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● 本書の目的 

本書は、Systemwalker Centric Manager 簡易チェックツール(イベント監視の条件定

義)の使用方法を説明しています。本書により、Systemwalker Centric Manager 簡易チ

ェックツール(イベント監視の条件定義)の使用方法を理解することができます。簡易チェ

ックツール(イベント監視の条件定義)は、Systemwalker 技術情報ホームページ(※1)にて、

Systemwalker Centric Manager ページのダウンロードより、入手できます。 

以下の Systemwalker Centric Manager 製品には、簡易チェックツール(イベント監視の

条件定義)がインストールされています。製品添付のマニュアルおよびヘルプを参照して

ください。 

・ Systemwalker Centric Manager V11.0L10 

・ Systemwalker Centric Manager 11.0 

(※1) 

Systemwalker 技術情報ホームページ： http://systemwalker.fujitsu.com/jp/man/ 
アクセスするためには、ユーザ ID とパスワードが必要になります。ユーザ ID とパス

ワードについては、Systemwalker Centric Manager のソフトウェア説明書を参照し

てください。 

● 本書の読者 

本書は、Systemwalker Centric Manager の監視機能の設定および操作する方を対象

としています。また、本書を読む場合、OS や GUI 操作の一般的な知識をご理解の上で

お読みください。 

 

Systemwalker Centric Manager は、各バージョンによって表記が異なるため、本書で

は、以降”Systemwalker CentricMGR”と記述しています。適宜、お読み変えください。 
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● 注意事項 

略記表記について 

● Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition、Microsoft® Windows Server™ 2003, 

Enterprise Edition 、 Microsoft® Windows Server™ 2003, Datacenter Editionお よ び

Microsoft® Windows Server™ 2003, Web Editionを“Windows Server™ 2003”と略していま

す。 

● Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system、Microsoft® Windows® 2000 

Server operating systemおよびMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server operating 

systemを“Windows® 2000”と略しています。 

● Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0およびMicrosoft® 

Windows NT® Workstation operating system Version 4.0を“Windows NT®”と略していま

す。 

● Microsoft® Windows® XP ProfessionalおよびMicrosoft® Windows® XP Home Editionを

“Windows® XP”と略しています。 

 

 

● お願い 

本書を無断で他に転載しないようお願いします。 

 本書は予告なしに変更されることがあります。 

 

● 商標について 

Microsoft 、 MS 、 MS-DOS 、 Windows 、 Windows NT 、 Visual Basic 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。 
Sun、Sun Microsystems、Sun ロゴ、Solaris およびすべての Solaris に関連する商

標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標

または登録商標であり、同社のライセンスを受けて使用しています。 
UNIX は、X/Open カンパニーリミテッドが独占的にライセンスしている米国ならびに他

の国における登録商標です。 
Systemwalker、SystemWalker は、富士通株式会社の商標です。 
その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

All Rights Reserved,Copyright © 富士通株式会社 1995-2003 
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1 簡易チェックツールについて 

1.1 簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)とは 

イベント監視の条件定義に対して発生したメッセージが、どの条件に一致するか、およ

び一致しなかった項目はどれかをシミュレートできるツールです。簡易チェックツールを使

用すると、イベント監視の条件定義に設定した条件とイベントがどの項目で一致するかを

調べることができます。 

 

1.2 確認できるイベント監視の条件定義 

以下で動作するイベント監視の条件定義について確認することができます。 

・ Windows® 

SystemWalker/CentricMGR V5.0L10 以 降  Systemwalker Centric Manager 

V11.0L10 まで 

・ Solaris 

SystemWalker/CentricMGR 5.0 以降 Systemwalker Centric Manager 11.0 まで 

 

1.3 動作環境 

簡易チェックツールは、以下のマシンで動作可能です。 

 SystemWalker/CentricMGR がインストールされている場合 

SystemWalker/CentricMGR V5.0L10 ま た は 
SystemWalker/CentricMGR 5.0の PCクライアント がインストールされてい

る場合 

• 

• 

• 

SystemWalker/CentricMGR がインストールされていないマシンで、確認し

てください。 

SystemWalker/CentricMGR V5.0L20 ～ V10.0L10 ま た は 
SystemWalker/CentricMGR 5.1～10.0 の PC クライアントがインストールさ

れている場合 

  Windows® 2000 
  Windows® XP 

注意事項をお読みの上、DLL ファイルが不足している場合は、ファイルを追加

してください。 

SystemWalker/CentricMGR V10.0L20 ま た は 
SystemWalker/CentricMGR 10.1のPCクライアントがインストールされてい
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る場合 
Windows NT®+ Service Pack 5 以降 
Windows® 2000 
Windows® XP 
Windows Server™ 2003 
 

 SystemWalker/CentricMGR がインストールされていない場合 

Windows NT® 
Windows® 2000 
Windows® XP 
Windows Server™ 2003 

注意事項をお読みの上、DLL ファイルが不足している場合は、ファイルを追加して

ください。 
 

注意事項 

簡易チェックツールを起動するには、以下の Visual C++のランタイムライブラリが必要

です。これらのファイルがない場合は、[システム環境変数]の Path 変数に登録されている

ディレクトリに保存してください。 一般のダウンロードサイトで、”Windows”,”ユーティリテ

ィ”,”ランタイムパッケージ”等をキーワードに入手することができます。 
  

MFC42.DLL  (6.0.8447.0 以降) ￭ 

￭ 

￭ 

MSVCRT.DLＬ  (6.0.8397.0 以降) 
MSVCP60.DLL  (6.0.8168.0 以降) 

 
 

2 簡易チェックツールの使用 

2.1 イベント監視の条件定義の確認手順 

簡易チェックツールを使用して、イベント監視の条件定義を確認する手順は以下の通

りです。 

1. 簡易チェックツールを起動します。 

2. [定義ファイルの設定]ダイアログで、確認するイベント監視の条件定義を設定しま

す。 
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3. [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]画面に、2.で指定したイベント監視

の条件定義の定義内容が表示されます。 

4. 確認したいメッセージを選択し、チェックを実行します。 

 手入力でメッセージを確認する場合は、[メッセージの設定 – Windows イベン

トログ]ダイアログボックス、または[メッセージの設定 – 監視メッセージ]ダイア

ログボックスでメッセージを入力し、チェックを行います。 

発生済みのメッセージを確認する場合は、[メッセージの読み込み]ダイアロ

グボックスにより読み込むデータを選択し、[メッセージの選択]ダイアログボッ

クスによりメッセージを選択し、チェックを行います。 

5. [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]画面に、4.で設定したメッセージの

比較結果の情報が色で表示されます。イベント監視の条件が、意図したとおりに

設定されているかを確認します。 

6. 監視の条件が正しくない場合、イベント監視の条件定義を変更し、再度チェックし

ます。 

7. 確認したいメッセージに対して、4.から 6.を繰り返します。 

8. 簡易チェックツールを終了します。 

 

イベント監視の条件定義を準備する 

簡易チェックツールを起動したシステムのイベント監視の条件定義を確認する場合 

準備の必要はありません。 

他システムのイベント監視の条件定義を確認する場合 

1. 対象のファイルまたはディレクトリを簡易チェックツールを起動するシステムの任

意ディレクトリに格納します。 

SystemWalker 5.0 ～ 5.1 の場合 
 /etc/opt/FJSVfwaos/abevtact 
SystemWalker V5.0L10 ～ V5.0L20 の場合 
 (Instdir)¥mpwalker¥mpaosfsv¥base¥etc¥abevtact 

Instdir : SystemWalker インストールディレクトリ 
SystemWalker 5.2 ～ 11.0 および 
SystemWalker V5.0L30 ～ V11.0L10 の場合 
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 aoseacsv(イベント監視の条件定義の CSV 出力コマンド)で出力したフ

ァイル 
ポリシー定義の場合 
 poout(イベント監視の条件のポリシー移出コマンド)で出力したディレ

クトリ 
 

2. [定義ファイルの設定]ダイアログボックスにおいて、任意のオプションボタンを選

択し、ファイル名またはディレクトリ名を指定します。 

- abevtact ファイルおよび poout の出力ディレクトリの場合 

[イベント監視の条件定義が格納されているディレクトリ]オプションボタン 

- CSV ファイルの場合 

[イベント監視条件の CSV ファイル] オプションボタン 

 

2.1.1 簡易チェックツールを起動する 

簡易チェックツールは、以下のコマンドを実行して起動します。 

 

