警告、失敗等の重要度や、ファシリティ、プロセス毎に分
類されたログレポートから情報を掘り下げていくことで、ログの詳細を
把握でき、キーワード検索でイベントの特定が可能です。 
また、期間、重要度、ユーザ、ソース、タイプ、メッセージなど任意

の条件を UI 上で選択し、ログ検索を容易に実行できます。ログ検索
条件を保存することで、次回以降のログ検索を効率化できます。 

 
[ EventLog Analyzer ログ検索画面 ] 

 

 

 タグを利用したログ検索 
【新機能】 

利用頻度の高い検索条件をシンプルなタグとして表現します。

ログのタグ付けにより、ログ検索が簡単かつ効率的に行えます。 

 
[ EventLog Analyzer ログ検索画面 ] 

 アドバンスドアラートオプション 
【新機能】 

メッセージやイベント ID、重要度、期間などの条件を、選択形式で

詳細に設定できます。アプリケーションログのカスタムフィールドや、

ファイル/フォルダの変更を条件としたアラートも作成できます。 

 
[ EventLog Analyzer アラート作成画面 ] 

特長 

新機能 

製品概要 

[ EventLog Analyzer 利用環境イメージ ] 



 
 

ログ監視 
（アラートの生成） 

イベントの種類やメッセージのキーワード、イベント IDなど、任

意の条件に当てはまるイベントが発生した時にアラートを生成

し、管理者にログの異常を知らせます。指定したメールアドレス

へのアラート通知だけでなく、スクリプトの実行も可能です。 

（ファイル監視）
【機能強化】

 

Windows 環境で、特定のファイルやフォルダに対する操作を

監視し、変更を検出してログを生成し、アラートを作成します。

即座にダッシュボードや専用のタブでサマリをレポート表示しま

す。レポートのスケジュール化も作成可能です。監査証跡として

一括管理でき、データセキュリティの監査が容易になります。 

また、エージェントによるログ収集のため、ログのプレフォーマ

ット処理を同時実行でき、収集性能が向上しています。 

 
[ EventLog Analyzer ファイル監視の詳細レポート画面 ] 

ログ管理 

（ログの収集） 

エージェントレス、またはリモートエージェントを使用して、Windows

イベントログや Syslogを収集、管理します。WMI によるイベントログの

取得、Syslogの受信が可能です。 

（ログのインポート） 

既存のWindows イベントログファイル(.evt/.evtx形式)や Syslogフ

ァイル、ミドルウェアやソフトウェア等から出力される任意形式のログフ

ァイル（暗号化されたログや、日本語を含むログには未対応）を、ロー

カルから、または FTP/SFTPを使用してリモートからインポートできま

す。定期インポート設定も可能です。 

（ログのアーカイブ） 

収集したログデータをファイル化し、ZIP形式でアーカイブして自動

的に保管します。アーカイブファイルを暗号化し、保管されたログの

改ざんを検出します。 

ログ解析 

（レポートの生成） 

収集したログを即座に解析し、レポートを表示します。イベント発生

数の多いホストやユーザの一覧表示、ユーザごとの操作イベントのグ

ラフ表示など、多様なレポートを生成します。米国 SOX 法、PCI DSS

等の規制法令に適合するコンプライアンスレポートも生成できます。

また、組織のニーズに合わせたレポートのカスタマイズ、レポートの定

期自動配信、CSV/PDF 形式でのエクスポートも可能です。 

（ログの検索） 

Web ブラウザ上で収集したログを特定のホストやイベント単位で検

索できます。必要に応じて、生ログを用いた詳細な検索も可能です。 

 
 

機能比較 Professional Edition Premium Edition Distributed Edition 

Windows イベントログ/Syslogの収集、ログ収集のスケジュール化 ○ ○ ○ 

ログのアーカイブ（ZIP 化）/暗号化、アラート生成、レポート生成 ○ ○ ○ 

Windows イベントログファイルのインポート ○ ○ ○ 

Syslogファイル / 任意形式のログファイルのインポート  × ○ ○ 

MS SQL Server（バックエンド DB）/Active Directory ベース認証 × ○ ○ 

リモートエージェント（Windows 32bit/64bit 環境） × ○ ○ 

ファイル監視（Windows 32bit/64bit環境） × ○ × 

監視ホスト/アプリケーション数 10～500 10～500 200～5000 

構成 単一サーバ 単一サーバ 2 階層分散サーバ 

年間ライセンス料金 （消費税別、年間保守サポート付き） ¥68,000～ ¥136,000～ ¥1,062,000～ 

通常ライセンス料金 （消費税別、初年度保守サポート付き） \196,000～ \490,000～ \3,264,000～ 

 
OS (32bit / 64bit) CPU メモリ ディスク ブラウザ 

Windows Server2003/2008/2008R2/2012、XP/Vista/7/8 32bit： 1GHz Pentium Dual Core Processor 

64bit： 2.8GHz Xeon LV Processor 以上 

2GB 

以上 

5GB 

以上 

Internet Explorer7.0以上 

Firefox 2.0 以上 Linux Red Hat Enterprise Linux 4 以上 

主なログ解析対象 

OS Windows – XP/ Vista/ 7、Server 2003/ 2008/ 2008R2/ 2012 Linux – Red Hat、Debian など UNIX – Solaris、HP-UX など 

ネットワーク機器 スイッチ・ルータ など、SNARE for Windows、IBM AS/400/iSeries – V5R1/ V5R2 / V5R3 / V5R4 / V5R5 / V6R1 

アプリケーション 
Amazon Web Services(AWS) EC2 Windows 【NEW】、Oracle、MS IIS W3C Web / FTP Server、MS SQL Server、 
DHCP Windows / Linux、VMWare、Apache Access、Printサーバなど 

 

 
 
 

 無料で製品を評価できます！ EventLog Analyzer ダウンロード  

主な機能 

Edition と価格 

動作環境 
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製品提供元 

ゾーホージャパン株式会社 
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1みなとみらいセンタービル13階 

Tel: 045-319-4612 （ManageEngine営業担当） 

http://www.manageengine.jp/ 

E-mail: jp-mesales@zohocorp.com 
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