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1

調査概要
1.1

背景・目的

近年、標的型攻撃に代表される外部から組織内部へのサイバー攻撃や、内部不正による情報漏え
い等の情報セキュリティインシデント（以下「インシデント」という。
）が後を絶たず、情報セキ
ュリティ対策の強化の重要性はますます増大している。インシデント発生時の事実調査では、収集
した情報システムのログから攻撃や情報漏えい等の痕跡・証拠を得ることが重要である。さらに早
期発見や抑止の面からも、情報システムのログ収集・管理は必要不可欠である。
情報システムのログ管理を実践するため、クレジットカード情報を扱う事業者に適用する PCI
DSS1等のデータセキュリティ管理基準や「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準2」等、
特定の業界向けに定められた管理基準が存在する。一方、中小企業の小規模なシステムの運用に適
した管理方法は、参照すべき明確な基準が示されていない。事実、企業のセキュリティ対策状況を
調査したデータ3によると、
「ログ情報の統合・分析、システムのセキュリティ状態の総合的な管理
機能」を導入していたのは、大企業でも 29.9％であったのに対し、中小企業は 7％と、ログを活用
した対策が普及しているとは言い難い。
独立行政法人情処理推進機構（以下、IPA）では、企業における情報システムのログ管理の実態
を調査し、情報セキュリティ対策の強化に役立てるためのログ管理上の課題を明らかにした上で、
中小企業に適用可能な、最低限実施すべきログ管理の指針を提示することを目的として、｢企業に
おける情報システムのログ管理に関する実態調査｣（以下、本調査）を実施した。
1.2

実施内容

企業における情報システムのログ管理に関する運用の実態や、ログ管理製品／サービスの最新動
向等を把握し、課題や企業として実施すべきログの管理手法等を明らかにするため、文献及びイン
タビュー調査を行い、結果を調査報告書に取りまとめた。実施内容を以下に示す。
(1) ログ管理に関する動向調査（公開報告書や製品／サービスに関する資料等の調査）
(2) インタビューによる実態調査（ログ管理製品／サービス提供事業者、ユーザ企業、有識者
を対象としたインタビュー調査）
(3) 調査結果の分析
調査期間は以下の通り。
（自） 平成２７年１２月３日 （至） 平成２８年２月２９日

1

PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）：クレジットカード情報および取引情報を保護するために 2004 年 12 月、
JCB、American Express、Discover、マスターカード、VISA の 5 社が共同で策定した、グローバルセキュリティ基準。2015 年 4 月に
V3.1 に改訂されている。

2

金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準：金融情報システムセンター（FISC）が金融機関、保険会社、証券会社等における
コンピュータシステムの自主基準として策定したガイドライン。金融情報システムに関する安全対策の共通の指針。2015 年 6 月に改
訂 8 版が発行されている。

3

IPA「中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」http://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/sme/index.html
IPA「企業の CISO や CSIRT に関する実態調査 2016」http://www.ipa.go.jp/security/fy27/reports/ciso-csirt/index.html
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2

ログ管理に関する動向調査

情報システムのログ管理に関する国内外の文献（論文や報告書）、及びログ管理製品／サービスの機
能について調査を実施した。
2.1

ログ管理に関する文献調査

情報システムのログの管理を実践していく上で、ログ管理全般の運用計画や利用するログ管理製
品/サービスの機能・性能要件を検討する必要がある。これらの検討に必要な事項を明らかにする
ため、情報システムのログ管理に関連する国内外の報告書や論文に着目し、標的型攻撃及び内部不
正への対応も意識しながら、ログの収集及び活用に関する内容を調査した。
これにより、
情報セキュリティインシデント発生時の検知及び原因究明に必要とされるログの種
類や管理項目、及びその活用方法を把握し、ログ管理製品／サービスの動向調査（2.2 項）とユー
ザ企業に対するインタビュー調査（3.2 項）の調査事項の参考とした。
2.1.1

調査対象文献

調査対象文献は、過去のログ管理関連報告書で調査対象とされた参考文献、特定の業界にお
いて参考とされている基準やガイドライン等を参考とし、選定した。
表 2-1：

1
2
3

4

5

6
7

調査対象文献

文献名
平成 23 年度政府機関における情報
システムのログ取得・管理の在り
方の検討に係る調査報告書
コンピュータセキュリティログ管
理ガイド(SP800-92)
JIS Q 27002 情報技術 －セキュリ
ティ技術－ 情報セキュリティ管
理策の実践のための規範
ログ分析による情報漏洩監視
（
Information
Leakage
Monitoring By Log Analysis）
統 合 ロ グ 監 視 機 能 の 実 現 （ An
Implementation
of
Network
Monitor using Synthesized Access
Log）
Successful SIEM 6 and Log
Management Strategies for Audit
and Compliance
統合ログ管理サービスガイドライ

発行者または著者
内閣サイバーセキュリティ
センター（NISC4）
米国国立標準技術研究所
（NIST5）
日本規格協会

選定理由
ログ管理に関する調査対象、
調査内容、調査方法、報告内
容の指針とするため
セキュリティログ管理に必
要な要件を知り、調査項目を
決定するため

三菱電機(株) 榊原 裕之、桜
井鐘治
エヌ・ティ・ティコミュニケ
ーションズ(株) 仲川 昌宏、
佐久間 剛、NTT 情報流通プラ
ットフォーム研究所 竹内
宏典
SANS7

データベース・セキュリテ

実務者が考えるログ管理に
おける課題と解決のための
取り組みを知り、調査項目に
反映させるため

SIEM の導入を阻害する事項
とその解決策を知り、調査項
目に反映させるため
体系化された統合ログ管理

4

NISC（National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity）: 内閣サイバーセキュリティセンター。2014 年
のサイバーセキュリティ基本法に基づき内閣官房に設置され、サイバーセキュリティ政策に関する計画立案や国際連携、統一基準策定
や運用・監査、サイバー攻撃情報統括や事案対処を実施する組織。
5

NIST（National Institute of Standards and Technology）: 米国国立標準技術研究所。本部はメリーランド州ケイザースバーグ。
情報技術研究所などの 6 つの研究ユニットがある。
6

SIEM（Security Information and Event Management）： サーバやネットワーク機器、セキュリティ関連機器、アプリケーション等
から集められたログ情報に基づいて、異常があった場合に管理者に通知したり対策を知らせたりする仕組み。
7

SANS（System Administration Networking Security）: SANS Institure。1989 年に米国において政府系機関、一般企業、大学等教育
機関を対象に、情報セキュリティの調査・研究・教育を目的として設立された組織。情報セキュリティに関するトレーニングプログラ
ムや認定試験等を提供。
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文献名
ン
8
9
10
11
12
13
14
15

証拠保全ガイドライン
高度サイバー攻撃への対処におけ
るログの活用と分析方法
Payment Card Industry データセキ
ュリティ基準（PCI DSS）
金融機関等コンピュータシステム
の安全対策基準・解説書
医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン
医療情報を受託管理する情報処理
事業者における安全管理ガイドラ
イン
クラウド情報セキュリティ管理基
準
クラウドサービス提供における情
報セキュリティ対策ガイドライン

発行者または著者
ィ・コンソーシアム 統合ロ
グ WG
NPO デジタル・フォレンジッ
ク協会
一般社団法人 JPCERT コーデ
ィネーションセンター8
PCI Security Standards
Council9
金融情報システムセンター
（FISC10）
厚生労働省

選定理由
の要件を知り、関連する調査
項目を整理するため
セキュリティインシデント
調査や証拠保全の観点から、
ログ管理の要件を整理する
ため

業界、分野別に要求されるロ
グ管理の要件を知り、調査項
目を整理するため

経済産業省

NPO 日本セキュリティ監査協
会
総務省

クラウドサービスにおける
ログ管理の要件とクラウド
事業者とクラウド利用者で
共有すべき情報を把握し、調
査項目に反映させるため

8

JPCERT コーディネーションセンター: セキュリティインシデントについて、日本国内のサイトに関する報告の受け付け、対応の支援、
発生状況の把握、手口の分析、再発防止のための対策の検討や助言などを技術的な立場から実施する一般社団法人。
9

PCI Security Standards Council: クレジットカード情報及び取引情報を保護するため 2004 年に JCB・American Express・Discover・
マスターカード・VISA の国際ペイメントブランド 5 社が共同で策定した、
クレジット業界におけるグローバルセキュリティ基準
（PCI DSS）
の維持、評価手順の確立、認定審査会社の教育・試験等を実施している管理団体。
10

FISC（The Center for Financial Industry Information Systems）: 公益財団法人金融情報システムセンター。金融情報システム
に関連する諸問題(技術、利活用、管理態勢、脅威と防衛策等)の国内外における現状、課題、将来への発展性とそのための方策等につ
いての調査研究を行う。
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2.1.2

調査対象文献の概要

調査対象の文献それぞれのおおまかな立ち位置を把握するため、
①実践的な要素が強いか、理論的要素が強いか
②技術的に高度な内容か、基本的事項中心か
の二つの尺度を用いて判定し、およその相対的位置関係を図 2-1 に示す。
（文献を表 2-1 に付した番号で示す。
）

図 2-1

： 調査対象文献の実践度、難易度における相対的位置関係（概念図）

青は総合的な報告書や論文、赤は金融や医療などの特定分野におけるガイドライン、緑はク
ラウド関連の基準とガイドラインである。
各文献の概要について、6.付録の表 6-1「調査対象文献の概要とログ管理関連箇所詳細」に
示す。各文献の発行日、発行者、概略内容と、当該文献におけるログ管理の関連記載箇所に関
してはこちらを参照されたい。

7/116

2.1.3

文献調査結果

ログ管理の導入・運用からインシデント対応といったログ管理全般の流れを計画する際に必
要な検討事項、及びログ管理に用いる製品／サービスに求められる機能・性能等を判断する際
の検討事項として次の項目を抽出した。
・ログ管理対象機器
・ポリシー・管理手順策定
・管理体制整備
・ログ保存期間
・ログの保護
・ログ分析
・アラート
・ログ監視
・レポート
・時刻の同期
・インシデント対応
・各分野で参照可能なガイド
これらの項目について、
今回の調査で参考とした表 2-1 の各文献の参照箇所を表 2-2～表 2-4
に示す。
各文献を表 2-1 の文献番号を使用して示す。
表 2-2：ログ管理全般の検討事項と文献の参照箇所
対象事項
ログ管理対象機器

概要

文献と章

ファイアウォール、Web プロキシサーバ、

文献 1： 2.2 II

システム機器の権限を管理するサーバ（LDAP・

文献 9： 2、3.2

Radius サーバ等）
、 メールサーバ、データベース
サーバ、ファイルサーバ、クライアント PC
監視対象範囲を定義

文献 6： 3

ポリシー・管理手順

ログ管理に関するポリシー及び手順の確立

文献 2： 4.2～4.3

策定

ログ管理に関する標準的な運用プロセスの確立
ログ管理に携わる要員の役割及び責任の定義

文献 2： 要旨

管理体制整備
ログ保存期間

行政機関システムでは最低 1 年間保存（例）

文献 1： 2.2 I 2

文献 2： 4.1

(標的型攻撃事例解析から）
【保存期間例示】

文献 2： 4.2

低位影響レベルのシステム 1～2 週間
中位影響レベルのシステム 1～3 か月間
高位影響レベルのシステム 3～12 か月間
① ログを採取すべきシステムそれぞれのログの

文献 9： 3.1.1、コラ

量を見積もる

ム

② サイバー攻撃が長期に渡る場合も想定し、どの
程度過去に遡って調査する必要があるかと、ログ
の長期保存に伴うコストとのトレードオフを考慮
して保存期間を決定する
監査証跡履歴を少なくとも 1 年間保持（例）
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文献 10： 10.7

対象事項

概要

文献と章

3 カ月は即時分析可能状態で保持（例）
ログの保護

ログ分析

特権を持つ利用者に関する責任追跡性の維持
記録は、法令、規制、契約及び事業上の要求事項
に従って、消失、破壊、改ざん、認可されていな
いアクセス及び不正な流出から保護すること

文献 3： 12.4.3

ログ内容の理解、ログ項目の優先順位付け、シス

文献 2： 5.2

文献 3： 18.1.3

テム管理者、インフラ管理者におけるログ分析の
役割分担
・全ての関連性のあるイベントを記録

文献 6： 3

・脅威を構成する可能性のあるイベントを定義
・時系列で発生した事象を明確にする
機器のログをテキストファイルで取り出し、一定

文献 9： 3.1.2

の手順に従って実施できる定型的な調査項目につ
いて作業の方法を文書化、緊急時には大量のログ
をチームで手分けして調査する体制を整備・訓練。
毎日一度以上イベントをレビューする
アラート

【アラートを発すべきイベントの例】

文献 10： 10.6.1
文献 6： 付録 A

・ユーザ認証のルール違反
・ネットワークで検知された攻撃
・ホストレベルで検知された攻撃・感染
・ウイルス検知・削除
・未知の／信頼できない発信元からの攻撃
ログ監視

・基準を個別に設け監視（アクセス回数、送信量） 文献 4： 3～5
・トレースバック
（複数のログ突合、漏えいデータの過去の来歴）
・トレースフォワード
（ファイルがどのように扱われたか確認）
定期的に行うログ分析

文献 9： 4.1.1

・ファイアウォールで採取された通信ログ（成功・
失敗）
：通信時刻、通信プロトコル、通信元、通信
先の妥当性
・Web プロキシサーバで採取されたログ
定期的な通信
就業時間帯以外の時刻の外部への通信
外部に異常に大量のデータを送出する通信
レポート

・毎月のレポートの例

文献 6： 付録 B

ユーザ活動状況、設定変更状況、
アクセス状況、インシデントトラッキング、
運用レポート
時刻の同期

各ログ取得機器のシステム時刻を、タイムサーバ

文献 1： 2.2 I 1

を用いて同期することの重要性

文献 3： 12.4.4
文献 7： 4.2.1.13
文献 9： 3.1.2 コラム

インシデント対応

発生時対処手順の整備

文献 1： 2.2 I 4

指定・特定のイベント発生時の対応、

文献 2： 5.3
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対象事項

概要

文献と章

異常事象の報告に対応して行うログ分析

文献 9： 4.1.2、4.2

ログに残る攻撃の痕跡調査
メールサーバのログ分析
ファイアウォールのログ分析
Web プロキシサーバのログ分析
DNS サーバ、認証サーバのログ分析
・発生した事象、対処経緯の文書化