 

簡

示さ

簡

れ

は、

2.1.2 確

簡

簡易

義)

[定

  
mpaosevchk.exe 
易チェックツールを起動すると、[定義ファイルの設定]ダイアログボックスが表

れます。 

 

易チェックツールは、Windows(R)のみで起動可能です。UNIX にインストールさ

ているイベント監視の条件定義など、他システムの定義を確認する場合

”3.2[定義ファイルの設定]ダイアログボックス”の参考事項を参照してください。 

認するイベント監視の条件定義を設定する 

易チェックツールを使用して確認するイベント監視の条件定義を設定します。

チェックツールの起動時、および、[簡易チェックツール(イベント監視の条件定

]メイン画面より[ファイル]メニューの[定義ファイルの設定]を選択した場合に、

義ファイルの設定]ダイアログボックスが表示されます。 
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[Systemwalker に設定済みの

定義ファイル]オプションボタ

ン 

簡 易 チ ェ ッ ク ツ ー ル を 起 動 し た シ ス テ ム に

Systemwalker CentricMGR がインストールされて

いる場合に選択できます。簡易チェックツールを

起動するシステムのイベント監視の条件定義を、

確認対象とする場合に選択します。 

[イベント監視の条件定義が

格納されているディレクトリ]オ

プションボタン 

イベント監視のポリシー設定により定義したイベ

ント監視の条件定義を確認対象とする場合に指

定します。イベント監視のポリシー移出コマンド

(pout)により出力したディレクトリを指定します。 

[イベント監視の条件の CSV

ファイル]オプションボタン 

他システムのイベント監視の条件定義を、確認

対象とする場合に選択します。 

イベント監視の条件定義の CSV 出力コマンド

(aoseacsv)で作成した CSV ファイル名を指定しま

す。 

 
他システムのイベント監視の条件定義を確認する場合は、”3.2[定義ファイルの設

定]ダイアログボックス”の参考事項を参照してください。 

 

2.1.3 [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]画面 

簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)メインウィンドウでは、簡易チェック

ツールの操作およびチェック結果の確認、アクション実行条件およびアクションの表

示を行います。 

 イベント定義の表示 

   
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2004 

5



一覧には、イベント監視の条件定義に設定されている監視するメッセージの

条件が表示されます。一覧の各列には、イベント監視の条件定義画面のイベ

ント定義において設定された情報が表示されます。イベントの情報を特定しな

い場合は、”*”が表示されます。 

 アクション実行条件およびアクションの表示 

読み込んだイベント監視の条件定義に設定されているアクション実行条件

およびアクションを表示します。これにより、イベントと一致する行を見つけた

場合に、そのイベントによってどのようなアクションが実行されるか、また、監

視イベント一覧に表示されるか等を簡易チェックツール(イベント監視の条件定

義)画面の一覧で確認することができます。 

アクション実行条件およびアクションは、簡易チェックツール(イベント監視の

条件定義)の初回起動時には、表示されません。表示するには、[表示]メニュ

ーより[列の選択]を選択し、[列の選択]ダイアログボックスから必要な情報を

選択します。表示している列の情報は、次回の簡易チェックツール起動時に引

き継がれます。 

アクション条件、メッセージ監視およびアクションは、イベント監視の条件定

義画面の一覧と同じ形式で表示されます。ただし、簡易チェックツールでは、

上位優先/常時実行で色を分けません。 

アクション実行条件およびアクションに設定されている情報は、[アクション定

義[アクション条件]]ダイアログボックスおよび[アクション定義]ダイアログボック

スの各シートで、確認することができます。 

 

2.1.4 確認したいメッセージを設定しチェックする 

イベント監視の条件と比較するメッセージを設定します。メッセージの設定は、以

下の方法で行います。 

• 

• 

手入力でメッセージを指定する。 

メッセージデータを読み込み、データの中にあるメッセージを選択します。 

2.1.4.1 手入力でメッセージを指定する場合 

[Windows イベントログに出力される形式でメッセージを設定する場合] 

   
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2004 

6



 
1. [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面で、[操

作] – [メッセージの設定] – [Windows イベントログ]メニューを選択す

ると、[メッセージの設定 – Windowsイベントログ]ダイアログボックス

が表示されます。 

2. イベントログの形式で情報を設定します。 

3. 下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ監視において、

イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスより、イベントの属性一覧に表示されている情報を変

更してください。 

4. [チェック]ボタンをクリックし、メッセージの比較を行います。 

 

[UNIX のシステムログ、または Systemwalker コンソールの監視イベント一

覧およびメッセージ一覧に表示される形式で設定する場合] 
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1. [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面で、[操

作] – [メッセージの設定] – [監視メッセージ]メニューを選択すると、

[メッセージの設定 – 監視メッセージ]ダイアログボックスが表示さ

れます。 

2. 比較するメッセージを設定します。 

3. 下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ監視において、

イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスにより、イベントの属性一覧に表示されている情報を

変更してください。 

4. [チェック]ボタンをクリックして、メッセージの比較を行います。 

 

 

イベント監視の条件定義とメッセージの比較は、空白の数や大文字/小文

字、半角/全角の違いも比較されます。入力ミスによるこれらの違いの発生を

防ぐために、コピー&張り付けの機能を使用して設定してください。 

 

2.1.4.2 メッセージデータを読み込んで設定する場合 

メッセージを読み込むデータとして指定できる種類を以下に示します。 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

Windows イベントログ 

Windows イベントログをテキスト(CSV 形式)で出力したファイル 

UNIX のシステムログ 

監視ログファイル 
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￭ 

￭ 

opamsgrev(メッセージ検索コマンド)で出力したファイル 

opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル 

 

1. [監視チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面で、[操

作] – [メッセージの読み込み]メニューを選択すると、[メッセージの

読み込み]ダイアログボックスが表示されます。 

2. メッセージを読み込むデータの種類およびファイルを指定し、[OK]を

選択します。 

詳しくは、”3.5[メッセージの読み込み]ダイアログボックス”の”注

意事項”を参照してください。 

3. [メッセージの選択]ダイアログボックスで比較するメッセージを選択

します。 

4. [絞り込み]ボタンを選択すると、[メッセージの絞り込み]ダイアログ

ボックスが表示され、[メッセージ一覧]に表示されているメッセージ

の絞り込み、または、絞り込む条件を変更することができます。絞り

込みの条件は以下の通りです。 

- 日時指定 

- ホスト名指定 

- 文字列指定 
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5. 詳しくは、”3.6[メッセージの選択]ダイアログボックス”を参照してくだ

さい。 

6. 下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ監視において、

イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスより、イベントの属性一覧に表示されている情報を変

更してください。 

7. [チェック]ボタンをクリックし、メッセージの比較を行います。 

 

2.1.5 メッセージの比較結果を確認する 

比較するメッセージを[メッセージの設定]ダイアログボックスで入力した後、また

は[メッセージの選択]ダイアログボックスで選択した後、[チェック]ボタンをクリックす

ると、イベント監視の条件定義との比較結果が表示されます。確認するメッセージ

の情報、およびイベント監視の条件定義の設定内容により、比較結果は以下の背

景色で表示されます。また、条件のすべての項目が一致した場合は、行番号が青

色で表示されます。アクション実行条件が設定されている場合には、条件のすべて

の項目が一致すると行番号が緑色で表示されます。詳細は、”3.1 簡易チェックツー

ル(イベント監視の条件定義)メインウィンドウ”を参照してください。また、[一致した

行の検索]ダイアログボックスを使用して、すべての条件が一致した行または一致

するか不明な行を検索することができます。 

 

イベント監視の条件定義 発生するメッセージの情報 

特定しない 特定する 

指定あり 青 青または背景色なし 

指定なし(分からない) 青 黄色 

 背景色(青)： 一致した項目 

 背景色(黄)： 一致するか不明な項目 

 背景色(なし)： 一致しない項目 

 背景色(緑)： すべての条件に一致し、アクション実行条件が設

定されている項目(行番号およびアクションのみ) 
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ア ク シ ョ ン 条 件 が 設 定 さ れ て い る イ ベ ン ト 監 視 の 条 件 定 義 を 確 認 す る 場

合、”3.10[アクション定義[アクション条件]]ダイアログボックス”の注意事項を参照し

てください。 

 

2.1.6 イベント監視の条件が正しくなかったら 

メッセージの比較結果をチェックし、一致させたい条件の行とメッセージが一致し

ているかを確認します。”3.1 簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)メインウ

ィンドウ”の”比較結果の検証”および”メッセージと条件の比較結果について”を参

照してください。イベント監視の条件が正しくない場合、イベント監視の条件定義を

変更します。 

イベント監視の条件定義を変更した場合、[ファイル] - [定義ファイルの再読み込

み]メニューを選択し、新しいイベント監視の条件定義を読み込みます。再度メッセ

ージを入力して、イベント監視の条件が意図したとおりに設定されているかを確認

します。 

2.1.7 繰り返しチェックする 

イベント監視の条件定義が意図した通りに設定されるまで、2.1.4 － 2.1.6 を繰り
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返し確認したいメッセージをチェックします。 

2.1.8 簡易チェックツールを終了する 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]画面で、[ファイル] – [終了]メニュ

ーを選択し、簡易チェックツールを終了します。 

 

2.2 確認結果をログファイルに出力する 

メッセージの比較結果を、ログファイルに出力することができます。ログファイルの形

式は、”3.9 [ログ出力設定]ダイアログボックス”を参照してください。 

ログファイルの出力方法 

1. [簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]画面で、[設定]-[ログ]メニュ

ーを選択します。 

[ログ出力設定]ダイアログボックスが表示されます。 

2. [結果をログファイルに出力する]チェックボックスをチェックし、ログを出力す

るファイル名を 259 バイト以内で指定します。 

3. ログファイルに出力する内容を以下から選択し、[OK]ボタンをクリックしま

す。 

全行出力 すべての条件の確認結果を出力します。 

一致した行まで出力 すべての項目が一致した行までをファイルに

出力します。 

一致した行のみ出力 すべての行が一致した行のみファイルに出

力します。 

 

3 ウィンドウ説明 

3.1 簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)メインウィンドウ 

 概要 

簡易チェックツールの操作、および比較結果の確認を行います。 

 呼び出し方法 

簡易チェックツールは、以下のコマンドを実行することにより起動されます。 

 mpaoseachk.exe        
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 メニューの説明 

[ファイル]メニュー 
定義ファイルの設定 確認するイベント監視の条件定義を変更する場合

に選択します。[定義ファイルの設定]ダイアログボ

ックスが表示されます。 

定義ファイルの再読み込み 確認中のイベント監視の条件定義を、イベント監視

の条件定義画面などで変更した場合に選択しま

す。 

終了 簡易チェックツールを終了します。 

[操作]メニュー 
メッセージの設定  

 Windows イベントログ 手入力で、Windows イベントログに出力されるメッ

セージを確認する場合に選択します。[メッセージ

の設定 – Windows イベントログ]ダイアログボック

スが表示されます。 

 監視メッセージ 手 入 力 で 、 UNIX の シ ス テ ム ロ グ 、 ま た は 、

Systemwalker コンソールの監視イベント一覧およ
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びメッセージ一覧に表示されるメッセージを確認す

る場合に選択します。[メッセージの設定 – 監視メ

ッセージ]ダイアログボックスが表示されます。 

メッセージの読み込み メッセージを読み込むデータの情報を設定し、デー

タの中にあるメッセージを確認する場合に選択しま

す。[メッセージの読み込み]ダイアログボックスが

表示されます。 

一致した行の検索 比較結果から、条件が一致(行番号が青または緑)

および不明(行番号が黄)の行を検索します。[一致

した行の検索]ダイアログボックスが表示されます。 

[表示]メニュー 
アクション条件 選択している行に定義されているアクションの実行

条件を表示する場合に選択します。[アクション定

義[アクション条件]]ダイアログボックスが表示され

ます。 

アクション 選択している行に定義されているアクションを表示

する場合に選択します。[アクション定義]ダイアロ

グボックスが表示されます。 

列の選択 一覧に表示する情報(列)を変更する場合に選択し

ます。[列の選択]ダイアログボックスが表示されま

す。 

ツールバー ツールバーを表示するかを選択します。 

ステータスバー ステータスバーを表示するかを選択します。 

[設定]メニュー 
ログ 確認結果のログをファイルに出力する場合、また

は、出力するログファイルや、出力する情報を変更

する場合に選択します。[ログ出力設定]ダイアログ

ボックスが表示されます。 

[ヘルプ]メニュー 
使用できません。 

 

 表示の説明 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の一覧には、[定義ファ

イルの設定]ダイアログボックスで設定したイベント監視の条件定義のイベント定義
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で設定した情報が表示されます。イベントの情報を特定しない場合は、“*”で表示さ

れます。 

イベント監視の条件定義で無効に設定されている条件については、背景色が灰

色になります。無効になっている条件については比較を行いません。 

比較するメッセージを[メッセージの設定]ダイアログボックスで入力した後、また

は[メッセージの選択]ダイアログボックスで選択した後、[チェック]ボタンをクリックす

ると、条件に一致したかの情報が一覧に表示されます。 

 

背景色 背景色の意味   
青 メッセージが条件と一致します。  (一致) 
緑 すべての条件が一致しますが、アクション実行条件が

設定されています。 
 (条件付き一

致) 
黄 [イベントの属性の設定]ダイアログボックスで、イベント

の属性が設定されていない為、条件と一致するかは

不明です。 

 (不明) 

(無) メッセージは条件と一致しません。  (不一致) 
 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

条件のすべての項目が一致し、アクション実行条件が設定されていない場合

は、行番号を“一致” の色(青)にします。 

条件のすべての項目が一致し、アクション実行条件も設定されている場合は、

行番号を“条件付き一致”の色(緑)にします。 

条件の中に不一致の項目がある場合は、行番号を“不一致”の色(無)にしま

す。 

条件の中に一致と不明の項目が混在している場合は、行番号を“不明”の色

(黄)にします。この行は、実際に発生したメッセージの情報が条件の不明の項

目と一致した場合、“一致”する条件になります。 

設定のあるアクション実行条件およびアクション定義は、行番号と同じ色にな

ります。 

 

 比較結果の検証 

1. メッセージを一致させたい条件の行番号が“不一致” になっている場合 

“不一致”になっている項目について、以下のことを見直します。 

正規表現が正しく記述されているか 

大文字/小文字の違いはないか 

スペルミスはないか 

全角/半角の違いはないか 

空白の数は同じか 

2. メッセージが一致する条件の行を調べる 
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行番号を調べ、最初に“一致”する行を調べます。 

この行より上に“不明”の条件がないかを調べます。行番号が“不明”となっている

行がない場合は、この行が最初に一致する条件になります。 

行番号が“不明”となっている行がある場合、[イベントの属性の設定]ダイアログ

ボックスで不明の項目を設定し、再度、条件と比較します。この操作により、行番号

が“一致”に変わった場合は、この行が最初に一致する条件になります。 

3. メッセージを一致させたい条件と 2.で調べた行が一致する場合 

イベント監視の条件定義は正しく設定されています。 

4. メッセージを一致させたい条件が 2.で調べた行より下にある場合 

メッセージを一致させたい条件に設定されているメッセージ監視アクション、およ

び実行方法の指定に上位優先が指定されているアクションは実行されません。こ

れらのアクションを実行させるためには、2.で調べた行より上に、メッセージを一致さ

せたい条件の行を移動します。 

 

 メッセージと条件の比較結果について 

ホスト名についての扱いは以下のようになります。 

 

条件定義の設定 [イベントの属性の設定] 

ダイアログボックスの設定 

比較結果 

 

特定しない * 一致 
自システム 分からない 不明 
自システム 設定する(自システム) 一致 
自システム 設定する(他システム) 不一致 
全ての他システム 分からない 不明 
全ての他システム 設定する(自システム) 不一致 
全ての他システム 設定する(他システム) 一致 
ホスト名指定 分からない 不明 
ホスト名指定 設定する(自システム) 一致または不一致 
ホスト名指定 設定する(他システム) 一致または不一致 

 

 注意事項 

アクション実行条件についてチェックはできません。 

3.2 [定義ファイルの設定]ダイアログボックス 

 概要 
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簡易チェックツールにより確認するイベント監視の条件定義を指定します。 

 呼び出し方法 

簡易チェックツールの起動時、および[簡易チェックツール(イベント監視の条件定

義)]メイン画面より[ファイル]メニューの[定義ファイルの設定]を選択することにより

表示されます。 

 