文献 6： 3

・SLA や標準処理手順の文書化
証拠となり得る情報の特定、収集、取得及び保存

文献 3： 16.1.7

のための手順、適用について
【証拠保全手続き】

文献 8： 2.1.1.2、

・インシデント発生・検知の経緯

3.2、3.3、4.2.4、5.7

・収集・取得・保全するための対象物の処置
・その他、収集・取得・保全する必要性がある対
象物
・作業ログ・監査証跡情報の表示・出力機能
・ネットワークログからの証拠データ抽出
各分野で参照可能な 【米国法令】
ガイド類

文献 6：

付録 E

・SOX / SARBOX （サーベンス・オクスリー法）
・GLBA(Gramm-Leach-Bliley Act：金融制度改革法)
・ HIPAA

(United

States

Health

Insurance

Portability and Accountability Act of 1996：
米国における医療保険の相互運用性と説明責任に
関する法律)
・ FISMA Act of 2002 (Federal Information
Security Management：連邦情報セキュリティマネ
ジメント法)
【PCI DSS】

文献 10： 10.1～10.5

・ネットワークリソース及びカード会員データへ
のすべてのアクセスの追跡及び監視
・システムコンポーネントへのすべてのアクセス
を各ユーザにリンクする監査証跡を確立
・すべてのシステムコンポーネントの自動監査証
跡を実装
・イベントごとに、すべてのシステムコンポーネ
ントについて監査証跡エントリを記録
・時刻同期技術の使用
・監査証跡の保護
【医療機関（厚生労働省ガイドライン）】
・個人情報を含む情報は、全てのアクセスの記録
（アクセスログ）を収集し、定期的にその内容をチ
ェックして不正利用がないことを確認する
・リモートメンテナンスによるシステムの改造や
保守が行われる場合には、必ずアクセスログを収
集する
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文献 12： 6.5 B(3) 、
6.8 C 8、6.8 D 1, 5

対象事項

概要

文献と章

・詳細なオペレーション記録を保守操作ログとし
て記録する
・保守作業に関わるログの確認手段として、アク
セスした診療録等の識別情報を時系列順に並べて
表示し、かつ指定時間内でどの患者に何回のアク
セスが行われたかが確認できる仕組みが備わって
いること
【医療機関（経済産業省ガイドライン）】

文献 13： 2.6.12

・機器で発生したイベント、システム障害、シス
テム使用状況等の記録
・監査ログを定期的に検証して不正な行為、シス
テムの異常等の検出
・システムの標準時刻への同期
・ログ情報の適切な保護
【金融機関】

文献 11： 設 103、運

・監視カメラの設置

60、技 18、技 20、技

・システム異常、不正発見・防止、異常状態発見

37、技 45

のための監視と監視方法
・負荷状態分析、使用状況分析、統計分析による
監視
・ソフトウェアによる監視、ディスプレイ表示に
よる監視、リモート監視、アクセス履歴の取得と
監査証跡としての保管、許可されていないアクセ
スの分析、記録の保護、不正アクセス失敗の監視、
アクセス監視機能の例
【クラウドサービス（日本セキュリティ監査協会
管理基準）
】

文献 14： 6.2.2、
6.10.1～6.10.6

・第三者が提供するサービスの監視とレビュー
・利用者の活動、例外処理、セキュリティ事象の
監査ログの取得と将来の調査及びアクセス制御の
監視及び監視機能の利用者への提供
・情報処理設備の使用状況を監視する手順の確立
と監視活動の結果のレビュー
・ログ情報の保護
・システムの実務管理者及び運用担当者の作業を
記録及び記録機能の利用者への提供
・障害ログの記録、分析と適切な処置及び障害ロ
グの利用者への提供
・時刻の同期
【クラウドサービス（総務省ガイドライン）
】
・利用者の活動、例外処理、過失、情報セキュリ
ティ事象のログの取得と定期的なレビュー
・ログ情報の保護
・システムの実務管理者及び運用担当者の作業は、
記録し、そのログを保護し、定期的にレビューす
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文献 15： 12.4.1～
12.4.3

対象事項

概要

文献と章

ることが望ましい

表 2-3: ログ管理製品の機能・性能に関する参照箇所
対象事項

概要

文献と章

ログの取得

イベントログに含めるログ内容

文献 3： 12.4.1

ログ保管

複数のログ取得機器のログを、ログサーバを用い

文献 1： 2.2 I 3

て一括取得する
ログの保護

ログの改ざん及び認可されていないアクセスから

文献 3： 12.4.2

の保護

表 2-4: ログ管理サービスに関する参照箇所
対象事項

概要

ログ管理サービス形

・アウトソース型

態

・ASP・SaaS 型

文献と章
文献 7： 3.1

・アドバイザリ提供（自組織運用）型
・ログ提供（オフライン）型
サービス項目

・導入支援サービス

文献 7： 3.4～3.13

・ログの収集
・複数ログの相関分析
・ログの保管
・ログの分析レポーティング
・ログ発生のパターンによるアラート
・レポート分析に基づくコンサルティング
・追跡調査
・運用管理
・ログの真正性証明
サービス導入・運用

・統合ログ管理サービスの導入プロセス
・運用管理
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文献 7： 4 章、5 章

2.2

ログ管理関連製品／サービスに関する最新動向調査

ログ管理を行う上で、OS や機器の標準機能のみでは限界があり、それを補助するために市場に
は様々な製品やサービスが存在している。そのような「ログ管理を行う製品／サービス」について
の情報はログ管理の強化計画を策定する上で、また具体的な製品／サービス導入を図る上で必要な
基本情報である。このため、国内外の情報システムのログ管理に関する製品及びサービスの仕様、
機能、運用方法、コスト等について、公開情報を元に調査した。
調査対象は、ログの収集と検索を主な機能とする一般的なログ管理製品のほか、統合ログ管理ツ
ール、SIEM ツールとし、現在使用されているログ管理関連製品の全体的な機能及び仕様をできる
限り幅広く調査した。ただし、あらゆる製品やサービスを網羅的に調査したわけではないことに留
意されたい。
また、最新動向調査を進めるにあたり、近年の標的型攻撃事件や情報漏えい事件等の事例増加を
考慮し、それらのインシデントへの対策観点を重視し調査を行った。
2.2.1

ログ管理製品の種類

本報告書では、ログ管理製品を機能や導入対象の違いから 4 つのカテゴリーに分類した。
「ログ管理製品・ホスト実装型」
「ログ管理製品・ゲートウェイ型」
「統合ログ管理製品」
「統
合ログ管理製品（SIEM）
」の 4 つである。それぞれの特徴を以下に示す。
ログ管理製品・ホスト実装型は、ユーザの利用する PC や企業のサーバ等のホスト単位で管
理用のソフトウェア（以下、エージェント）を導入する。ホスト実装型では、エージェントに
よって個々の PC やサーバ上で行われた操作等のログを取得し、エージェントを管理するサー
バがそれらのログを収集・管理する方式が一般的である。
ログ管理製品・ゲートウェイ型は、ネットワーク上を流れる通信データ（パケット）を取得
し、それを基にログを生成・管理する。通信データを取得する際は、スイッチ等のネットワー
ク機器にミラーリングポートを設定し、接続する方式が一般的である。
統合ログ管理製品は、直接ログを生成するのではなく、他の機器で取得しているログを収集
し、保存・管理することを目的としている。ネットワーク機器の通信ログや PC 等の操作ログ
等、形式の異なる様々なログを収集し、横断的にログの検索を行う事でセキュリティインシデ
ントや障害等の原因調査を効率的に進めることが可能である。
統合ログ管理製品（SIEM）は、統合ログ管理製品と同様に、他の機器で取得しているログを
収集・管理する。異なる点として、収集したログ同士の相関分析を行う事で、単一のログだけ
では検出できないセキュリティインシデントを発見したり、ログをリアルタイムに分析するこ
とで、セキュリティインシデントやポリシーの違反等を早期に検知することも可能である。

分類
ホスト実装型
ログ管理製品
ゲートウェイ型

特徴
PC、サーバにログを収集するための管理エージェントを実装し、装置が標準で
生成するイベントログやアクセスログに加え操作ログ等が生成できる。
スイッチング HUB のミラーポートに設置し、サーバ等へのトラフィックを収集
することによりサーバ等へのアクセスログや操作ログを取得する。
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PC、サーバ、ネットワーク装置等の標準的なログ、及び様式が異なるログ管理
統合ログ管理製品

製品の各種ログを収集し一元管理する。
ログの長期保存、ログの高速検索、分析を行う。
ネットワーク装置や PC、サーバの標準的なログの収集、ログ管理製品が収集し

統合ログ管理製品（SIEM）

たログを取得する。
ログのリアルタイム分析、相関分析を行う。

それぞれのカテゴリーのログ管理製品の機能の違いのイメージを図示する。
（図 2-2）

図 2-2(1)：ログ管理製品（ホスト実装型・ゲートウェイ型）の特徴
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図 2-2(2)：統合ログ管理製品の特徴
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2.2.2

調査対象ログ管理製品／サービス

以下の製品／サービスを対象とした。
表 2-5：

調査対象ログ管理製品
分類

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ログ管理製品（G 型）
ログ管理製品（G 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品(SIEM)
統合ログ管理製品(SIEM)
統合ログ管理製品(SIEM)

製品名

開発元

File Server Audit
FUSION Forensics
InfoTrace PLUS
LanScope CAT
ManagementCore
MylogStar
SKYSEA Client View
Logstorage
ManageEngine EventLog Analyzer
NetAttest BigData
Splunk
快速サーチャー LogRevi
McAfee SIEM
RSA Security Analytics
Security QRadar

(株)NSD ビジネスイノベーション
楽天コミュニケーションズ(株)
(株)ソリトンシステムズ
エムオーテックス(株)
住友電工システムソリューション(株)
(株)ラネクシー
Sky(株)
インフォサイエンス(株)
ゾーホージャパン(株)
(株)ソリトンシステムズ
Splunk Inc.
(株)インテック
McAfee Co.
EMC Co.
IBM Co.

（G 型：ゲートウェイ型

表 2-6：

調査対象ログ管理サービス
分類

1

ログ管理サービス

2

ログ管理サービス

2.2.3

H 型：ホスト実装型）

サービス名
JSOC（セキュリティ監視・診断サービス）
セキュリティ・プラス
マネージドセキュリティサービス

開発元
(株)ラック
(株)アズジェント

調査対象の選定ポイント

情報セキュリティインシデントにおいては、早期検知や原因究明に対し、ログの活用が有効
である。特に標的型攻撃を受けた場合、分散したネットワーク機器や各種サーバに保存された
様々なログを突合し分析することが必要であり、各種機器と連携できる統合ログ管理製品や、
統合ログ管理製品（SIEM)が有用であるため、調査対象とした。
内部不正対策では、ログ分析による検知や原因究明は重要であり、統合ログ管理製品の活用
は有効であるが、併せて、不正行為者の端末操作の証跡が重要であることが多いため、調査対
象に端末操作ログが取得できる製品を含めた。
ログ管理サービスについては、ログ管理製品をコストや要員不足等の様々な要因で導入でき
ない場合においても、サービスを導入することが代替策として有用となり得るため、調査対象
とした。今回の調査では、開発元が情報セキュリティ分野と関わりの深いサービスを選定した。
なお、これらは平成 23 年に NISC が実施した「政府機関における情報システムのログ取得・
管理の在り方の検討に係る調査」で調査対象とされた製品／サービスに加え、一般に公開され
ているログ管理関連情報等を参考として追加したものであり、推奨製品という意味を持つもの
ではない。
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2.2.4

調査項目

調査対象のログ管理製品／サービスの仕様、機能、サービス内容、コスト等を明らかにする
ため、以下の項目に関する詳細な情報を調査した。
(1) ログ管理製品
導入形態

ログ収集機能

ログ保管機能

検索機能

解析機能

レポート

契約形態

構成
動作環境・条件
仮想環境への対応
エージェントの有無
収集対象
•ファイアウォールを通過した通信ログ
•侵入検知システム（IDS）や侵入防止システム（IPS）が監視した通信の
ログ
•DHCP サーバの IP アドレス関連ログ
•ファイルサーバへのアクセスログ
•サーバ・クライアント上でのファイル参照、編集などの成功・失敗のロ
グ
•システムアカウントログイン・ログアウト認証の成功・失敗のログ
•Web サーバへのアクセスログ
•Web サーバにおける入力内容ログ
•Web プロキシサーバが中継した通信ログ
•データベースへのアクセスログ
•メールサーバの送受信ログ（特に送信ログ）
•PC のアプリケーションが出力する処理結果の正常終了・異常終了などの
ログ
•PC のセキュリティ監査ログ
•認証サーバのログ（Active Directory、LDAP、Radius サーバ等）
•入退室管理システムログ
•勤務管理システムログ
対応ログフォーマット
ログフォーマットのカスタマイズ
保管先
保管容量
圧縮
暗号化等改ざん防止
ログ原本性の確保（タイムスタンプ等）
ログへのアクセス制限
検索速度
圧縮済みファイルに対する直接検索可否
検索方法
リアルタイム分析
相関分析
解析支援
監視
アラート
ダッシュボード
テンプレート
出力フォーマット
ライセンス・保守等
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導入支援
導入コスト

コンサルティング
設定
製品価格、ライセンス価格
保守費用

(2) ログ管理サービス
導入形態
ログ収集機能

2.2.5

サービス概要
導入条件
不正アクセス痕跡の定常監視
窃取された情報の特定
攻撃元特定に資する情報の抽出
契約形態
導入コスト

ログ管理製品／サービスの詳細情報

2.2.2 に挙げたログ管理製品／サービスについて、2.2.4 の項目を調査し、調査結果の詳細
については、報告書末尾の付録 6.2「ログ管理製品／サービス 詳細情報」に記載した。
ログ管理製品（15 製品）について、導入形態、ログ収集機能、ログ保管機能、検索機能、
解析機能、レポート関連機能、製品導入の際の契約形態、製品導入にあたっての支援体制、導
入コスト（目安）については、｢表 6-2-A～D ログ管理製品一覧」を参照されたい。
2 つのログ管理サービス（2 サービス）について、サービス概要、定常監視内容、契約形態
等については、
「表 6-3 ログ管理サービス一覧」を参照されたい。
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2.2.6