 項目の説明 

[Systemwalker に設定済みの定義ファイル]オプションボタン 
簡易チェックツールを起動したマシンのイベント監視の条件定義を確認対象とす

る場合に選択します。本オプションボタンを選択する場合は、システム管理者

(Administrators グループに属するユーザ)の権限が必要です。 

簡易チェックツールを起動したシステムに Systemwalker CentricMGR がインスト

ールされている場合に選択できます。 

[イベント監視の条件定義が格納されているディレクトリ]オプションボタン 
イベント監視のポリシー設定で定義したイベント監視の条件定義を確認対象とす

る場合に指定します。 

[イベント監視の条件定義が格納されているディレクトリ]入力域 
イベント監視の条件のポリシー移出コマンド(poout)により出力したディレクトリを

指定します。[参照]ボタンを選択し、ディレクトリを選択することができます。 

[イベント監視条件の CSV ファイル]オプションボタン 
他システムのイベント監視の条件定義を確認対象とする場合に選択します。 

[イベント監視条件の CSV ファイル]入力域 
他システムのイベント監視の条件定義を CSV 形式に出力したファイル名を指定し

ます。[参照]ボタンを選択し、ファイルを選択することができます。 

[OK]ボタン 
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指定されたイベント監視の条件定義を読み込み、[簡易チェックツール(イベント監

視の条件定義)]メイン画面に表示し、画面を閉じます。 

[キャンセル]ボタン 
指定されたイベント監視の条件定義を読み込まないで、画面を閉じます。簡易チ

ェックツールを起動時に[キャンセル]ボタンを選択した場合は、簡易チェックツー

ルを終了します。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

  
 他システムのイベント監視の条件定義を確認する場合は、イベ

ント監視の条件定義の CSV 出力コマンド(aoseacsv)により CSV

形式で定義を取り出し、簡易チェックツールを起動するマシンの

任意のディレクトリに格納します。 

 イベント監視のポリシー設定を行なっている運用管理サーバが

他システムの場合、イベント監視の条件のポリシー移出コマンド

(poout)により出力したデータを、簡易チェックツールを起動する

マシンの任意のディレクトリに格納します。 

 SystemWalker/CentricMGR V5.0L10 以 降 お よ び 

SystemWalker/CentricMGR 5.0 以降で動作するイベント監視の

条件定義のみ指定可能です。 

 

3.3 [メッセージの設定 – Windows イベントログ]ダイアログボックス 

 概要 

イベント監視の条件定義と比較する Windows イベントログに出力されるメッセージを

設定します。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の[操作]メニューから[メ

ッセージの設定]-[Windows イベントログ]を選択します。 
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 項目の説明 

[ログの種類]リスト 
比較するイベントのログの種類をリストから選択します。選択可能なログは以下

のとおりです。 

・ システムログ 

・ セキュリティログ 

・ アプリケーションログ 

DNS Server、Directory Service、ファイル複製サービスのログを監視する場合は、

システムログを選択します。 

[イベント ID]入力域 
イベントのイベント ID を 0 から 65535 の間で設定します。 

[ソース]入力域 
イベントのソース名を 253 バイト以内で指定します。 

[種類]リスト 
イベントの種類を選択します。選択可能な種類を以下に示します。 

・ エラー 

・ 警告 

・ 情報 

・ 成功の監査 

・ 失敗の監査 

・ (なし) 
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成功の監査および失敗の監査は、セキュリティログを選択した場合のみ選択可

能です。種類がない場合は、“(なし)"を選択します。 

[分類]入力域 
イベントの分類を 64 バイト以内で設定します。分類が“なし”の場合は何も指定し

ません。 

[説明]入力域 
イベントの説明を 1024 バイト以内で指定します。 

[イベントの属性]一覧 
設定したメッセージを、イベント監視の条件定義の[イベント定義]に指定された条

件と比較する場合の情報を表示します。内容に “－” が表示されるものは、その

項目の内容が不明な場合です。 

項目 内容 

ラベル名  [ラベルの特定]と比較する情報です。 
エラー種別 [エラー種別の特定]と比較する情報です。 
メッセージテキスト [メッセージテキストの特定]と比較する情報です。 
発生時刻 － 
ホスト名 [ホスト名の特定]と比較する情報です。ホスト名の情報

は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスより設定します。 
監視イベント種別 [監視イベント種別の特定]と比較する情報です。ログの

種類により、以下のように表示されます。 
システムログの場合 ： “システム” 
セキュリティログの場合 ： “セキュリティ” 
アプリケーションログの場合 ： “アプリケーション” 
監視イベント種別を変更する場合は、[設定]ボタンを選択

し、[イベントの属性の設定]ダイアログボックスより設定し

ます。 
重要度 [重要度の特定]と比較する情報です。イベントの種類に

より、以下のように表示されます。 
エラー ： “重要” 
警告 ： “警告” 
情報 ： “一般” 
成功の監査 ： “一般” 
失敗の監査 ： “重要” 
(なし) ： “最重要” 
重要度を変更する場合は、[設定]ボタンを選択し、[イベ

ントの属性の設定]ダイアログボックスより設定します。 
メッセージタイプ [メッセージタイプの特定]と比較する情報です。“一般メッ
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セージ”が表示されます。メッセージタイプを変更する場

合は、[設定]ボタンの選択し、[イベントの属性の設定]ダ
イアログボックスより設定します。 

通報番号 [通報番号の特定]と比較する情報です。“0"が表示され

ます。通報番号を変更する場合は、[設定]ボタンを選択

し、[イベントの属性の設定]ダイアログボックスより設定し

ます。 

[設定]ボタン 
イベントの属性を変更する場合に選択します。[イベントの属性の設定]ダイアログ

ボックスが表示されます。下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ

監視において、イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダ

イアログボックスより、イベントの属性一覧に表示されている情報を変更してくださ

い。 

[チェック]ボタン 
イベント監視の条件定義と設定したメッセージが比較され、比較結果が[簡易チェ

ックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示されます。 

[キャンセル]ボタン 
本画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

  

 イベント監視の条件定義とメッセージの比較は、空白の数や大

文字/小文字、半角/全角の違いも比較されます。入力ミスによ

るこれらの違いの発生を防ぐために、コピー&張り付けの機能を

使用して設定してください。 

 

3.4 [メッセージの設定 – 監視メッセージ]ダイアログボックス 

 概要 

イベント監視の条件定義と比較するメッセージを、UNIX システムログ、または

Systemwalker コンソールの監視イベント一覧およびメッセージ一覧に表示される形

式で設定します。 

 呼び出し方法 

   
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2004 

21



[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の[操作]メニューから[メ

ッセージの設定]-[監視メッセージ]を選択します。 

 

 項目の説明 

[メッセージ入力域] 
UNIX のシステムログ、または、Systemwalker コンソールの監視イベント一覧およ

びメッセージ一覧に表示されている形式でメッセージを 2048 バイト以内で指定し

ます。UNIX のシステムログからメッセージを設定する場合、システムログに出力

されているメッセージの先頭にある日付とホスト名を除いた部分を設定してくださ

い。 

[イベントの属性]一覧 
設定したメッセージを、イベント監視の条件定義の[イベント定義]に指定された条

件と比較する場合の情報を表示します。内容に “－” が表示される項目は、そ

の項目の内容が不明な場合です。 

項目 内容 

ラベル名  [ラベルの特定]と比較する情報です。ラベル名がない場

合は、何も表示されません。 

エラー種別 [エラー種別の特定]と比較する情報です。エラー種別が

ない場合は、何も表示されません。 

メッセージテキスト [メッセージテキストの特定]と比較する情報です。メッセ

ージテキストがない場合は、何も表示されません。 

発生時刻 － 

ホスト名 [ホスト名の特定]と比較する情報です。ホスト名の情報

は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスより設定します。 

監視イベント種別 [監視イベント種別の特定]と比較する情報です。“システ
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ム”が表示されます。監視イベント種別を変更する場合

は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの属性の設定]ダイ

アログボックスより設定します。 

重要度 [重要度の特定]と比較する情報です。エラー種別により、

以下のように表示されます。 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

停止   ： “最重要” 

エラー ： “重要” 

警告   ： “警告” 

情報   ： “一般” 

(なし)  ： “重要” 

重要度を変更する場合は、[設定]ボタンを選択し、[イベ

ントの属性の設定]ダイアログボックスより設定します。 

メッセージタイプ [メッセージタイプの特定]と比較する情報です。“一般メッ

セージ”が表示されます。メッセージタイプを変更する場

合は、[設定]ボタンの選択し、[イベントの属性の設定]ダ

イアログボックスより設定します。 

通報番号 [通報番号の特定]と比較する情報です。“0"が表示され

ます。通報番号を変更する場合は、[設定]ボタンを選択

し、[イベントの属性の設定]ダイアログボックスより設定し

ます。 

 

[設定]ボタン 
イベントの属性を変更する場合に選択します。[イベントの属性の設定]ダイアログ

ボックスが表示されます。下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ

監視において、イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダ

イアログボックスより、イベントの属性一覧に表示されている情報を変更してくださ

い。 

[チェック]ボタン 
イベント監視の条件定義と設定したメッセージが比較され、比較結果が[簡易チェ

ックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示されます。 

[キャンセル]ボタン 
本画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 
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イベント監視の条件定義とメッセージの比較は、空白の数や大文字/小文字、半角

/全角の違いも比較されます。入力ミスによるこれらの違いの発生を防ぐために、コ

ピー&張り付けの機能を使用して設定してください。 

3.5 [メッセージの読み込み]ダイアログボックス 

 概要 

イベント監視の条件定義と比較するメッセージを読み込むデータの情報を設定しま

す。メッセージを読み込むデータとして指定できるのは、以下の 6 種類です。 

・ 簡易チェックツールを起動したシステムのイベントログ 

・ イベントログをカンマ区切りテキストで出力したファイル 

・ UNIX のシステムログ 

・ 監視ログファイル 

・ メッセージ検索コマンド(opamsgrev)の実行結果を出力したファイル 

・ 監視イベント履歴 CSV 出力コマンド(opmtrcsv)の実行結果を出力したファイル 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面で、[操作]メニューの[メッ

セージの読み込み]を選択します。 
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 項目の説明 

[Windows イベントログ]オプションボタン 
簡易チェックツールを起動したシステムのイベントログを読み込む場合に選択しま

す。 

[ログの種類]リスト 
読み込むイベントログの種類を選択します。選択可能なログの種類を以下に示し

ます。 

・ システムログ 

・ セキュリティログ 

・ アプリケーションログ 

・ DNS Server 

・ Directory Service 

・ ファイル複製サービス 

[Windows イベントログをテキスト(CSV 形式)で出力したファイル]オプションボ

タン 
イベントログをカンマ区切り(CSV 形式)のテキストで出力したファイルを読み込む

場合に選択します。 

[ログの種類]リスト 
イベントログをカンマ区切り(CSV 形式)のテキストで出力したファイルのログの種

類を選択します。選択可能なログの種類を以下に示します。 

・ システムログ 

・ セキュリティログ 

・ アプリケーションログ 

DNS Server、Directory Service、ファイル複製サービスのログを確認する場合は、

システムログを選択します。 

[UNIX のシステムログ]オプションボタン 
UNIX のシステムログを読み込む場合に選択し、[ファイル名]入力域に、システム

ログのファイル名を指定します。なお、システムログのファイル内に EUC コードが

存在する場合は、SJIS コードに変換してください。 

[監視ログファイル]オプションボタン 
[監視ログファイル設定]ダイアログボックスに設定されている監視ログファイルを

読み込む場合に選択し、[ファイル名]入力域に、監視ログファイル名を指定します。

なお、監視ログファイル内に EUC コードが存在する場合は、SJIS コードに変換し

てください。また、Systemwalker で監視できない形式のファイル(バイナリデータを

含む等)は指定しないでください。 

[ラベル、エラー種別を付加する]チェックボックス 
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[監視ログファイル設定]ダイアログボックスにおいて、監視するログファイルにラ

ベルおよびエラー種別が設定されている場合に選択します。選択した場合、ラベ

ル名およびエラー種別を設定します。 

[ラベル名]入力域 
[監視ログファイル設定]ダイアログボックにおいて、監視ログファイルに設定され

ているラベル名を 256 バイト以内で指定します。 

[エラー種別]リスト 
[監視ログファイルの設定]ダイアログボックスにおいて、監視ログファイルに設定

されているエラー種別を選択します。選択可能なエラー種別を以下に示します。 

・ INFO 

・ WARNING 

・ ERROR 

・ HALT 

・ 情報 

・ 警告 

・ エラー 

・ 停止 

[opamsgrev(メッセージ検索コマンド)で出力したファイル]オプションボタン 
メッセージ検索コマンド(opamsgrev)の実行結果を出力したファイルを読み込む場

合に選択し、[ファイル名]入力域に、メッセージ検索コマンドの実行結果を出力し

たファイルを指定します。なお、ファイル内に EUC コードが存在する場合は、SJIS

コードに変換してください。 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]オプション

ボタン 
監視イベント履歴 CSV 出力コマンド(opmtrcsv)の実行結果を出力したファイルを

読み込む場合に選択し、[ファイル名]入力域に、監視イベント履歴 CSV 出力コマ

ンドの実行結果を出力したファイルを指定します。なお、ファイル内に EUC コード

が存在する場合は、SJIS コードに変換してください。 

[ファイル名]入力域 
メッセージを読み込むファイル名を 260 バイト以内で指定します。[参照]ボタンを

選択し、ファイルを選択することができます。なお、指定したファイル内で使用でき

る全角コードは、SJIS コードのみです。 

[OK]ボタン 
指定されたデータを読み込み、[メッセージの選択]ダイアログボックスを表示し、

本画面を閉じます。 

[キャンセル]ボタン 
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データを読み込まずに、本画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

 

 他システムのデータを読み込む場合は、データを採取後、簡易チェックツ

ールを起動するマシンの任意のディレクトリに格納します。また、UNIX で

採取したファイル内に EUC コードが含まれる場合は、SJIS コードに変更

する必要があります。 

 読み込めるデータのサイズは簡易チェックツールを起動した後のシステ

ムの残りのメモリ量に依存し、最大でファイルサイズ×３のメモリを必要と

します。読み込むデータが大きい場合は、ファイルを編集し、一度に確認

するメッセージの量を減らしてください。 

 SystemWalker/CentricMGR V5.0L10 以 降 お よ び 

SystemWalker/CentricMGR 5.0 以降で採取した opamsgrev(メッセージ

検索コマンド)、および opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)の

出力結果のみ指定可能です。 

 

3.6 [メッセージの選択]ダイアログボックス 

 概要 

[メッセージの読み込み]ダイアログボックスで指定したデータ内のメッセージを、イ

ベント監視の条件定義と比較します。 

 呼び出し方法 

[メッセージの読み込み]ダイアログボックスで、読み込むデータを指定し、[OK]ボタ

ンを選択します。 
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 項目の説明 

[メッセージ一覧]一覧 
[メッセージの読み込み]ダイアログボックスで指定したデータにあるメッセージを

表示します。改行コードは、“..”または“.”で表示されます。表示するメッセージを

絞り込む場合は、[絞り込み]ボタンを選択し、[メッセージの絞り込み]ダイアログボ

ックスで表示される条件を指定します。 

[絞り込み]ボタン 
[メッセージ一覧]に表示されているメッセージを絞り込む場合、または、絞り込む

条件を変更する場合に選択します。[メッセージの絞り込み]ダイアログボックスが

表示されます。 

[絞り込み解除]ボタン 
メッセージの絞り込みを解除し、[メッセージ一覧]に[メッセージの読み込み]ダイア

ログボックスで指定してデータにあるメッセージをすべて表示します。 

[イベントの属性]一覧 
[メッセージの一覧]で選択したメッセージをイベント監視の条件定義の[イベント定

義]に指定された条件と比較する場合の情報を表示します。内容に “－”が表示

される項目は、その項目の内容が不明な場合です。 

項目 内容 

行番号 メッセージ一覧の先頭からの位置を表示します。 
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ラベル名 [ラベルの特定]と比較する情報です。ラベルがない場合は、