製品調査のまとめ

ログ管理製品の各分類における総合的特徴、優位点、機能的制約、想定される導入対象につ
いてまとめる。
a. ログ管理製品・ホスト実装型
[総合的特徴]
今回の調査対象のホスト実装型製品はすべて IT 資産管理機能を併せ持っており、USB
デバイス等外部デバイスの利用制限や利用の記録、禁止アプリケーションの起動制限、不
正 PC 端末の接続検知、Web サイトアクセス検知や制限等のログ管理以外のセキュリティ
機能も備えている。ログ管理だけでは導入効果が判断しにくいケースでも、ホスト実装型
ログ管理製品に備わっているこれらのセキュリティ機能と合わせて評価することで費用
対効果がわかりやすくなる。
また、PC やサーバ合わせて 100 台程度のシステムであれば、200 万円程度で導入できる
場合があることもコストに敏感な小規模ユーザにとっては導入しやすいカテゴリーの製
品であるといえる。
[優位点]
ログ管理機能の中でも、OS が標準で持つイベントログの解析だけでは判断しにくいフ
ァイルの操作ログが生成できることが大きな特徴であり他のカテゴリーのログ管理製品
にはない優位点である。内部不正に対し、操作ログを取得・管理している事実を従業員に
通達しておくことで情報持ち出し等の抑止になる上、情報漏えい発生時にも「どのような
操作が」
「誰により」
「いつ」行われたか等、詳細に分析が可能となる。デバイス管理関連
ログと併せて分析することで、USB 等による情報の持ち出し状況も把握できる。
[機能的制約]
ホストに管理用のソフトウェアを実装してログを集めるという本カテゴリーの製品の
性質上、PC 端末やサーバ単体の管理に限定され、ネットワークも含めた事象の全体像が
把握できず、各端末での不審なプログラム動作の検知等、標的型攻撃への対策として取れ
る手段は限定的である。すなわち、PC 端末やサーバごとにログ情報が分散して収集され
る状況の元、それらを俯瞰した横断的な分析を行うには、ホスト実装型ログ管理製品だけ
では本来限界がある。しかし、ホスト実装型ログ管理製品の機能を活用し、不審なアプリ
ケーションの起動を検出したり、端末から社内ネットワークへのアクセスの頻度等を監視
するような管理設計を実施すれば可能であり、日常的なシステム監視の一環としてうまく
取り入れることができれば、標的型攻撃の予兆を検出することも可能である。
[想定される導入対象]
・規模によらず、内部不正対策の観点から、ファイル操作やデバイス操作の記録を重視す
る組織。
・比較的管理対象が少なく、低コストでログ管理製品の導入を検討する必要がある組織。
・統合ログ管理製品や SIEM に対して有効なインプットを与えるログ生成・提供ツールと
して必要な場合。
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b. ログ管理製品・ゲートウェイ型
[総合的特徴]
スイッチング HUB のミラーポートに接続し、サーバへの通信パケットを取り込みアクセ
スログとして保存する方式をとるログ管理製品である。ゲートウェイ型製品は、踏み台型
と呼ばれることもある。
[優位点]
ホスト実装型と異なり、ホストにエージェントを実装しないことから PC 端末やサーバ
にエージェントの動作に伴う負荷をかけないメリットがある。サーバへの通信パケットが
取得できる場所に設置することでサーバを管理対象とすることができる。サーバが一箇所
に集約されている場合などは、導入規模を小さく抑えることができる。管理対象のサーバ
が明確であり、集約して設置されているなら、サーバへアクセスする端末が 100 台を超え
る場合でも 200 万円程度で導入できるケースもある。
また、クラウドサービスを利用するユーザにおいては、クラウドサービス側で特別なロ
グ管理機能が提供されていない場合においても、クラウドサービスへのアクセスを取得す
ることでログ管理が可能である。
ログ管理機能としては、ファイルサーバから PC 端末へのファイルのコピーが記録でき
る等、通信パケット取得方式ならではの優位点がある他、サーバへのすべてのアクセスを
記録できる特徴がある。このことから、重要なデータを保存するサーバに対する内部不正
の抑止及びインシデント発生時の原因分析、影響範囲分析には有効な製品である。
[機能的制約]
ネットワーク上の通信パケットを基にログを生成するため、個々のホスト上で完結する
操作（ホスト PC 上でのファイルコピー等）はネットワーク上に通信パケットが流れず取
得することは出来ない。例えば、個人の端末で USB メモリにファイルをコピーする、とい
った操作を記録することはできない。
標的型攻撃に対しては、ホスト実装型と同様に効果は限定的である。ただし、サーバへ
のアクセスを分析することで標的型攻撃の予兆を検出することが可能である。
[想定される導入対象]
・サーバアクセス記録を重視する組織。
・サーバにはログ収集用管理ソフトウェア（エージェント）を搭載したくない組織。
・集中的に管理したい対象が一箇所にまとまっており、モニタしやすい構成を持った組織。
・クラウドサービスへのアクセスを管理したい組織。

c. 統合ログ管理製品
[総合的特徴]
統合ログ管理製品は、端末、サーバ、ネットワーク装置等が生成する各種ログ、あるい
はログ管理製品が生成・取得する様々な様式の各種ログを収集し一元管理する製品であり、
収集したログを長期間保存するとともに、インシデント発生時には様々なログを高速検索
して分析し、原因調査、影響度調査等を支援する機能を有する。今回調査した製品では、
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ハードウェアアプライアンス、ソフトウェア等の製品構成やログ取得に際してのエージェ
ントの有無などに特徴が認められた。その他、取得ログ種類、ログ保存、ログ分析におい
ても製品毎の仕様の差異が見られた。
統合ログ管理製品の導入目的を考えると、ログ保存容量、ログ保護機能、ログ検索速度
に注目すべきである。特にログ検索速度については各製品が差別化を図っている箇所であ
り、インデックスの持ち方やデータベースの実装方法等で検索の高速化に工夫を凝らして
いる。しかし、検索速度を評価する時、1 分間に何億レコード検索できるといった局所的
な性能のみではなく、管理対象からログのデータベースへの格納、正規化、インデックス
化、検索、結果表示までの一連の処理のタイミングや速度を評価しなければならないとい
うことを意識しておく必要がある。また、各種装置から異なるログを横断的にデータベー
スに格納、検索し表示できることが機能面での大きな特徴であるため、管理目的を鑑みて
必要とする横断取り込み・分析機能が装備されていることを確認することが本カテゴリー
の製品選択上のポイントとなっている。
[優位点]
統合ログ管理製品は、端末、サーバ、ネットワーク装置等複数の装置のログを横断的に
保存し分析・評価できることから、標的型攻撃のように、様々な手法を組み合わせて複合
的に行われるインシデントの発見に有効である。また、リアルタイムにインシデントを検
知するための用途より、大量に保存しているログを分析し、過去に遡って何が行われたか、
原因は何か、影響はどこまで及んだか等を詳細に把握することに効果を発揮する。
[機能的制約]
ログ情報を統合し、管理する製品であるため、ログ情報の生成元にない情報を補完する
ことはできない。例えば内部不正への対応については、標準的なイベントログだけでは不
十分な場合が多く、必要となる情報を集めることのできるホスト実装型あるいはゲートウ
ェイ型のログ管理製品と連携することが管理強化に結びつく。
また、通常はインシデントのリアルタイム検知（監視）の用途には向かない。それらは
SIEM 製品の得意とするところとなる。
[想定される導入対象]
・端末、サーバ、ネットワーク装置などの複数の装置のログを一元的に保管し、横断的に
分析したい組織。

d. 統合ログ管理製品（SIEM）
[総合的特徴]
個々の製品の機能・性能を比較すると、前述した統合ログ管理製品と SIEM の差異がな
くなってきている。SIEM は、相関分析によるリアルタイム解析機能を用いた「監視」に
主眼をおいた統合ログ管理製品と位置付けることができる。端末、サーバ、ネットワーク
装置、ログ管理製品等複数の装置が生成・取得する異なった形式のログを収集し一元的に
管理する点では、統合ログ管理製品と同様である。
[優位点]
SIEM では大量に保存したログを改めて分析するのではなく、ログを取り込む都度正規
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化、インデックス化し即時検索可能な状態にすることでリアルタイム分析を可能にする。
多くの SIEM 製品では、分析用のテンプレートを数多く用意し様々な管理目的に対応する
ことで、標的型攻撃の不審な挙動を検出する等の、要望として挙げられることの多い監視
運用を容易にする。
[機能的制約]
リアルタイム監視を実現するには、専門的な知識を持った対応要員が、常時即応体制を
備える必要があるため、CSIRT 等の組織横断的な体制とセキュリティに詳しい技術者の準
備が必要となる。外部の専門家に支援を求めるという選択肢もあるが、社内の業務を把握
したメンバーが協力しなければ、有効な監視体制を維持することは難しい。
また、SIEM 製品は導入費用が数百万円から数千万円になることから、ある程度規模の
大きい組織にて採用される傾向があると想定される。
[想定される導入対象]

・端末、サーバ、ネットワーク装置など複数の管理対象の相関分析によるリアルタイム解
析機能を用いた監視を実施したい組織。

22/116

3

インタビューによる実態調査

企業における情報システムのログ管理の実態、各種ログの収集と活用方法、ログの運用管理の最新状
況を把握するため、インタビュー調査を実施した。
インタビュー対象は以下の通り。
1. ログ管理製品／サービス提供事業者
2. ユーザ企業
3. 有識者
3.1

ログ管理製品／サービス提供事業者に対するインタビュー調査
3.1.1

インタビュー対象

インタビュー対象は、2 章のログ管理製品／サービス動向調査で対象とした製品/サービス
の提供事業者に、クラウドサービスの提供事業者 3 社を加えた合計 20 社とした。
クラウドサービスについては、企業におけるクラウドサービス利用が進みつつある状況11を踏
まえ、クラウドサービス上に生ずるログに関連し、利用者側設備またはクラウドサービスとし
て提供している機能を利用した管理方法や課題を抽出することを意図し対象に加えた。
具体的なインタビュー対象の事業者を表 3-1、表 3-2、表 3-3 示す。
インタビュー対象としたログ管理製品／サービスの開発元または取り扱いベンダーを表
3-1、表 3-2、表 3-3 に示す。
表 3-1：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ログ管理製品のインタビュー対象
分類

製品名

ログ管理製品（G 型）
ログ管理製品（G 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
ログ管理製品（H 型）
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品
統合ログ管理製品(SIEM)
統合ログ管理製品(SIEM)
統合ログ管理製品(SIEM)

File Server Audit
FUSION Forensics
InfoTrace PLUS
LanScope CAT
ManagementCore
MylogStar
SKYSEA Client View
Logstorage
ManageEngine EventLog Analyzer
NetAttest BigData
Splunk
快速サーチャー LogRevi
McAfee SIEM
RSA Security Analytics
Security QRadar

インタビュー対象
(株)NSD ビジネスイノベーション
楽天コミュニケーションズ(株)
(株)ソリトンシステムズ
エムオーテックス(株)
住友電工システムソリューション(株)
(株)ラネクシー
Sky(株)
インフォサイエンス(株)
ゾーホージャパン(株)
(株)ソリトンシステムズ
Splunk Services Japan
(株)インテック
(株)ディアイティ
EMC ジャパン(株)
日本 IBM(株)

（G 型：ゲートウェイ型

11

H 型：ホスト実装型）

クラウドサービスの利用状況：平成 25 年度末時点で一部でもクラウドサービスを利用していると回答した企業の割合は 33.1％（平
成 24 年度末 同 28.2％）
。母数 2,136 社。
＜出典＞
総務省「平成 26 年版情報通信白書」図表 5-4-1-1 国内におけるクラウドサービスの利用状況
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc254110.html
総務省「平成 25 年通信利用動向調査」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
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表 3-2：

ログ管理サービスのインタビュー対象
分類

サービス名

1

ログ管理サービス

2

ログ管理サービス

表 3-3：

サービス名

クラウドサービス
クラウドサービス
クラウドサービス

3.1.2

(株)ラック
(株)アズジェント

クラウドサービスのインタビュー対象
分類

1
2
3

インタビュー対象

JSOC（セキュリティ監視・診断サービス）
セキュリティ・プラス
マネージドセキュリティサービス

Azure、OMS
IIJ GIO
ニフティクラウド

インタビュー対象
日本マイクロソフト(株)
(株)インターネットイニシアティブ
ニフティ(株)

インタビュー内容

ログ管理製品に関するインタビュー内容を表 3-4 に、ログ管理サービスのインタビュー内容
を表 3-5 に示す。
インタビューの中で、不審なアクセスを検知するための代表的な製品構成と導入費用につい
て調査する項目があり、本社-支店が閉域網で接続され、本社側 DMZ に Web サーバ、内部にフ
ァイルサーバ等が配置されたシステム構成を前提とした。そのシステムイメージ図を、図 3-1
に示す。