何も表示されません。 

エラー種別 [エラー種別の特定]と比較する情報です。エラー種別がない

場合は、何も表示されません。 

メッセージテキスト [メッセージテキストの特定]と比較する情報です。メッセージ

テキストがない場合は、何も表示されません。 

発生時刻 メッセージの発生日時を表示します。監視ログファイルを指定

している場合は、“－”が表示されます。 

ホスト名 [ホスト名の特定]と比較する情報です。メッセージの発生した

ホスト名(イベントログの場合は、コンピュータ名)を表示しま

す。監視ログファイルを指定している場合は、“－”が表示さ

れます。ホスト名の情報を変更する場合は、[設定]ボタンを選

択し、[イベントの属性の設定]ダイアログボックスより設定し

ます。 

監視イベント種別 [監視イベント種別の特定]と比較する情報です。監視イベント

種別を変更する場合は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの

属性の設定]ダイアログボックスより設定します。 

重要度 [重要度の特定]と比較する情報です。重要度を変更する場

合は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの属性の設定]ダイア

ログボックスより設定します。 

メッセージタイプ [メッセージタイプの特定]と比較する情報です。メッセージタイ

プを変更する場合は、[設定]ボタンを選択し、[イベントの属性

の設定]ダイアログボックスより設定します。 

通報番号 [通報番号の特定]と比較する情報です。“0”が表示されま

す。通報番号を変更する場合は、[設定]ボタンを選択し、[イ

ベントの属性の設定]ダイアログボックスより設定します。 

 

[設定]ボタン 
イベントの属性を変更する場合に選択します。[イベントの属性の設定]ダイアログ

ボックスが表示されます。下位システムのイベント監視の条件定義のメッセージ

監視において、イベントの属性を変更している場合は、[イベントの属性の設定]ダ

イアログボックスより、イベントの属性一覧に表示されている情報を変更してくださ

い。 

[前をチェック]ボタン 
[メッセージ一覧]で選択しているメッセージの１つ前のメッセージがイベント監視の

条件定義と比較され、比較結果が[簡易チェックツール(イベント監視の条件定

義)]メイン画面に表示されます。 

[チェック]ボタン 
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[メッセージ一覧]で選択されているメッセージがイベント監視の条件定義と比較さ

れ、比較結果が[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示

されます。 

[次をチェック]ボタン 
[メッセージ一覧]で選択されているメッセージの１つ後ろのメッセージがイベント監

視の条件定義と比較され、比較結果が[簡易チェックツール(イベント監視の条件

定義)]メイン画面に表示されます。 

[キャンセル]ボタン 
本画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

 

 [イベントの属性]一覧の監視イベント種別について 

[Windows イベントログ]および[Windows イベントログをテキスト(CSV 形式)

で出力したファイル]を指定している場合、ログの種類により、以下のよう

に表示されます。 

・ システムログ ： “システム” 

・ セキュリティログ ： “セキュリティ” 

・ アプリケーションログ ： “アプリケーション” 

・ DNS Server ： “システム” 

・ Directory Service ： “システム” 

・ ファイル複写サービス ： “システム” 

[UNIX システムログ]を指定している場合は、“システム”が表示されま

す。[監視ログファイル]を指定している場合は、“ログファイル”が表示され

ます。[opamsgrev(メッセージ検索コマンド)で出力したファイル]を指定して

いる場合は、“－”(不明)が表示されます。 [opmtrcsv(監視イベント履歴

CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を指定している場合は、コマンドに

より出力された監視イベント種別が表示されます。 

 [イベントの属性]一覧のメッセージタイプについて 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を指

定している場合は、メッセージに設定されているメッセージタイプが表示さ

れます。その他のデータを指定している場合は、“一般メッセージ”が表示

されます。 

 [イベントの属性]一覧の重要度について 
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[Windows イベントログ]および[Windows イベントログをテキスト(CSV 形式)

で出力したファイル]を指定している場合、種類により、以下のように表示

されます。 

・ エラー ： “重要” 

・ 警告 ： “警告” 

・ 情報 ： “一般” 

・ 成功の監査 ： “一般” 

・ 失敗の監査 ： “重要” 

・ (なし) ： “最重要” 

[UNIX システムログ]、[監視ログファイル]および[opamsgrev(メッセージ検

索コマンド)で出力したファイル]を指定している場合、エラー種別により、

以下のように表示されます。 

・停止 ： 最重要 

・エラー ： 重要 

・警告 ： 警告 

・情報 ： 一般 

・(なし) ： 重要 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を指

定している場合は、コマンドにより出力された重要度が表示されます。 

注意事項／制限事項 

 [イベントの属性] - ホスト名について 

[Windows イベントログ]を指定している場合に表示されるホスト名には、コ

ンピュータ名が表示されます。[イベントの属性の設定]ダイアログボックス

より、Systemwalker で設定しているホスト名に変更してください。 

 [イベントの属性]一覧の監視イベント種別および重要度について 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を指

定している場合に表示される監視イベント種別および重要度は、既にイベ

ント監視の条件定義のメッセージ監視により変更されています。 

 [Windows イベントログをテキスト(CSV 形式)で出力したファイル]を確認す

る場合 

“～に関する説明が見つかりません”と表示されるメッセージは、CSV ファ

イルへの出力時に該当イベントのメッセージ用DLLが存在しない場合に、

Windows が設定する文字列です。 
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Systemwalker はメッセージ用 DLL が存在しない場合、説明に何も設定し

ません。そのため、このメッセージを選択し、比較処理を行っても、比較結

果は実際に動作する場合と異なります。 

 UNIX のシステムログを確認する場合 

以 下 の 場 合 、 シ ス テ ム ロ グ に メ ッ セ ー ジ が 出 力 さ れ て い て も 、

Systemwalker では監視の対象外となります。そのため、イベント監視の

条件定義に設定されているアクションも実行されません。 

・ 他システムから出力されたメッセージ 

・ syslog.conf の設定により、Systemwalker に通知されないメッセージ 

 Windows のイベントログを確認する場合 

以 下 の 場 合 、 イ ベ ン ト ロ グ に メ ッ セ ー ジ が 出 力 さ れ て い て も 、

Systemwalker では監視の対象外となります。そのため、イベント監視の

条件定義に設定されているアクションも実行されません。 

・ 他システムから出力されたメッセージ 

 [opamsgrev( メ ッ セ ー ジ 検 索 コ マ ン ド ) で 出 力 し た フ ァ イ ル ] ま た は 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を確

認する場合 

GS システムから発生したマルチラインメッセージを選択し、比較処理を行

った場合、比較結果が実際の動作と異なる場合があります。 

 

3.7 [メッセージの絞り込み]ダイアログボックス 

 概要 

[メッセージの選択]ダイアログボックスのメッセージ一覧を表示する条件を設定しま

す。 

 呼び出し方法 

[メッセージの選択]ダイアログボックスで、[絞り込み]ボタンを選択します。 
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 項目の説明 

[日時指定]チェックボックス 
メッセージの発生日時で表示を絞り込む場合に選択し、開始日時、終了日時を設

定します。監視ログファイルを表示している場合は、選択できません。 

[開始日時]入力域、[終了日時]入力域 
メッセージ一覧に表示するメッセージの発生日時の範囲を指定します。UNIX のシ

ステムログを表示している場合、“年”は指定できません。“年”は 1900 年から

9999 年まで指定可能です。 

[ホスト名指定]チェックボックス 
メッセージの発生ホスト名で表示を絞り込む場合に選択し、入力域にホスト名を

128 バイト以内で設定します。Windows イベントログの場合は、コンピュータ名を設

定します。監視ログファイルを表示している場合は、選択できません。 

[文字列指定]チェックボックス 
指定した文字列が含まれるメッセージのみ表示する場合に選択します。文字列は

128 バイト以内で指定します。 

[OK]ボタン 
指定した条件を元に、呼び出し元のダイアログボックスのメッセージ一覧を表示し

直し、画面を閉じます。 

[キャンセル]ボタン 
呼び出し元のダイアログボックスのメッセージ一覧を表示し直さないで、画面を閉

じます。 

[ヘルプ]ボタン 
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使用できません。 

 

 

 [日時指定]、[ホスト名指定]および[文字列指定]のうち、2 つ以

上を指定した場合は、指定した条件すべてに一致したメッセージ

が表示されます 

 日時指定の絞り込みについて 

[opamsgrev(メッセージ検索コマンド)で出力したファイル]、または 

[opmtrcsv(監視イベント履歴 CSV 出力コマンド)で出力したファイル]を指

定している場合: 

GS システムで発生した日時情報のないメッセージを含んでいる場合は、

これらのメッセージは表示されません。 

 

3.8 [イベントの属性の設定]ダイアログボックス 

 概要 

メッセージに付加されるイベントの情報を設定します。 

 呼び出し方法 

[メッセージの選択]ダイアログボックス、[メッセージの設定-Windows イベントログ]