図 3-1：

インタビューで前提としたユーザシステム構成
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1
2

3
4
5

6

7

1
2
3

4

5
6
7

表 3-4： ログ管理製品のインタビュー内容
製品/サービスの仕様の確認
事前の公開情報調査における不明事項等の確認
標的型攻撃、内部不正を想定した時の製品/サービスの特徴
機能面、性能面、導入支援、運用支援に関して特徴的な事項、競合製品等と比較しての優位
点の確認
製品/サービス導入・運用支援サービスの内容と費用
要件定義、設計、設定、運用、ログ解析の支援サービス等に関する確認
クラウド環境への連携と課題
クラウド上のログの取り込み、照会等連携方法と条件の確認
図 3-1 の構成における不審なアクセスを検知するための代表的な構成と導入費用
・インターネットから組織内への不審なアクセス
・組織内システム間（端末-端末間、端末-サーバ間等）の不審なアクセス
・組織内からインターネットへの不審なアクセス
※ 導入にあたり利用者に求める条件や必要な装置など
インシデント検知に焦点を当てた構成と有効な範囲の確認
製品/サービス導入に当たっての利用者の悩み（特に中小企業）
製品/サービスを導入する際の阻害要因の確認。システム構成、要件、体制、力量、コスト
等
情報漏えい対策を目的とした導入事例（特に中小企業）
業種、顧客規模、導入目的、導入構成、導入支援内容、運用支援内容、導入にあたり課題と
なった事項、導入効果、準備から導入までの概算工数、概算費用
表 3-5： ログ管理サービスのインタビュー内容
監視サービスの適用範囲（インターネットと利用者 LAN の接点、利用者 LAN 内部など）
監視されるネットワーク範囲の確認
監視サービスを導入するために必要な機材（検知用装置の設置など）
サービス導入に際しての設備上の条件の確認
監視サービスの概要
・監視対象装置
・監視時間の条件（24 時間 365 日、リアルタイムなど）
・監視ポリシー
・アラートの内容
・アラートの受信方法
利用者自身がコントロールできるログ管理機能の確認
図 3-1 の構成における不審なアクセスを検知するための代表的な構成と導入費用
・インターネットから組織内への不審なアクセス
・組織内システム間（端末-端末間、端末-サーバ間等）の不審なアクセス
・組織内からインターネットへの不審なアクセス
※ 導入にあたり利用者に求める条件や必要な装置など
インシデント検知に焦点を当てた構成と有効な範囲の確認
利用者に対し、ログ分析等の支援メニュー
ログ管理に関する支援体制等の確認
サービス導入に当たっての利用者の悩み（特に中小企業）
サービスを導入する際の阻害要因の確認。システム構成、要件、体制、技術力、コスト等
情報漏えい対策を目的とした導入事例（特に中小企業）
業種、顧客規模、導入目的、導入構成、導入支援内容、運用支援内容、導入にあたり課題と
なった事項、導入効果、準備から導入までの概算工数、概算費用
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クラウドサービスに関するインタビュー内容を表 3-6 に掲げる。

1
2

3
4

5
6

表 3-6： クラウドサービスのインタビュー内容
クラウドサービスのサービスモデル（IaaS12、PaaS13、SaaS14等）
サービスモデルの種別
クラウドサービスにおいて、利用者に提供しているログ機能
・取得できるログの種類（システムやデータへのアクセスログ、操作ログ、通信ログ等）
・取得項目
・ログ保管
・ログへのアクセス制限
・ログ検索
・ログ突合解析
・ログ分析
・ログの証拠性確保
・外部システムとの連携
（利用者が持つデバイスやログ管理システムへのエクスポート/インポート）
利用者自身がコントロールできるログ管理機能の確認
利用者に対し、監視、ログ分析等の支援メニュー
ログ管理に関する支援体制等の確認
クラウドサービスにおいて、事業者として実施しているログ管理（利用者に公開、提供して
いるログではなく、サービス上のセキュリティリスクを考慮して行っていること）
・管理しているログの種類（システムやデータへのアクセスログ、操作ログ、通信ログ等）
・ログ保管方法
・ログへのアクセス制限
・ログ分析のタイミング（定期的に分析/調査必要時に備え取得しているだけ等）
・ログの証拠性確保
事業者がサービスの安全性確保のために行っているログ管理の確認
ログ管理についてクラウド利用者から要求されること
利用者のログ管理についての意識等の確認
ログ管理について、利用者に助言すること
導入時に考慮すべき点、利用者が気付いていない注意点等

12

Infrastructure as a Service: コンピュータシステムを構築及び稼動させるための基盤（仮想マシンやネットワークなどのインフ
ラ）そのものを、インターネット経由のサービスとして提供するクラウドサービスの一種。
13

Platform as a Service: ソフトウェアを構築及び稼動させるための土台となるプラットフォームを、インターネット経由のサービ
スとして提供するクラウドサービスの一種。
14

Software as a Service: 必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたクラウドサービスの一種。
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3.1.3 インタビュー調査結果
3.1.1 に挙げたログ管理製品／サービス事業者を対象とし、3.1.2 のインタビュー内容に基
づき調査した結果を「表 3-7 ログ管理製品のインタビュー結果」
「表 3-8 ログ管理サービスの
インタビュー結果」
「表 3-9 クラウドサービスのインタビュー結果」に示す。

表 3-7： ログ管理製品のインタビュー結果
1
製品/サービスの仕様の確認について
[ログ収集]
 ログ収集の方法として、イベントをメッセージとして取得するものと、フィルタドライ
バ15経由で取得するタイプがある。それぞれの方式に一長一短あり。前者は簡便だが比
較的低速で採集情報も限定的、後者は複雑な実装になるが高速で網羅的。
[エージェント]
 ホスト実装型は、管理対象の端末やサーバにエージェントソフトをインストールして利
用。
 統合ログ管理製品は、特定のイベントや操作を記録するためにエージェントを使用する
ケース有り。
[ログ保存]
 1 年分は保持。古いものはテープ等に移して（自動設定可）アーカイブ。
 クラウドサービスを利用し保存することもできる。
 金融系だと 5 年程度保存している。
 管理対象からのログの取り込み頻度は 1 日 1 回というケースが多い。
最近はさらに短い頻度で取り込みが可能な製品も増えている。（統合ログ管理製品）
[検索速度]
 リレーショナルデータベースは検索結果がすべてそろってから表示するのが一般的で
あり、その場合大容量検索では時間を要するが、独自機能により検索条件にマッチした
ものから順次表示する。
 検索速度を上げるために並列実行を可能としている。
 検索を可視化するか否かで表示速度は変化する。
 検索速度実測値は検索条件の他にユーザのシステム環境によっても異なる。
 単純な件数算定検索と、インシデント対応時の操作のように都度検索条件を変更しなが
らトライアンドエラーを繰り返す調査業務では検索速度の持つ重要性の意味合いが異
なる（トライアンドエラーを繰り返す業務の方が高速性を求められる）。
 本格導入に先立ち評価機を導入して予備評価を実施するケースも数多い。
[相関分析]
 相関分析を実施する機能は製品単体・独自には備えていないことも多く、そのような場
合必要に応じて他の統合ログ管理製品や SIEM と連携して実現。（ログ管理製品）
 相関分析ルールを更新した時には、過去のログを遡って分析。あるいは、他所にあった
ログを預かってそれを分析することも可能。
（SIEM）
[レポート]
 ダッシュボードによって管理者に対して情報を示す製品コンセプトが多く、情報の一括
表示や必要な情報のドリルダウン等、ダッシュボードの機能を工夫することで管理者の負担
15

フィルタドライバ: PC 等を駆動する各種ドライバの階層構造の中間に位置し、上位と下位のドライバ間の仲立ちをしながら特定の処
理を実施するドライバ。
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を軽減している。



2

金融機関、官公庁など印刷物で決裁する慣行の下で（紙文化が根強い場合）運用する
場合は出力機能にもこだわるケースがある。

標的型攻撃、内部不正を想定した時どのような点が役に立つか
[製品の優位点]
 ファイルコピー等の操作の記録が収集可能。
（ゲートウェイ型、ホスト実装型）
 ログをフィルタドライバ経由で取得する場合、ログの取りこぼしが無い。
 ログの取得はパケットキャプチャに基づくため、監視対象の OS や台数に依存せず、異なる
OS が混在する環境や、監視対象が多い場合にも導入がし易い。（ゲートウェイ型）
 システム管理者の操作のログ取得とアクセス制御が可能。（ゲートウェイ型）
 エージェントを導入できないケースにおいても導入可能。（ゲートウェイ型）
 オリジナルハードウェアで品質の高い部品を採用。
（ハードウェアアプライアンス）
 操作画面を録画保存可能な製品あり。
 アクセス履歴を全てのプロトコルにおいて記録できる。
（ゲートウェイ型）
 ログ取得するシステムに特化して高速化、大容量保存を可能とした製品あり。
 当初ターゲットが分からない調査を行う場合、広く短期検索を繰り返し積み上げて絞る
方法が一般的な中、1 年分の広範な範囲の検索が可能である製品もあり。
 独自 OS の採用で検索速度を上げている製品あり。
 2,000 社以上の導入実績から得たログのフォーマットを社内で蓄積して顧客に提供。
 ワークフローとの連携を重視した製品あり。
 誰が何を行ったかをタイムラインビュー等の複数の切り口で分析可能とする製品あり。
 工夫されたユーザインタフェースを使用することで、ログ全体俯瞰からドリルダウンに
よる堀下げ調査を可能とする製品あり。
 マルウェアが活動してしまった後では被害の最小化策としては遅いと捉え、不審な動き
を止めることを重視した製品あり。
 サンドボックスの検知結果を SIEM に送り込んで類似の攻撃を検知することができる。
 人の操作によるログのみに絞り、不要なログを見せない工夫あり。重要性が低いアラー
トが多発すると、実運用では運用しがたくなるため。
 標的型攻撃メール検知用テンプレートを提供する製品あり。
 トライアル版の提供。無償版の提供（機能限定）。これにより新たな顧客層のニーズを
把握できる例あり。
[標的型攻撃への対応]
 製品自体が攻撃の踏み台にされることへの抑止に関して、独自ハード、独自 OS を適用
することによりハッキングのハードルを高め相当程度担保している。
 ファイアウォールや IPS と連携し、検知結果をトリガーにしてトラフィックを止める。
 PC 環境の変更検知、未知のアプリケーションの起動検知。
 ネットワークのトラフィックの傾向を日頃から観測し通常と異なる傾向を検知。
 ハッシュ値をキーにして不正プログラムの拡散状況を調査。
 通信記録の分析から調査開始、次段階で特定した端末の本格的調査を実施。通信記録か
ら「調査すべき端末」を抽出し、個別に調査条件を調整しながら特定の端末に関する挙
動を深掘りする。
 添付ファイル受信→実行→内部/同一セグメント上での動き→目的実行といったシナリ
オを想定した場合、メール送受信記録、Windows イベントログ、カーネル間の挙動のロ
グ、IDS/IPS のログ、サンドボックス等のふるまい検知などを総合評価することで分析
調査を行う。
（統合ログ管理製品）
 第一波攻撃対策後の分析にも利用。その後の複数のデバイスの挙動の突合により、マル
ウェアを再検知する例もあり。
[内部不正への対応]
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 ユーザに対する禁止行為へのポップアップ警告表示、マネージャへのアラート送信など
の定期的なレポート。これにより異常事象の検知、セキュリティポリシー遵守への啓発、
不正行為の未然抑止となる。
 製品には機能的に固有の弱点が存在することもあり、ログ管理にどの製品を使っている
かを従業員に伏せている例もある。固有の弱点を突かれて検知を回避される可能性があ
るため。
 特定のフォルダ、ファイルへのアクセスを検出しアラートを上げる措置等は有効。
 違反行為を検出すると利用者にポップアップで警告。
 コピー等による持ち出し、印刷、利用時間帯などファイル操作を記録管理。
 ネットワークのトラフィックの傾向・特異性を観測。
 端末、DHCP アドレス、サーバのアクセスログ、VPN、入退室管理等を利用し検知、調査
するケースがある。
 MAC アドレスでグループ化し、不審な行動を従業員情報と照らし合わせて分析。
 社員の退職時に、当該社員の直近（数週間～1 ヶ月程度）、更にはもっと過去に遡って不審
な行動が無いかの調査に利用。
 入退室のログを突合する例もあるが、内部不正対策というより勤怠の証跡として利用し
ている例が多い。退勤したはずなのに PC 操作しているとサービス残業と見做す等。
 データ持ち出しやアクセスをテンプレートで分析している事例有り。
 定期的にレポートを観察し、不審なログを発見することも有効。
 タイムラインビューにより従業員のある期間の総合的な行動分析が可能。
 管理者権限（アドミニストレータ等）の利用記録。
 ポリシーと照合し、行為や操作のコンプライアンス違反を検知。
 デバイス制御との連携。
（USB デバイスの利用制限など）
3

製品/サービス導入・運用支援サービスの内容と費用
[提供サポート]
 導入時に顧客の要件に適合するよう、導入システムの最適化支援（取得対象にするログ
の選定、ログ保存のためのサイジング、分析のためのテンプレート選定など）
。
 不要なログを取らないようにチューニングについて助言をする。
（暫定ポリシーで 1 か月試験運用しチューニングを実施する等）
 運用管理の雛形である標準テンプレートをベースにして、顧客に適合したテンプレート
へのカスタマイズ。標準で備えた分析用やレポート生成用のテンプレートでは要望を満た
せない(レポートの項目が足りない、分析対象のログフォーマットが異なる等)場合（SIEM
製品）。














管理画面の利用法などのセミナーの開催。
サイジングシート、パラメータシートの提供。
運用体制構築支援。
セキュリティオペレーションチームに向けたコンサルティング。
保守の範囲で問い合わせ対応を行う。
インシデント対応支援。
ログ分析を個別に対応。
フォレンジック対応。
ログ監査支援サービスの提供。
レポートの評価（グレーな挙動の判定等）も可能。
月次レポートの提供。
管理要員常駐。

[製品価格]
 監視対象の規模と管理サーバの選択、追加する管理オプション等による。
（ホスト型）
 監視対象のサーバに与えられた IP アドレスの数量で価格が決まる体系あり。
（ゲートウ
ェイ型）
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 1 日あたりのログ容量により価格が変動する体系あり。
（統合ログ管理製品）
 1 日のログの量（最大）に応じてのライセンスあり。月 4 回までは超過を許容し、それ
を超えると一定期間インデックス化できなくなる等。（統合ログ管理製品）
[保守等サポート価格]
 保守料初年度込み、初年度から別の双方のケースあり。（保守費用の体系は製品により
異なる）
 支援費用はノード数、ログ容量、工数によって決まる。
4

クラウド環境への連携と課題
[設置場所]
 ソフトウェア製品の場合、クラウド環境に実装することが可能。
（ただし製品により保証しているケースと保証していないケースがある）
 クラウドシステム管理の場合でもクラウド上ではなく社内 LAN 側に管理システムを設
置可能。
（ゲートウェイ型）
 エージェントを社内 LAN 上ホストに配置し、クラウド側ログ管理サーバで収集管理する
ことも可能。
 社内 LAN にマスタの製品、クラウド上にサブ製品を配置し、クラウドのログをマスタに
伝達してハイブリッドに管理する構成も可能。
 クライアント側の記録でクラウド上のサーバへの操作を記録できるので、必ずしもクラ
ウド側にログ機能がなくても良いケースもある。
（ホスト実装型）
[クラウドとの連携]
 クラウドのサービス仕様変更にも追従。
 AWS16や Azure17等の特定のクラウドサービスとの連携機能を提供。
 AWS 用のログ取得機能を準備。
 AWS 上に製品のインスタンス18あり（SaaS）。（統合ログ管理製品）
 ローカルとクラウドを両方監視するような使い方が最も多い。（統合ログ管理製品）
[クラウド利用の課題]
 ログをパブリッククラウド（社外）に置くことには抵抗感を示す利用者が存在。
 クラウド上にログが蓄積される場合、解析にあたりクラウドからログを取り込むことは
可能だがその容量が大きい場合通信の帯域の問題と、ログ内容が盗聴・改ざんされない
ようにするための通信路の保護（VPN 等）の問題がある。

5

不審なアクセスを検知するための代表的な構成と導入費用
[設置場所]
 サーバが設置されている本社のスイッチング HUB のミラーポートに設置する。
（ゲートウェイ型）
 サーバが複数セグメントに分散設置されている場合はセグメント毎に設置する。
（ゲートウェイ型）
 管理サーバを本社に設置、エージェントを本社、支店の PC に実装する。
[ネットワーク構成、システム構成]
 閉域網に限らずインターネット経由となる構成でも管理可能。
 モバイル端末から社内サーバへのアクセス監視可能。（ゲートウェイ型）

16

AWS（Amazon Web Services）： Amazon.com により提供されるクラウドサービス。

17

Microsoft Azure： Microsoft により提供されているクラウドコンピューティングサービス（PaaS/IaaS）。

18

インスタンス（instance）
： クラウドサービスで提供される仮想マシン（サーバ）
。プラットフォーム、CPU、メモリ、ストレージ等
で構成される。
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 管理台数が少ない場合、管理サーバ不要のスタンドアローン版を推奨。
（ホスト実装型）
 Web アクセスのログ取得のためにプロキシサーバを追加することを推奨。
（統合ログ管理製品）
 今回調査対象とした製品ごとに、製品価格・ライセンス価格・保守費用の目安を表 6-2
に掲載。
6

製品/サービス導入に当たっての利用者の悩み（特に中小企業）
[導入を阻害する要因]
 事前の準備不足
- ログ取得の目的が不明確。
- 何が重要な情報か把握していない。
- 取るべきログの取捨選択ができない。
- ログ管理により可能なことが把握できない。
- 導入しただけで実質活用されていない例もある。導入前の計画が重要。
 導入・運用予算の不足
- 導入予算、運用予算が不足。
- データベースを別途購入する必要がある場合、導入コストが高くなる。
- インシデント発生時の分析のみの用途で、定常的評価をしないユーザはコスト
に対する不満が高ずるケースが多い。
- 費用の都合からログの積極的な利活用にまで至らず、記録するだけを合意点に
するケースが多い。
- ある製品では無償版をリリースしたことにより、その引き合い増加で潜在的ニ
ーズがあることが判明。予算不足がログ管理の導入や推進のネックになってい
る事実の一端が見えた。
- ある製品ではオンプレミス製品としてだけでなく SaaS として提供することも検
討。ただ、それにより導入コストを下げても、積極的に管理が必要とされる理
由・動機がないと導入促進は難しいと予想している。
- 一般的に直接業務効率を上げるわけでないことから、導入メリットが判じづら
い。
（インシデントが発生しないとコストメリットがわからない）
- セキュリティ対策の中で相対的にログ管理の優先順位が低い。（直接的な予防・
防御が重視される傾向にあり。
）
- ログ管理システムの導入・強化以前にセキュリティ投資予算全般が不足してい
る。
- 導入したことで管理コスト（運用コスト）が上がることを管理部門が避ける例
もある。
 経営層の理解不足
- 標的型攻撃は自組織には当面関係ないという意識が一部にある。
- 経営層に必要性が理解されない。
- ボトムアップによる導入促進が難しい。
（経営層認識変化が必要な場合）
- 大規模・重大な事件の影響により検討は進んでも社長や CISO 等、決裁者のモチ
ベーション・導入推進意欲が無いと導入までは進まない。
- 同業他社の例を要望される（経営層に業界横並び意識が強い場合）
。
 運用体制の不足
- ログを監査するオペレーションが兼務の場合、運用が負荷的に破綻する事例が
ある。処理すべき業務量が膨大となる場合等、兼務では回らない。
- 情報システム部門の負担が大きいことも阻害要因になる。
- ツールと人間の役割分担が理解できていない。（ツールに万能を求める傾向。）
可視化するまでがツールの役割、分析は人が行う。
- 組織の実業務を知らないと効果的に使えず、部門実業務を把握していない情報
システム部門だけに任せていると運用は立ち行かない。SOC、CSIRT が必要。
- エンドユーザに情報セキュリティ専任要員が不足している。
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 その他
-

-

エンドユーザにログを分析する力量が不足している。
導入のための技術的ノウハウが不足している。
ログを見て理解する（発生事象を把握しようとする）習慣が無い。
ログ取得だけであれば導入は難しくないが、導入後の運用が難しい。
導入後の不正チェックの仕組み、体制、手順が整備できない。
業界全体としてログの管理方法を提案できるコンサルテーションが少ない。
SIer、エンドユーザはアプリケーションソフトウェアには詳しくてもインフラ
に詳しくないことも多く導入が難航することがある。
現状把握とそれを製品に反映させることが難しい。
導入に伴いファイアウォールやプロキシサーバ等の既存のシステムの設定変更
が必要となり、問題が発生するケースがある。
大規模システムの場合、システム管理に複数のベンダーが関わっているとその
間の調整に手間がかかる。
管理対象が多数の場合など、個々の管理対象にエージェントを導入する手間が
問題になることもある（Active Directory を用いる等、一括配布の方法も存在
するため、ベンダーの適切な提案も重要）
。
導入した後に想定していた運用と異なるというケースもある。ユーザは取れる
と考えていたログが実は取れないといった事象等。
販売後の手離れが悪いというパートナーの意見がある。
提供事業者側がビジネスとして成り立たないと判断する場合、
（収益的に導入効
率の劣る）中小企業には積極的に導入を働きかけない例がある。

[導入を進めるためのポイント]
 組織にとって何が重要なデータかを把握していること。
 監視対象の絞り込み、監視するパケットの絞り込み。
 提供側の設計支援。
 既存システム上のログの有効利用。
 最初はプロキシ、IDS、ファイアウォール、Active Directory のログ管理に絞り小さく
始める。
 必要なログだけ抽出して分析する仕組みを持つ。
 部署毎に重要な情報の考え方が異なることが多い。そのような場合、部署毎に違反行為
の定義を行うことが望ましい。
 今後ビッグデータを企業の活動に有効利用する人材が育成される場合、そのような人材
をログ分析にも応用できると良いのではないか。
 サイバー保険が追い風になることも期待（保険に入るための条件にログ管理の実施が必
要など）
。
7

情報漏えい対策を目的とした導入事例（特に中小企業）
[企業規模]
 導入実績は大規模ユーザ（大企業）が多い。
 中小企業（100 台未満規模）の事例も存在。
（ホスト実装型）
 マイナンバー関連では、大企業でも単一部署対象でスタンドアローン版を導入。
 対策ツールの無償版をダウンロードした内訳では 6 割が 300 名以下の企業。
[分野、業種等]
 業種としては金融系の顧客で導入が先行している。
 金融系、公共系の顧客では管理ルールとしてログが必須とされる（準拠するセキュリ
ティ関連基準あり）
。
 金融系の顧客では、活用が必要なデータ・情報に対してアクセスを禁止（Deny）せず
とも、ログ管理でリスクを低減するために導入するケースあり。
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マイナンバー対応の一環として導入する事例あり。
システム管理を委託された SIer が情報セキュリティインシデント時の潔白を証明す
るために導入する事例がある。
当該組織の親会社から要求されて導入する事例がある（製造業）
。
ビッグデータ、スマートメータ、IoT 等の活用上情報管理が必要となるケースもある。
また、SOC19、内部統制等ログの使い方が多様化している。
中小企業では、データベース事業者での実績、PCI DSS の準拠に基づく実績あり。
中小企業でログ管理の仕組みを導入している事例は製品ベンダーが把握できていな
いケースも数多い。ある製品試用版(当該製品では管理データ上限 500MB/日)の利用状
況推移からも多いと推定している。
CSIRT20の設置に伴いプライベート SOC 用の導入例も増えている。
（統合ログ管理製品）
導入されている業界については特に偏りない。
政府機関、金融、エンターテインメント、製造等、業種業態に偏りはない。標的型攻
撃は、そのターゲットが基本的に偏ってはいないことも関連していると思われる。

[導入工数]
 標準で引き合いから導入まで 2 か月～3 か月。（ログ管理製品）
 ネットワークが複雑で構成から検討するケースでは 6 か月～1 年。（ログ管理製品）
 相談から納品まで 3 か月、導入後のチューニング 2 か月。（ログ管理製品）
 要件定義から導入まで 1 か月～2 か月。
機器の調達やエージェント展開の必要性により期間変動。（ログ管理製品）
 検討から導入まで 1 か月～6 か月（対象の量にもよる）。
（統合ログ管理製品）
 導入まではツール単独では 2 か月程度、複数台連携の場合は 5～6 か月程度必要。
（統
合ログ管理製品）
 管理設計に関してのテンプレートがある場合ログ管理の初期設計は省力化できる。
 どの部署をどのように管理するか（管理時間帯設計）など、具体的な管理方法の設計
に時間がかかる。
 プラットフォームの調達、導入支援要員のスケジュールも工期に影響することがあ
る。
 システムリプレースのタイミングで一緒に導入するケースがあり、全体の検討に含ま
れ半年以上かかることもある。ただ製品の構築自体は数日で済む。サイジングなどの
準備、設計の方に時間を要することが多い。
 ハードウェア／ソフトウェアアプライアンス製品の場合、導入から、利用までのステ
ップが少なくて済むことが多い。
[導入の目的]
 セキュリティ対策の強化。
 ログを保存しておき、セキュリティ事故が発生した際に事後分析するため。
 組織や従業員のデータ管理上の潔白を証明するために導入。
 権限を濫用していないことの証明や、管理者の心理的不安要因低減のため。
[導入の動機]
 マイナンバー対応。
 プライバシーマーク取得、ISMS 認証対応。
 法令やガイドライン等の要求事項への対応が考えられるが、日本では金融業界で実施
されている程度。

19

SOC（Security Operation Center）： ネットワークやデバイスを 24 時間 365 日監視し、組織外からの攻撃や組織内からの不審な通
信等を検知し、システム管理者等に警告を通知、あるいは通信を遮断する等あらかじめ決められた対応を行う組織。
20

CSIRT（Computer Security Incident Response Team）： コンピュータやネットワークのインシデント監視及びインシデント発生時
の対応を行う組織。
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親会社からの要求に基づく対応。
上場のタイミングで導入（内部統制の強化のため）
。
インシデント発生後の対策強化（自社インシデント・他山の石）
。
転職の時に前職のデータが持ち出された事例を知っており、現勤務先で同じことが起
こることを危惧して。
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表 3-8： ログ管理サービスのインタビュー結果
監視サービスの適用範囲（インターネットと利用者 LAN の接点、利用者 LAN 内部など）
[サービス内容]
 SOC サービス： インターネットと DMZ、インターネットと内部 LAN の境界部分の監視、
内部セグメント（内部-内部間通信）。
（リアルタイム検知）
 SIEM の導入・運用サービス： 導入支援、リモート監視（リアルタイム検知）、人員派
遣。
 ログ分析サービス
 インシデント対応

2

監視サービスを導入するために必要な機材（検知用装置の設置など）
[SOC サービス]
 自社から提供した装置またはユーザが予め使用している装置を監視。
IDS/IPS、ファイアウォール、UTM21（ファイアウォール＋IPS）、サンドボックス等。
 SOC とユーザ側ネットワークの間は VPN が必須。
 監視デバイスのログを正規化･暗号化するためのエージェントソフトウェアをインスト
ールするサーバの設置。
 オンサイト対応の場合は製品を限定しない。

3

監視サービスの概要
[SOC サービス]
 24 時間 365 日、リアルタイム監視。
監視ポリシーは製品によるが、標準ポリシーを推奨。
 アラートは影響度等によってレベル分けして通知。
 アラートは、メール通知、Web 表示等による。
 監視で検知した大量のセキュリティイベントを分析して、必要な事案だけ報告。
[SIEM の導入・運用サービス]
 サービス内容は、人員派遣等ケースバイケース。
監視ポリシーはユーザ毎にカスタマイズ。
（顧客側： セキュリティ強化目的、監査対応等、監視目的にあわせ調整）
 内部-内部、内部-外部の監視をするが、内部不正は検知できない。
（行為に対する問題の有無の判断は顧客にしかできない）
絞り込みは SIEM、その後は人員的対応。

4

不審なアクセスを検知するための代表的な構成と導入費用
 システムの主要構成要素を集中監視するため、本社などのインターネットへの接続点に
監視対象とするファイアウォールや UTM を設置し、SOC から監視を行う。（または顧客
の既存装置をサービス提供ベンダーから監視）。
 本社側にファイアウォールの代替設備として UTM 製品を導入することで、外部からの不
正アクセス等が、ファイアウォール単体には無い IPS 機能により検知可能となる。
 サービス提供ベンダーごとに、年間契約における費用目安を表 6-3 に掲載。
（ただし、1
社はオープン価格）

5

利用者に対し、ログ分析等の支援メニュー
 ログ分析サービスの提供。
緊急対応の他、定期的にログを預かって分析するサービスも提供。
 フォレンジックサービスの提供。

21

UTM（Unified Threat Management）統合脅威管理機器。ファイアウォールや VPN、ウイルス対策、不正侵入検知・防御（IDS/IPS）、
Web コンテンツフィルタリング等のネットワークセキュリティ機能を複合的に備えた機器類の総称。
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 ユーザニーズに合わせた個別対応。
 顧客ごとのセキュリティインシデント発生状況・世間一般のセキュリティ状況を集
計した結果のレポート、個別報告会実施等。
6