ダイアログボックス、または、[メッセージの設定-監視メッセージ]ダイアログボックス

で、[設定]ボタンを選択します。 
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 項目の説明 

[ホスト名] 
[分からない]オプションボタン 

イベントが発生するホスト名が分からない場合、または、イベント監視の

条件定義において、ホスト名による特定を行っていない場合に選択しま

す。 

[設定する]オプションボタン 

イベントが発生するホスト名を設定する場合に選択し、入力域にホスト名

を 128 バイト以内で指定します。 

[自システムとして比較する]チェックボックス 

設定したホスト名を自システムとして比較する場合に選択します。このチ

ェックボックスを選択することにより、イベント監視の条件定義のホスト名

の特定において、自システムと設定した条件と一致します。このチェック

ボックスを選択しない場合は、他システムとしてイベント監視の条件定義

と比較します。 

[監視イベント種別] 
[分からない]オプションボタン 

イベントに設定されている監視イベント種別が分からない場合に選択し

ます。 

[監視イベント種別なし]オプションボタン 

イベントに監視イベント種別が設定されていない場合に選択します。 

[設定する]オプションボタン 

イベントに設定されている監視イベント種別が分かる場合に選択し、入

力域に監視イベント種別を 16 バイト以内で指定します。 

[メッセージタイプ] 
確認するメッセージがグローバルサーバーの場合に設定します。 

[分からない]オプションボタン 

イベントに設定されているメッセージタイプが分からない場合に選択しま

す。 

[設定する]オプションボタン 

イベントに設定されているメッセージタイプが分かる場合に選択します。

リストよりメッセージタイプを選択します。選択可能な種類を以下に示しま

す。 

・ 返答要求メッセージ 

・ 高輝度メッセージ 

・ 一般メッセージ 

[重要度] 
[分からない]オプションボタン 
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イベントに設定されている重要度が分からない場合に選択します。 

[設定する]オプションボタン 

イベントに設定されている重要度が分かる場合に選択します。リストより

重要度を選択します。選択可能な種類を以下に示します。 

・ 最重要 

・ 重要 

・ 警告 

・ 一般 

[通報番号] 
[分からない]オプションボタン 

イベントに設定されている通報番号が分からない場合に選択します。 

[設定する]オプションボタン 

イベントに設定されている通報番号が分かる場合に選択します。通報番

号を 0 から 999 の間で設定します。 

[OK]ボタン 
設定した情報を有効にし、画面を閉じます。 

[キャンセル]ボタン 
設定した情報を破棄し、画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

3.9 [ログ出力設定]ダイアログボックス 

 概要 

イベント監視の条件定義とメッセージを比較した結果をログファイルに出力する場

合に、出力内容を設定します。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の[設定]メニューから[ロ

グ]を選択します。 
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 項目の説明 

[結果をログファイルに出力する]チェックボックス 
イベント監視の条件定義とメッセージとの比較結果をログファイルに出力する場

合に選択します。 

[出力先指定]－[ファイル名]入力域 
比較結果を出力するログファイル名を 256 バイト以内で指定します。[参照]ボタン

を選択することにより、一覧からファイルを選択できます。[メッセージの設定 – 

Windows イベントログ]ダイアログボックス,[メッセージの設定 – 監視メッセージ]ダ

イアログボックスおよび[メッセージの選択]ダイアログボックスでチェック操作を行

う毎に、比較結果をログファイルに追加します。ファイルのサイズに上限はありま

せん。 

[出力内容] 
[全行出力] 

すべての条件の比較結果を出力します。 

[一致した行まで出力] 

すべての項目が一致した行までをファイルに出力します。一致する行が

ない場合、すべての行を出力します。 

[一致した行のみ出力] 

すべての項目が一致した行のみファイルに出力します。一致する行がな

い場合、タイトルと比較対象のメッセージの情報のみ出力します。 

 ログファイルの形式 

ログファイルには以下の形式で出力されます。 

形式 

①

LINE,FILTER,LABEL,ERRTYPE,MSGTEXT,HOST,CATEGORY,DISPLAYMODE,
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MSGTYPE,NUMBER 

② MSG,-,ラベル,エラー種別,メッセージ,ホスト名,監視イベント種別,重要度,メッセ

ージタイプ,通報番号 

③ 行番号,o,o,o,o,o,o,o,o,o 

説明 

① タイトル 

各列のタイトルを出力します。 

LINE         ： 行番号 
FILTER          ： 1 行単位での比較結果 
LABEL         ： ラベル名およびラベルの比較結果 
ERRTYPE ： エラー種別およびエラー種別の比較結果 
MSGTEXT ： メッセージテキストおよびメッセージテキストの比較結

結果 
HOST         ： ホスト名およびホスト名の比較結果 
CATEGORY ： 監視イベント種別および監視イベント種別の比較結

果 
DISPLAYMODE ： 重要度および重要度の比較結果 
MSGTYPE ： メッセージタイプおよびメッセージタイプの比較結果 
NUMBER ： 通報番号および通報番号の比較結果 

 

② 比較対象のメッセージの情報 

比較を行ったメッセージを分割した形式で出力します。設定されていない項目は、

“?”で出力します。 

項目 出力文字列 意味 

LABEL “ラベル” 
空白  

 
ラベルなし 

ERRTYPE Information 
Warning  
Error 
Stop 
空白 

情報 
警告 
エラー 
停止 
エラー種別なし 

MSGTEXT “メッセージテキスト” 
空白 

 
メッセージテキストなし 

HOST  “ホスト名(LocalHost)” 
“ホスト名(Any host) ” 
“?”  

自システム 
他システム 
指定なし 

CATEGORY “監視イベント種別” 
空白  
“?”  

 
監視イベント種別なし 
指定なし 
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DISPLAYMODE SPEMG  
EMG  
WARN  
NORM  
“?”  

重要度 
重要 
警告 
一般 
指定なし 

MSGTYPE REPLY  
REDMG  
NORM  
“?”  

返答要求メッセージ 
高輝度メッセージ 
一般メッセージ 
指定なし 

NUMBER
  

“通報番号” 
“?”  

 
指定なし 

 

③ 比較結果 

定義項目毎に比較結果を出力します。 

“o” メッセージが条件と一致します。   (一致) 
“S” 全ての条件が一致しますが、アクション実行条件が

設定されています。 
 

“?” [受信メッセージ設定]ダイアログボックスで、追加情

報が設定されていない為、条件と一致するかは不明

です。 

 (不明) 

“x” メッセージは条件と一致しません。   (不一致) 
無効設定されている条件については、すべての項目が“x”になります。 

 

3.10 [アクション定義[アクション条件]]ダイアログボックス 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているアクション実行条件を表示します。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクション条件を表

示するイベントを選択し、[表示]メニューの[アクション条件]を選択します。 
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 項目の説明 

[表示項目]  
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義[アクション条件]]ダイアログボッ

クスに設定されている情報を表示します。 

項目 内容 

アクション条件範囲 ・ 条件指定なし 

・ 条件範囲にアクションを実行 

・ 条件範囲外にアクションを実行 

日にち ・ すべての日 

・ 平日(運用日) 

・ 休日 

条件指定なしの場合は、空白 

カレンダ ・ カレンダ名 

条件指定なしの場合は、空白 

時間帯 ・ すべての時間帯 

・ 開始時刻 – 終了時刻 

     “HH:MM - HH:MM” 

条件指定なしの場合は、空白 

 

 

アクション条件が設定されているイベント監視の条件定義を確認する場合、以下の

点に注意してください。 

 アクション条件の時間帯は、イベントの発生時刻ではなく、イベント発生を

認識してアクションの実行を依頼する時間帯です。そのため、イベントの

発生時刻が実行条件に一致していても、アクションが実行されない場合

や、他のアクション条件に一致する場合があります。 

 アクションを実行する時間帯は日変わり時刻を意識しません。日変わり時

刻の指定に関係なく、1 日の単位は 0:00 から 23:59 です。アクションを実

行する条件としてカレンダの運用日/休日を指定した場合、アクションを実

行する時間帯は、運用日または休日の 0:00 から 23:59 までです。 

 

3.11 [アクション定義]ダイアログボックス – [メッセージ監視]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているメッセージ監視アクションの情報を表示

します。 
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 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 