サービス導入に当たっての利用者の悩み（特に中小企業）
 コストが上層部に理解されない。
 外部組織が自社システムを監視することへの抵抗感、信用性への疑義。
 直接監視センターからインターネット経由で接続するため、接続経路に難色を示される
場合がある。
 国の機関等はログを組織外に出すことを躊躇する傾向あり。
 サービス内容がユーザのポリシーと整合しない（パスワードを定期的に変えるルールが
監視用装置に適用できない等）
。
 SIEM の導入・運用では、SIer が実施するような案件になるので顧客側での相応の体力
が必要（設計から導入、運用まで立ち上げるにあたり）
。
 顧客の組織間相互のガバナンスの問題が支障となるケースがある。システム部門が導入
を図っても、必要性の説得力や強制力不足で各部門が保有する装置からデータ取得する
ことへの軋轢が生じるケースや、各部門の装置にエージェントを導入することを拒否さ
れるケースがある。
 取得すべきログの選択基準が不明確。
 既存設備のログに基づき監視する際、その内容が貧弱で有効な情報が得られない。

7

情報漏えい対策を目的とした導入事例（特に中小企業）
 本格的な監視サービスに関しては中小企業ユーザではほとんど実績がない。
 中小企業では、監視システムに投資することと人員を雇うことを比較し、人員増強を選
択する傾向がある。
 簡易監視サービス（人が監視しない・自動通知のみ）は小規模ユーザでも採用されてい
る（コストの負担が比較的小さいため）
。
 公的機関では省庁・地方自治体全体としての指導に従い導入されることもある。
 PCI DSS のセキュリティ基準準拠による要求事項を実践。金融機関の条件。
 Web 専業業者の場合は、業界の特性として導入を推進しやすい側面がある。
 マルウェア感染が疑われる 600 名程度の顧客で導入が迅速に進んだ実績あり。
（さらに
サービス開始後、C&C サーバへの接続が疑われる複数の端末を検知。
）
 準備から導入までの工数 2 か月程度。
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表 3-9： クラウドサービスのインタビュー結果
クラウドサービスのサービスモデル（IaaS、PaaS、SaaS 等）
 IaaS、PaaS のパッケージサービスの中でログ管理を提供。クラウドとオンプレミスの
ハイブリッド環境での使用も可能。
 IaaS 上のログはログファイルに出力される。
 課金根拠となる情報（サーバ性能等）の一つとしてログを内部データとして持っており、
利用者にはグラフ形式に情報を加工して提供。
 IaaS の場合、仮想マシン OS より上位のレイヤは顧客管理（仮想マシン上生成されるロ
グは顧客の管理範囲）。その領域のログの利活用は顧客の裁量。
 統合運用管理サービス（UOM 監視22）はクラウドからオンプレミス環境に横断的に存在
するシステムの監視運用を包括的に実施する。顧客環境の管理対象に管理エージェント
を設置、イベントを検出した場合、管理者にアラートを送信する。

2

クラウドサービスにおいて、利用者に提供しているログ機能
[ログ取得関連項目]
 Windows イベントログ、任意のテキストログ。
 ハイパーバイザー等の稼働状況、ネットワーク帯域、CPU 性能、ストレージ I/O 等のパ
フォーマンス関連情報の保管。
 保存期間：7 日、1 か月、1 年等選択。設定保存期間を超えるとデータをエクスポート
して外部ストレージに退避。
 クラウドのストレージは比較的安価であることが多く長期保存の検討が可能。
[アクセス制限]
 管理者権限、ユーザ権限等の、基本的なアクセス制限の実施。
 管理対象の仮想サーバのログにアクセス範囲を限定する等、細かなロールに基づく制
限。
[突合]
 オンプレミスとクラウドのログを一元管理し、ハイブリッドな環境におけるログの横断
的な検索ができる。
 ダッシュボードをカスタマイズすることにより、顧客側で監視・検知を容易にする工夫
ができる。
[分析]
 クエリ、文字列検索。
 現時刻（リアルタイム）から遡っての分析。
 分析結果をダッシュボードに表示。
 利用者が操作できる範囲内で、提供されたコントロールパネルにてファイアウォールで
の拒否情報やコントロールパネルの操作状況等を見ることはできる。
 仮想サーバや仮想ファイアウォール等、仮想基盤から可視化された部分の情報は顧客自
身が確認することができる。
 生ログではなく、サマリーに近い形で主要情報のみ視覚化するイメージでログ提供。
 サービスのアラートのしきい値はユーザ側で決定可能。
[証拠性]
 ログはユーザには編集を許可しない。
 権限者がログを削除することはできる。
（権限分離で対応）
[他との連携]
 ログ管理の API を公開している（API による外部連携を可能とする）
。

3

利用者に対し、監視、ログ分析等の支援メニュー
 オンデマンドトレーニングコースの提供。

22

Unified Operation Management service: オンプレミスとクラウドが融合した統合運用管理において SaaS で提供される監視サービ
スの名称。

37/116

 ホワイトペーパーの公開。
 顧客からのアウトソースの一環としてサポート契約の例はあるが、支援サービスとして
体系的にまとめたサービスはない。
 基盤管理のためのログは取得しているが、ユーザに提供することは無い。
4

5

6

クラウドサービスにおいて、事業者として実施しているログ管理（利用者に公開、提供して
いるものではなく、サービス上のセキュリティリスクを考慮して行っていること）
 世界中に分散配置されたデータセンターにおけるシステム、及びその数百万人のユーザ
を管理するため、監視ツールを用いて自動監視している。
 ビッグデータを積極活用する機運が醸成されつつあることから、関連するログも取れる
だけ取るという流れになっていると思われる。
 動作プロセスごとの多種多様なログを保管している。
 アクセスログ、操作ログ（踏み台サーバで中継して取得）、トラフィック等を取得。
 ログの保管は専用サーバに集約。
 解析はシェルスクリプトや自作のツールを使用。
 ログ生成ボリュームやログ重要性によってログの保存期間にはバリエーションあり。
 ログ保管期限は、自社 ISMS の規定等に基づき 3 か月間保管を最低ラインにしているが、
実際にはさらに長期間取っている。
（実際には 1 年以上）
 ログは不要と思われるものも出来る限り収集している。インシデント発生時に必要性が
発覚する可能性も考慮。
 証拠性を担保するものでは無いが、厳格なアクセス制限は原本性の裏付けになる。
 ログ収集目的に障害検知目的とセキュリティ強化目的の違いを明確に設けていない（双
方が目的）
。
 ログの目的は、オペレーションログは主にセキュリティ目的。
仮想基盤のログはセキュリティと障害対応と検知目的。
 定常的分析には至っていないが、エラー数等を基準にログ評価を行っている事例あり。
 サーバ、ストレージ、ネットワーク等対象箇所により基準や管理手法などを変えている。
ログ管理についてクラウド利用者から要求されること
 クラウドのセキュリティポリシーが、目下運用している自社のポリシーと整合するかを
問われる。自社（オンプレミス）でのルールをクラウド側にも期待される。チェックリ
ストによる適合性が問われる。
 今後は、モバイル環境でのログ管理も要望が高まると思われる。
 データが社外に存在することや、日本にあるか海外にあるかを問題にされることがあ
る。
 IaaS では障害時に情報提供を求められる。生ログは提出せず原因解析結果を提供。
 クラウドの構成に関わる問い合わせについては回答していない（基盤の情報は非公開）
。
 障害の際、顧客は早期に原因切り分けを求めるため（顧客に原因があるのか基盤に原因
があるのか）基盤に障害が無かったことを証明する必要が生じることが多い。
 「ファイアウォールの記録をさらに詳しく確認したい」等、現在提供しているコンソー
ルで観察できる機能の充実を要望されることはある。
ログ管理について、利用者に助言すること
 クラウドはデータ量がオンプレミスと異なる。まず試用して確認すると良い。
（気軽に試せるのがクラウドの利点）
 生ログを人間が見ても多くの場合ログの持つ意味がわからない。分析基盤が必要。
 ログの取捨選択が必要。怠ると不要なログを大量に取得してしまう。
 多機能なツールがあれば非常に便利だが、管理目的に合った機能があれば十分であるこ
とが多い。
 問題発生の有無、及び発生していた場合は問題の発生箇所を切り分けるのが重要。その
ためのログ管理設計と運用が重要。
 IaaS はインフラを提供するもので運用を提供するものではない。ログ管理を含めた運
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用を期待するならば、高いレイヤのサービス（PaaS、SaaS）を利用するか、IaaS に管
理目的に合致した付加サービスを取り込む。
オンプレミスからクラウドへの移行に際して、クラウド移行前と同等のログ分析、運用
ができるかどうかは事前に確認すべき。
管理上の落とし所はあくまで「現実的な」ログ分析。行き過ぎた管理は大量のログが生
じ意味が減退する。
クラウドサービスの 2 次事業者を委託先としてセキュリティ監査することがあるが、ロ
グ管理を実施しているか否かで委託先の信用度が異なる。
コストとのバランスでどれだけの期間保存するかも決まる。
ストレージの容量単価が比較的安価になっているので、大量にログを取得・保管するこ
とも可能になっている。
ログ管理は保険と同じで、使う場面が少ないがコストはかかる。そこにどれだけ投資す
るか。万一の際の説明責任のために必要。インシデント発生時にログが取得されていな
い事態を招くと、組織は社会的に厳しい状況に置かれる。
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3.1.4

ログ管理製品／サービス提供事業者へのインタビューまとめ

ログ管理製品／サービス提供事業者へのインタビュー調査において得られた情報から、特徴
的な意見や注目すべき意見を以下に項目別にまとめる。
(1) 製品の優位性
[製品分類ごとの訴求点]
ホスト実装型ログ管理製品・ゲートウェイ型ログ管理製品・統合ログ管理製品・統合ログ管
理製品（SIEM）の分類ごとに特徴的な製品優位性が打ち出されている。
・ホスト実装型ログ管理製品、ゲートウェイ型ログ管理製品
サーバや端末の操作ログが取得できる等、組織内部者の行動管理を対象とした機能が最も特
筆すべき特徴として挙げられた。ホスト実装型・ゲートウェイ型を問わず、ログ管理製品単体
では全体的な状況を把握する能力が弱いことから、他のシステムとの連携により、ログ管理の
目的を検知／事後分析だけに留めず、予防／防御まで応用範囲を広げた統括的なセキュリティ
対策の一構成要素として位置付ける例も挙がった。
・統合ログ管理製品（SIEM 製品含む）
管理対象の複数の機器から収集した大量のログデータを「正規化・大量に保存する」という
統合ログ管理製品の基本的な性能の他、それらデータの横串検索を行う時の検索速度を高速化
し、優位点として挙げる例が多くあった。その他、全体的な状況表示からドリルダウンによる
詳細分析に移行していく機能や、各種テンプレート（雛形検索・分析）の提供によるユーザ支
援機能を特徴として挙げる製品もあった。
(2) 標的型攻撃対策への応用
[標的型攻撃対策としての活用ポイント]
標的型攻撃に対するログの活用方策として、ログ管理製品の機能を最も効率よく活用するポ
イントは
・ネットワーク監視（通常にないトラフィックの検出）
・不正アプリケーションの検出（通常動作していないアプリケーションの検出）
・システム内へのマルウェア拡散状況の把握
・ファイアウォールや UTM 等との連携による不正トラフィックの停止
・標的型攻撃シナリオの脅威の各フェーズに対応した検知
であった。
(3) 内部不正対策への応用
[内部不正対策への応用]
内部不正に対するログの活用方策として、行動を記録することによる抑止効果、不審な操作
の検知、定期的なログ評価による不審行動の検出、ポリシーと照らし合わせての違反行為の検
出、デバイス制御との連携によるデバイスの利用制限等がポイントとして挙がった。
(4) クラウドサービス上のログの管理
仮想環境に対応するソフトウェア製品は、クラウド上に実装が可能（保証しない製品もある）
。
業務におけるクラウドサービスの活用例が増加しているため、クラウド上のログ管理製品と社
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内システム上のログ管理製品との連携やクラウドサービスが提供するログ管理機能との連携
等、クラウドサービス上のログ管理は実務的に運用が可能となってきている。ただし、ログを
社外に置くことに抵抗があるという利用者の意見もある。
(5) 導入を阻害する要因
ログ管理製品の導入を阻害する理由として、事前の準備不足、導入・運用予算の不足、経営
層の理解不足、運用体制の不足が挙がった。
(6) 導入の目的
ログ管理製品の導入目的として、セキュリティ強化が挙げられることが多いものの、定常的
な分析や監視等を実施する積極的な利用よりも、「何かあった時のために取っている」という
ケースが多く挙げられた。その他、インシデントに際しての自らの正当性の証明のためや、監
査に際しての利用も目的として挙げられた。
(7) 導入の動機
[情報セキュリティ関連規格・基準・ガイドライン]
マイナンバー対応、プライバシーマーク、ISMS 認証取得等、セキュリティの強化を要求す
る規格等への対応がログ管理製品の導入の動機として多く挙がった。
[外的要因]
親会社や取引先からの要求など、外部からの何らかの強制要因が動機となった例も挙げられ
た。
[再発防止策]
その他、情報漏えい等の発生に伴い、再発防止策の一つとして導入した例も挙がった。
(8) 導入事例
[企業規模別]
大企業における製品導入事例が多く、中小企業の導入事例としてはホスト実装型の導入が挙
がった。あるログ管理製品では無償版で中小企業のダウンロードが多いという情報もあること
から、コスト面の課題はあるものの、ログ管理そのものの潜在的なニーズはあると推定される。
[企業分野別]
分野別では、金融業での導入・運用事例が多く挙げられた。またその場合、金融業界で参考
とされているガイドライン（PCI DSS、FISC の金融機関等コンピュータシステムの安全対策基
準・解説書等）に基づいたログ管理システム設計がなされている事例が多い。
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3.2

ユーザ企業に対するインタビュー調査
3.2.1

インタビュー対象

インタビューは、大企業 6 社、中小企業 5 社の計 11 社に対して実施し、そのうち中小企業につ
いては独立系企業および大企業のグループ企業を調査の対象とした。
調査対象の業種は、製造業、建設業、卸売業、サービス業、コンサルテーション業、システムイ
ンテグレータ等を対象とした。
なお、本調査における中小企業の定義は、中小企業基本法に基づき、以下の通りとした。
 製造業・建設業は従業員数 300 人以下あるいは資本金が 3 億円以下の会社
 卸売業は従業員数 100 人以下あるいは資本金 1 億円以下の会社
 サービス業は従業員 100 人以下あるいは資本金 5000 万円以下の会社
3.2.2