 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[メッセージ

監視]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおり

です。 

項目 内容 

上位システムに送信 ￭ 

￭ 

する 

しない 

ログ格納 ￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

する 

しない 

監視イベント種別 (変更しない) 

(なし) 

設定されている監視イベント種別 

重要度 (変更しない) 

最重要 

重要 

警告 

一般 
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通報番号 ￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

(変更しない) 

設定されている通報番号 

文字色 (変更しない) 

標準、黒、深緑、濃灰色、青緑、白、黄、黄緑、

茶、赤、青、水色、淡灰色、緑、紫、ピンク、黄土

色 

背景色 (変更しない) 

標準、黒、深緑、濃灰色、青緑、白、黄、黄緑、

茶、赤、青、水色、淡灰色、緑、紫、ピンク、黄土

色 

メッセージ編集 設定されているプロシジャ名 

設定されていない場合は、空白 

障害表の発行 する 

しない 

 

3.12 [アクション定義]ダイアログボックス – [ポケットベル]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているポケットベルアクションの情報を表示し

ます。ポケットベルアクションが設定されていない場合、本シートは表示されませ

ん。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 

   
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2004 

42



 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[ポケットベ

ル]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおりで

す。 

項目 内容 

形式 ￭ 

￭ 

テキスト形式 

番号形式 

メッセージ ￭ 設定されているメッセージ 

設定されていない場合は空白 

 

 

3.13 [アクション定義]ダイアログボックス – [メール]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているメールアクションの情報を表示します。メ

ールアクションが設定されていない場合、本シートは表示されません。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 
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 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[メール]シー

トに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおりです。 

項目 内容 

メールの表題 ￭ 設定されているテキスト 

設定されていない場合は空白 

コメント ￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

設定されているテキスト 

設定されていない場合は空白 

送信ファイル名 設定されているファイル名 

設定されていない場合は空白 

イベントの内容を送信 する 

しない 

メール連携用のデータを送

信 

する 

しない 

 

 注意事項 

コメントに複数行のテキストが設定されている場合、改行コードは、“･･”で表示され
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ます。 

 

3.14 [アクション定義]ダイアログボックス – [ポップアップ]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているポップアップアクションの情報を表示しま

す。ポップアップアクションが設定されていない場合、本シートは表示されません。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 

 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[ポップアッ

プ]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおりで

す。 

項目 内容 

メッセージ ￭ 設定されているメッセージ 

設定されていない場合は空白 
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3.15 [アクション定義]ダイアログボックス – [音声通知]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されている音声通知アクションの情報を表示します。

音声通知アクションが設定されていない場合、本シートは表示されません。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します 

 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[音声通知]

シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおりです。 

項目 内容 

通知の種類  ￭ 

￭ 

￭ 

メッセージの読み上げ 

WAV ファイルの再生 

Beep 音 

テキスト  “メッセージ読み上げ”の場合 

￭ 

￭ 

設定されているテキスト 

設定されていない場合は空白 

イベント内容の通知 設定されている文字列 
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設定されていない場合は空白 

音声種別 “メッセージ読み上げ”の場合 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

女性 

男性 

ファイル名 “WAV ファイル再生”の場合 

設定されているファイル名 

繰り返し回数 設定されている繰り返し回数 

 

3.16 [アクション定義]ダイアログボックス – [イベントログ出力]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているイベントログ出力アクションの情報を表

示します。イベントログ出力アクションが設定されていない場合、本シートは表示さ

れません。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 

 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[イベントロ
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グ出力]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとお

りです。 

項目 内容 

種類 ￭ 

￭ 

￭ 

エラー 

警告 

情報 

メッセージ ￭ 設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

 

3.17 [アクション定義]ダイアログボックス – [アプリケーション起動]シ

ート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているアプリケーション起動アクションの情報を

表示します。アプリケーション起動アクションが設定されていない場合、本シートは

表示されません。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 
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 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[アプリケー

ション起動]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下の

とおりです。 

項目 内容 

起動ファイル名 ￭ 設定されている文字列 

パラメタ ￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

実行時のディレクトリ 設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

起動時の扱い 普通に表示 

非表示 

アイコン化 

 

3.18 [アクション定義]ダイアログボックス – [リモートコマンド]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されているリモートコマンドアクションの情報を表示

します。リモートコマンドアクションが設定されていない場合、本シートは表示されま

せん。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 
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 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[リモートコマ

ンド]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおり

です。 

項目 内容 

発行先 ￭ 

￭ 

￭ 

発生元システム 

自システム 

設定されている文字列 

コマンド名 ￭ 

￭ 

設定されている文字列 

パラメタ 設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

 

3.19 [アクション定義]ダイアログボックス – [SNMP トラップ]シート 

 概要 

イベント監視の条件定義に設定されている SNMP トラップアクションの情報を表示し

ます。SNMP トラップアクションが設定されていない場合、本シートは表示されませ

ん。 

 呼び出し方法 

   
All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2004 

50



[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面よりアクションを表示する

イベントを選択し、[表示]メニューの[アクション]を選択します。 

 

 項目の説明 

[表示項目] 
イベント監視の条件定義画面の[アクション定義]ダイアログボックス-[SNMP トラッ

プ]シートに設定されている情報を表示します。表示する内容は、以下のとおりで

す。 

項目 内容 

コミュニティ名 ￭ 設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

ホスト名 ￭ 

￭ 

￭ 

￭ 

設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

メッセージ 設定されている文字列 

設定されていない場合は空白 

メッセージをトラップで送信

する 

する 

しない 
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3.20 [列の選択]ダイアログボックス 

 概要 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示するアクションの

情報(列)を設定します。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の[表示]メニューの[列の

選択]を選択します。 

 

 項目の説明 

[アクション実行条件]チェックボックス 
アクション実行条件を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面

に表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[メッセージ監視]チェックボックス 
メッセージ監視を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表

示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[ポケットベル]チェックボックス 
ポケットベル情報を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に

表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[メール]チェックボックス 
メール情報を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示す

る場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[ポップアップ]チェックボックス 
ポップアップ情報を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に

表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[音声通知]チェックボックス 
音声通知を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に表示する
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場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[イベントログ]チェックボックス 
イベントログ出力を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に

表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[アプリケーション起動]チェックボックス 
アプリケーション起動を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面

に表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[リモートコマンド]チェックボックス 
リモートコマンド情報を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面

に表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[SNMP トラップ]チェックボックス 
SNMP トラップ情報を[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に

表示する場合に選択します。初回起動時は、選択されていません。 

[OK]ボタン 
[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面に選択された列を表示

し、本画面を閉じます。 

[キャンセル]ボタン 
[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の表示を変更せずに、

本画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

3.21 [一致した行の検索]ダイアログボックス 

 概要 

メッセージの比較結果から、条件が一致(行番号が青または緑)および不明(行番号

が黄)の行を検索します。 

 呼び出し方法 

[簡易チェックツール(イベント監視の条件定義)]メイン画面の[操作]メニューの[一致

した行の検索]を選択します。 
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 項目の説明 

[検索を開始する位置] 
[先頭から検索する]オプションボタン 

一覧の先頭から条件が一致および不明の行を検索し、該当する行の行

番号にカーソルを位置づけます。 

[現在行から検索する]オプションボタン 

現在選択されている行から条件が一致および不明の行を検索し、該当

する行の行番号にカーソルを位置づけます。 

[検索する方向] 
[上へ]オプションボタン 

検索を下から上へ行います。 

[下へ]オプションボタン 

検索を上から下へ行います。 

[検索]ボタン 
検索を開始する位置から検索を行います。 

[キャンセル]ボタン 
画面を閉じます。 

[ヘルプ]ボタン 
使用できません。 

 

4 その他 

4.1 mpaosevchk.ini ファイルについて 

簡易チェックツールを実行すると、mpaosevchk.ini ファイルが作成されます。このファイ

ルは、簡易チェックツールでの設定履歴を保存するものです。削除すると、それまでの

履歴は起動時に反映されません。ファイルが作成されるディレクトリは以下のとおりで

す。 
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Systemwalker CentricMGR [イベント監視]がインストールされていない場合 

 実行時ディレクトリ 

実行時ディレクトリが前回起動時と異なる場合、設定履歴は復元されません。 

 

Systemwalker CentricMGR [イベント監視]がインストールされている場合 

 Systemwalker インストールディレクトリ¥mpwalker¥mpaosfsv¥etc 
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