インタビュー内容

インタビュー内容を表 3-10 に示す。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

表 3-10： ユーザ企業に対するインタビュー内容
体制の確認
①業種、社員数、情報システム関係者数、クライアント台数、サーバ台数の概数把握
②ログ管理についての取組や規定、ログ管理で参考にしている資料や基準についての把握
ログ収集管理方法の確認
①収集、解析、報告等でログ管理に関するツールを利用しているか（有償/無償問わず）、
それらの名称等の把握
②外部への委託部分の把握
ログ管理対象機器（情報機器：ゲートウェイ、セキュリティ機器、サーバ、PC）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
②それぞれの収集ルールの把握
ログ管理対象機器（情報機器）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
④取得したログのアクセス権限設定等のデータ保護についての把握
ログ管理対象機器（情報機器）の利用
①取得したログに対してのレポートや出力方法についての把握
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
ログ管理対象機器（情報機器以外：入退室管理や勤怠システムや監視カメラなど）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
②それぞれの収集ルールの把握
ログ管理対象機器（情報機器以外）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
④取得したログの権限設定などのデータ保護についての把握
ログ管理対象機器（情報機器以外）の利用
①取得したログに関してのレポートや出力方法についての把握
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
標的型攻撃、内部不正対策
①ログに関わらず特化してセキュリティ対策を行ったことの把握
②その中で、ログ管理に関係することの把握
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10

11

12

13

③取引先やグループ会社等、外部からこれらに関して実施を依頼したことの把握
マイナンバー対策
①実施が内部か外部委託かの把握
②内部の場合どんなセキュリティ対策を実施しているかの把握
③ログ管理に特化したマイナンバー対策の把握
クラウドの利用
①社内システムでのクラウドの利用の把握
②クラウド利用時のログ管理についての意識の把握
自社利用でログ管理を行う上での問題点
①ログ管理のツール/サービスの購入について検討の有無とその内容の把握
②検討している場合に条件や問題点についての把握
中小企業におけるログ管理への助言
①今後、実施する中小企業に対して、助言するとしたらどのようなことかの把握
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3.2.3

インタビュー調査結果

（１）大企業へのインタビュー結果

1

2

表 3-11： 大企業へのインタビュー結果
体制の確認
①業種、社員数、情報システム関係者数、おおよそのクライアント台数、システム数の把握
 業種は、製造業/コンサル業/開発会社/建設業/サービス業 等。
 社員数は、500 名～1000 名１社、1000 名～2000 名 3 社、5000 名以上 2 社。
 情報システム関係者数は、社員数の 1/100 程度であることが多い。
 クライアント PC は、社員数の 1.1～1.5 倍が多い。
 管理システム数は、大企業においてはいずれも 100 以上を有する。
②ログ管理についての取組や規定、ログ管理で参考にしている資料や基準についての把握
 J-SOX の実施基準、ISMS の基準 JIS Q 27002:2014。中には独自の基準で規定を定めて
いる企業もあった。
 専門の文献等の参照はあまり実施されていない。
ログ収集管理方法の確認
①収集、解析、報告等でログ管理に関するツールを有償/無償問わずに利用しているか、そ
れらのツールの名称等の把握
 ログ管理製品としては、クライアント資産管理ツール、サーバアクセスログ監査ツール、
データベース監査ツール、Web フィルタリングツールなど、多様な製品が採用されてい
た。
 統合ログ管理製品を採用していたのは、調査対象の中では 1 社のみであった（外部委託
先を除く）
。
 統合ログ管理製品（SIEM）の採用は調査対象企業の中ではなかった。
 有償/無償を問わずツールを利用しているという企業はあった。ツール名称については
インタビュー対象企業から非公開の依頼があったため、割愛する。
 市販製品に自社の管理に適合するものがなく、自社で開発・運用している場合もある。
②外部への委託部分の把握
 グループ会社での監視、ログ管理サービス提供会社への委託などがある。

3

ログ管理対象機器（情報機器：ゲートウェイ、セキュリティ機器、サーバ、PC）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
 ファイアウォールや Web プロキシ等、外部とのゲートウェイになっている箇所につい
ては、重要部位である認識が高く、ほぼログを取得している。
 侵入検知システムを導入している組織では、それらの管理は外部委託している例が多く
あった。
 クライアント PC は、資産管理ソフトをクライアントのログ管理用として活用している
事例が多く見受けられた。
 サーバにおけるログ管理に関しては、アクセスログツール等で管理していない場合は、
サーバローカルに標準設定で取得している管理レベルになっている。
②それぞれの収集ルールの把握
 特になし。

4

ログ管理対象機器（情報機器）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握

44/116

 内部統制を参考にしている企業は 5 年、多くは 3 年、最低でも 1 年は保存。
 保存期間の設定は、参考とする基準がない場合は、「せめてこのくらい必要であろう」
という自主判断により自社業務や管理データの位置づけを勘案しながら決定している
ことが多い。
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
 ゲートウェイ系のログは、Syslog サーバ等、専用のログサーバへ転送していることが
多い。
 クライアント PC 用ツールや統合ログ管理ツールの場合は、ツール内の専用ログ管理サ
ーバへの保存となることが多い。
 クラウドへの保存事例はなかった。自社設備または外部委託時は外部委託先に保存して
いる。
 手動により、定期的にログのバックアップを実施している事例があった。
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
 ログ活用機会は外部委託している場合以外では、インシデント発生時等、特定イベント
に伴う参照が多い。イベントの１つに、退職予定者のチェックがあった。
 内部での定期的なチェックでは、認証等でのなりすましチェックを行う場合もあった。
④取得したログのアクセス権限等のデータ保護についての把握
 アクセス権限はシステム関係者に限定されている。
 暗号化は、ツールの機能で自動的に実施されているケース以外は、改ざん防止目的等で
暗号化を行っている事例は無かった。
5

6

ログ管理対象機器（情報機器）の利用
①取得したログに関するレポートや出力方法についての把握
 外部委託の場合は外部委託先のサービス範囲内でのレポート内容に関しては把握可能。
 自社で管理している場合レポート等が行われていることは少なかったが、多くがログの
結果に対して、事象に応じた「しきい値」を設定して、異常時に通知を行う設定を実施
していた。
 しきい値管理は、当初、障害対応のため導入されたものが、セキュリティのチェック目
的に拡大したケースがあった。
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
 セキュリティ事件以外では、労働時間超過チェック、不正な接続機器のチェックや外部
監査対応の事例があった。
ログ管理対象機器（情報機器以外：入退室管理や勤怠システムや監視カメラなど）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
 入退室や勤怠システムは、ヒアリング対象のシステム部門と管理部門（多くの場合総務
部門）が異なる場合が多く詳細な情報は得られなかった。
②それぞれの収集ルールの把握
 決まったルールはなく、その機器等での標準での記録。
 外部委託している事例もあった。

7

ログ管理対象機器（情報機器以外）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握
 1 年以上収集する事例が多い。機器内で貯められる容量の範囲に応じた保存期間となっ
ている事例が多い。
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
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 機器内での保存にとどまる場合が多い。
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
 調査の必要性が発生した場合に活用。
 勤怠記録とログからの実際の作業との突合せ。

8

④取得したログのアクセス権限等のデータ保護についての把握
 アクセス権限はシステム関係者に限定されている。
ログ管理対象機器（情報機器以外）の利用
①取得したログに対してのレポートや出力方法についての把握
 該当期間のみを抜き出してのチェック。
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
 勤怠の異常チェックに用いて実際に役に立っている事例が複数あった。

9

標的型攻撃、内部不正対策
①標的型攻撃・内部不正対策に関連したセキュリティ対策
 外部で公開されているセキュリティ関連情報（脆弱性情報、標的型攻撃関連情報）等を
確認し、特定のログのパターンから異常を検知できるようにしきい値を設定している例
があった。
②その中で、ログ管理に関係することの把握
 今後の予定として、統合ログ管理製品（SIEM）の導入を複数の企業が検討。
③取引先やグループ会社等、外部からこれらに関して実施を依頼したことの把握
 外部からの要求に応じたシステム導入を実施したという企業は無かった。
 同業他社の動向が最も気になるという意見が多い。

10

マイナンバー対策
①実施が内部か外部委託かの把握
 マイナンバー情報管理については、
対象としたほとんどの企業が外部委託（6 社中 5 社）。
②内部の場合どんなセキュリティ対策をしているかの把握
 データを内部で扱っているケースでも、管理運用はマイナンバーの管理提供サービスと
して実施されている事例があった。
 社内ネットワークから独立した環境を構築し、その内部で閉じたログ管理を実施。
③ログに特化したマイナンバー対策の把握
 特になし。

11

クラウドの利用
①社内システムでのクラウドの利用の把握
 クラウドのメールサービスを利用している事例があった。
 Office365 でクラウドを利用している事例があった。
②クラウド利用時のログ管理についての意識の把握
 利用しているクラウドシステムで提供可能な範囲内でログ管理を実施。

12

自社利用でログ管理を行う上での問題点
①ログ管理のツール/サービスを購入について検討の有無とその内容の把握
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 現在取得していない機器のログを新たに取得できるような製品やサービスの検討はな
かった。
 統合ログ管理製品（SIEM）の活用が必要と考え、検討中の事例あり。
 自社の運用に合致するものが無ければ、ツールの自作を検討する必要もあるとの意見も
あり。

13

②検討している場合に条件や問題点についての把握
 貯めたログの検索時間を重視し、検索速度を意識した管理が必要との意見が多い。
 グループ会社の場合は、グループ費用の設定がある製品は安く導入可能であることに留
意すべき。
中小企業におけるログ管理への助言
①今後、実施する中小企業に対して、助言をするのならば、どのようなことかの把握
 インシデント発生時に外部の組織に調査を委託できるように、可能な範囲でのログ取得
だけでも実施。
 内部でログのチェックをする場合は、検索方法や検索可能な量も把握しておくこと。
 通信の IP アドレス、ファイアウォール、Web プロキシサーバの通信ログ、及び認証系
のログは必須。
 機器導入時の調達条件に、
（自社では判断しにくいと考える場合、
）ログの設定や管理を
含むことで、最低限のログ管理体制は確保できる。
 機器を自社で持たずに外部に預ける場合、委託先の会社がログ管理まで行うようにする
（委託契約などに含める）
。
 定期的なチェックはできない場合でも、しきい値設定などで、明確な異常は検知できる
ようにしたほうがよい。
②その他
 適正なログ管理に対して国が補助金を出すような施策も、整備状況を改善するために期
待する。
 企業において万一のセキュリティ上の事件が発生した場合、問題点の早期解決だけでな
く、取引先や顧客に対する説明責任や証拠確保の面からもログは重要。
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（２）中小企業へのインタビュー結果

1

表 3-12： 中小企業へのインタビュー結果
体制の確認
①業種、社員数、情報システム関係者数、おおよそのクライアント台数、サーバ台数の把握
 業種は、製造業/卸売業/サービス業/コンサル業。
 社員数は、50 名以下 1 社、100～150 名 3 社、150～300 名 1 社。
 情報システム関係者は、1 名～11 名。
 クライアント PC は、社員数の 1.1～1.2 倍であることが多い。
 システム数は、インタビューした企業すべて 30 以下。
②ログ管理についての取組や規定、ログ管理で参考にしていることについての把握
 プライバシーマーク取得時にログについて意識したケースが多かった。
 ISMS や PCI DSS を参考としている例もあったが、PCI DSS は自業種と関係なく、ログ管
理について具体的な記載があったためという理由であった。

2

ログ収集管理方法の確認
①収集、解析、報告等でログ管理に関するツールを有償/無償問わずに利用しているか、そ
れらの名前等の把握
 ログ管理製品として、ゲートウェイ系の機器に対しては、シェアウェアやフリーツール
や標準機能の利用が多い。
クライアント用ではクライアント資産管理ツールの導入例、サーバアクセスログ監査ツ
ールの採用例あり。
 統合ログ管理製品を採用していたのは、調査対象の中では 1 社のみであった。
 統合ログ管理製品（SIEM）を採用していた企業は調査対象の中では無かった。
 管理者の知識がある程度高い企業では、シェアウェアやフリーツールも利用されてい
た。ツール名称については調査対象の要請により非公開とする。
②外部への委託部分の把握
 ゲートウェイ関係を外部へ預けている場合は、外部へログの保存や監視も依頼してい
る。

3

ログ管理対象機器（情報機器：Gateway、セキュリティ機器、サーバ、PC）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
 サーバだけ、ファイアウォールだけ、クライアントだけ等、システム中にて１か所だけ
の取得が多かった。
 ネットワーク機器は、電源オフでログが消える製品もあるため、都度、Syslog サーバ
へ送信する措置を実施している事例もあった。
②それぞれの収集ルールの把握
 参考にしているガイドラインに沿い実施。

4

ログ管理対象機器（情報機器）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握
 多くの場合１年間保存している。
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
 内蔵ハードディスクや Syslog サーバへの保存が多い。
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
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 インシデントが起きた場合に備えて記録しているだけ、というケースがほとんど。
 人手がないため、導入会社に対し分析まで委託しているケースがあった。
④取得したログのアクセス権限等のデータ保護についての把握
 アクセス権限はシステム関係者に限定されている。
5

ログ管理対象機器（情報機器）の利用
①取得したログに関するレポートや出力方法についての把握
 グループ会社以外では、レポート等の出力は行っていない。
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
 障害時の確認に役立った。
 勤怠管理との整合性確認に役立った。
 不正接続された機器のチェックに役立った。
[さらに取りたいログ]
 そもそもログの詳細を把握できていないため、取りたいログもわからない。

6

ログ管理対象機器（情報機器以外：入退室管理や勤怠システムや監視カメラなど）の情報
①ログを取得している対象の機器と設置エリアの把握
 入退室管理での記録が多い。
②それぞれの収集ルールの把握
 特になし。

7

ログ管理対象機器（情報機器以外）の取得ログ
①取得したログの保存期間の把握
 1 年と決めていた事例があるが、それ以外は保存期間の基準は決まっていない。
②取得したログの保存場所（内蔵ハードディスク、NAS、クラウド等）の把握
 機器内での保存がほとんど。
 親会社側で管理している場合がある。
③取得したログの活用方法（保存のみ、ツールでの自動チェック、外部委託等）の把握
 調査の必要性が発生した場合に活用。
 勤怠と実際の PC 稼動状況との突合せを実施して乖離検知に活用しているケースが多か
った。
④取得したログのアクセス権限等のデータ保護についての把握
 アクセス権限はシステム関係者に限定されている。

8

ログ管理対象機器（情報機器以外）の利用
①取得したログに対してのレポートや出力方法についての把握
 特になし。
②ログを使って解決できた事例や問題解決のために取れていればよいと考えるログの把握
 監査時や勤怠の異常チェック。

9

標的型攻撃、内部不正対策
①ログに関わらず特化してセキュリティ対策を行ったことの把握
 特に標的型攻撃対策、内部不正対策を意識した対策は確立していないユーザが多い。
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 取引先に問題を指摘されて信用を失わないように事前に対策しているユーザあり。
②その中で、ログ管理に関係することの把握
 攻撃の方法が高度になっているため、公開サーバの不正アクセス対応として、ログの保
管場所を公開サーバと別のところに置くようにしたユーザあり。
③取引先やグループ会社等、外部からこれらに関して実施を依頼したことの把握
 これらに関して外部からの対策実施要求を具体的に受けた事例はなかった。
10

マイナンバー対策
①実施が内部か外部委託かの把握
 セキュリティ意識が高いユーザ、また、管理者不在により管理の手間がかけられないユ
ーザにて外部への委託事例がある。
②内部の場合どんなセキュリティ対策をしているかの把握
 マイナンバー情報管理のための専用端末を用意しているという対策は共通していた。
 自社内で実施している場合（外部サービスとして実施）でも、当該 PC はアクセスコン
トロールされた専用区画内に設置。
③ログに特化したことの把握
 特になし。

11

クラウドの利用
①社内システムでのクラウドの利用の把握
 メール、Office365 等以外でクラウドシステムに関する際立った利用例は挙がらなかっ
た。
②クラウド利用時のログ管理についての意識の把握
 ログの確認方法や範囲などは、特にクラウドに特化した意識をしていない。

12

13

23

自社利用でログ管理を行う上での問題点
①ログ管理のツール/サービス購入について検討の有無とその内容の把握
 端末のプロセス管理や操作ログの管理の強化を検討中。
 USB 等外部媒体の接続情報等を把握できるツールを検討中。
②検討している場合に条件や問題点についての把握
 現業務が手一杯で管理者が増えることはないため、検討自体のハードルが高いとの意見
あり。
 ログ管理の具体的な指針や管理の目標が明確になっていない。自社の場合、どこまで実
施すればよいのかはっきりしない。
中小企業におけるログ管理への助言
 ネットワークの通信ログと機器の Syslog の記録は重要部位情報として必要である。
 日常的な管理を継続する中で異常値が見えてくることもあるため、月次や週次レベルで
定期的なレポートを自動的に出力してくれる仕組みを採用するのがよい。
 日常的に検知が頻発すると、かえって重要な情報を認識しなくなる危険があるため、重
要性の低いアラートが頻発するような状態になる管理設定は避けるべきである。
 モバイルデバイス管理（MDM）23の活用によりモバイル機器の管理強化や、管理の手間を
減らすことができる。

MDM（Mobile Device Management）： スマートフォンやタブレット端末を一元的に管理するシステムやサービス。
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3.2.4

ユーザ企業へのインタビューのまとめ

大企業、中小企業のユーザ企業に対するインタビュー内容をまとめる。
[法令や基準の影響]
単にシステム機器にログを蓄積すること以上のログ管理を実施している企業では、ログ管理
を開始する契機として各種基準への対応を挙げた企業が多かったのが特徴的であった。具体的
には、J-SOX 法、ISMS、プライバシーマーク、PCI DSS 等である。大企業では 6 社中 6 社、中
小企業でも 5 社中 4 社において、それらのうちいずれかの基準を参考としていた。基準には、
ログの保存期間や具体的な管理方法について記載されているものもあることから、基準への対
応を進めていく中でログ管理に関する意識を持ち、具体的な管理方法について整理していった
企業も多い。そういった場合、それらの基準への取組みがログ管理の導入や強化の推進に影響
しているとのことであった。
一方、ログ管理の強化が進まない企業からは、標的型攻撃や内部不正などの脅威が年々増え
ている状況下、ログ管理が重要であるとの認識は持っていても、具体的な指針や管理の目標が
明確にできないことから具体的な強化の取組みには至っていないとの事例があった。
（例えば、
自社において、どのシステムのログをどれほどの期間保存するべきかの自社ルール策定など。）
ログ管理に関して、目標となる指針があればそれに従いたいとの意見もあり、具体的な指針が
公的機関や各種団体から提示されることが望まれている状況であった。
[ログ管理ツールの導入]
大企業から聴取できた事例として、自社の要件を満たせる（完全に適合する）妥当なログ管
理製品がないために、ログ管理の仕組みを自社で開発したとの例が複数あり、このような実績
をログ管理ツール製品開発・提供事業者との間で共有することができれば、大企業でも更に利
用しやすいログ管理ツールが生まれ、活用されていく可能性をユーザからの実感として示唆さ
れた。
ツールの導入事例で、クライアントに導入した資産管理ツールを操作ログやセキュリティ問
題発生時の確認用などのセキュリティ対応にも使用するケースが多く存在した。何も管理して
いないところにログ管理製品を単体で導入する場合は、投資と成果のバランスが難しい面も生
じうることから、このような事例は資産管理ツールのような日常的に動作させるツールの中で、
ログ管理だけでなくセキュリティ面の機能を充実させていくことの重要性を示すものと考え
られる。また、資産管理ツールで捕捉できる PC 操作履歴を勤怠管理との突合等に利用してい
る使い方も見受けられた。このようなログの様々な活用手法に関して、提供事業者側からユー
ザに対して利用価値が高いと思われる手法を中心に積極的に提案していくことも、ログ管理ツ
ールの利用拡大につながる可能性があるとの示唆があった。
[システムのログ運用管理について]
大企業と中小企業の運用の違いの傾向として、中小企業では単にログを取得し、保管期間に
配慮するにとどまる企業が多いが、大企業では、更に有償ツールを導入し、管理ポリシーに基
づくしきい値を設定して日頃の運用で異常の検知を実施している企業が多く見られた。
（大企
業 6 社中 4 社、中小企業 5 社中 1 社。）
技術的には、有償ツールを利用せずとも自組織内でスクリプト等を作成することでしきい値
による異常の検知等の運用は可能ではあるが、中小企業では担当者のリソースやスキルの面で
そのような対応は困難なことも多い。ログ運用管理の強化のためには、利用しやすく投資負担
の少ないツールやオープンソースによるツールが提供されること、またそうしたツールの活用
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についての情報、ノウハウが広く公開されるようになることが望まれていた。
[中小企業への助言事項]
中小企業におけるログ管理への助言として、優先されるべきは実践までの敷居の高い高度な
検知や定期レポートではなく、まずはログを取得すること、最優先対象としてはファイアウォ
ールや Web プロキシサーバの通信ログ及び認証関連エラーログである、ということが共通して
いた。これに関連して、利用者のスキルに依存せず、機器の違いによる仕様の差異を気にしな
くてもよいよう、IT 機器側で最低限のログを共通的に記録するように設定されていてほしい
との要望もあった。
また、ログ管理を推し進めるにおいては、管理担当者ではなく経営者の視点から明確にその
意義や目的等を明らかにする「経営方針に照らしたセキュリティ基本方針」が必要との声もあ
った。
[外部委託の意識]
取得されるログは企業の中で解析できることが望ましいが、調査スキルや調査費用の不足に
より自社で解析できない場合には外部のサービスを利用することや、セキュリティ上の問題が
発生した際、必要な解析のみ外部に調査を依頼する、といった割り切った運用を行っている企
業もあった（大企業の 1 社）
。なお、外部に調査を依頼する場合は、ログ管理ツールを導入す
る際の運用上の前提として依頼先や相談先をあらかじめ確保しておくべきこともアドバイス
された。
[説明責任の意識]
万一、企業においてセキュリティ上の事件が発生した場合は、問題点の早期解決だけでなく、
取引先や顧客に対する説明責任や証拠確保の面からもログから得られる情報は重要であり、そ
うした観点からもリスクへの対策を立てておく必要性が高いという認識が聞かれた。
[マイナンバー対策とログ管理]
2016 年からの本格的な運用が開始されたマイナンバー対策についてログ管理の面から質問
を行った。インタビュー対象とした企業においては、マイナンバー対策についてはリスク移転
の位置づけで、そのログ管理を含め外部委託を行っている企業が多く、大企業では 6 社中 5
社、中小企業では 5 社中 2 社あった。
外部委託していない企業でも専用区画や専用 PC を設けて運用し、通常よりもセキュリティ
警戒レベルを上げての管理が行われていた（外部委託していないすべての企業において）
。
[クラウド活用とログ管理]
今回ヒアリング対象とした企業の範囲内ではクラウドの利用についてはメール、Office365
等での利用にとどまっている事例のみであった。それに伴うログ管理についてもサービス元が
提供している機能を利用しており、特にクラウドに特化した管理意識はない状況であった。
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3.3

有識者に対するインタビュー調査
3.3.1

インタビュー対象

ログ管理に対する知見のある有識者をインタビュー対象として調査を行った。学術的な観点
から大学教授、法律的な観点から弁護士、実践的な観点から IT 企業所属のフォレンジック対
応者の 3 名を対象とした。
3.3.2

インタビュー内容

本調査結果（2.1、2.2、3.1、3.2）を提示し、以下の項目でインタビューを実施した。
表 3-13： 有識者に対するインタビュー内容
調査結果を踏まえての意見
①参考になる文献やサイトの情報について
②参考になるログ製品やサービスや、その有効性について
③ヒアリング項目における不足事項について
2
調査のまとめ方への意見
①調査観点や分析内容について
3
ログ管理に関する課題
①ログ管理に関する課題について
②国や関係団体から発出することが望まれる規定等について
4
その他
①その他幅広い意見・要望等
1
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3.3.3

インタビュー調査結果

有識者から得られた情報を以下に示す。
表 3-14： 有識者へのインタビュー結果
1
調査結果を踏まえての意見
①参考になる文献やサイトの情報について
 証拠保全ガイドライン、デジタル・フォレンジック概論等。
 ISO27001、経済産業省の情報セキュリティ管理基準24、総務省の「ログの適切な取得と
保管」25等。
 EU でログ管理についての規定が進んでおり、参照必要。
（EU データ保護規則改定等と関
連して。
）
②参考になるログ製品やサービスで有効なものについて
 コストが問題となる場合、オープンソースでのログ収集ツールもある。
 フリーツールで自動的に PC 内のイベント等の情報を出力できるツールなどもある。
③ヒアリング項目における不足事項について
 製品等では、通信の生データを記録するネットワークフォレンジック関係製品の調査も
あればよい。
 機器のログだけでは解析できない場合が増えており、通信の生データの取得の必要性が
高まっていることに留意すればよい。
 ログの捏造防止の観点から、デジタル証明書の使用についての言及もあればよい。
2

調査のまとめ方への意見
①観点や分析内容について
 中小企業の経営者向けに、セキュリティ事故は会社経営に重大な支障を及ぼし得る、な
どの警鐘を明示する形でとりまとめると効果が大きいのではないか。
 コストと導入効果を意識しながら、段階的なログ管理適用の例も提示するとよい。

3

ログ管理に関する課題を専門家の観点から
①ログ管理に関する課題について
 経営者のセキュリティへの認識不足とコストの問題が最重要かつ顕著な課題である。
 経営者に向け、セキュリティ事故が発生した場合どの程度の損失が生じるかなどを、具
体的に提示すると注意喚起しやすい。
 ログは、事件が起きた際、自分たちには問題がないことを証明するために活用できる。
 訴訟する時や、提訴された時に、ログが重要な証拠となることを意識したほうがよい。
 ログの改ざん対策は必要ではあるが、民事や刑事事件での裁判における状況から、事件
発生時から証拠保全がなされれば、通常時における改ざん対策の優先度は他の項目より
も高いとはいえない。
 最近は、組織の内側から外側へのログも重要となっている。
 ログは、解釈できる人材がいる場合、当該人材が活躍できるよう、扱える範囲や分量を
意識して限界範囲内での運用を検討する意義が大きい。
 海外で展開している企業は、e-ディスカバリー等への対応を含め、デジタル証拠保全に
関して様々な対策を実施している。
 通信の生データを記録していれば、適切な手順を用いてログ情報へ変換可能（ネットワ

24

経済産業省 情報セキュリティ管理基準（平成 28 年度版）
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160301001/20160301001-1.pdf
25

総務省 情報管理担当者の情報セキュリティ対策サイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/admin/22.html
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ークフォレンジック）
。
 ログは個々の機器で個別に取得してよしとするのではなく、何を管理するかのポリシー
を明確にし、それぞれの機器で協調的に取得できるように工夫することが必要。統一ポ
リシーなしに個別にログを取得しても解析が効率的にできないため、例えば中小企業向
けにでも適用可能な簡単な「協調的な取得の仕組み」等が必要なのではないか。
 ログ管理のサービスとしては、インシデント対応だけではなく、情報分析レポートを標
準で提示できるところを選ぶのがよい。
②国や関係団体から発出することが望まれる規定等について
 経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドライン26等を、経営者に向けてアピール
する必要がある。
 各業界向けにログ取得等を推進した情報を提示するといった取り組みをすれば、経営者
は同業他社の動向を非常に気にすることが多く、効果的である。
4

その他
①意見・要望等
 ログの管理体制の強化に関しては、経営層の理解が一番影響する。よって、効果的な経
営層へのアピール手法が課題。
 今回の調査結果が IPA のサイトに掲載されても、中小企業の人々に広く知らせることは
難しい。
 中小企業の担当者がログ管理の改善策についての情報を参照することができたとして
も実態としてログ管理の改善にはつながりにくく、経営層向けに重要性が理解できる資
料が必要。

3.3.4

有識者インタビューについてのまとめ

有識者を対象としたインタビュー調査では、それぞれの専門的な観点から、多くの有益な意
見をいただいた。その中で今後のログ管理の課題とも関連する代表的なものを以下にまとめる。
①ログ管理の重要性をどのように経営層に理解してもらうかについて
個々の会社に直接伝えることは困難であることから、「各業界」を対象としてログについて
の重要性を説明していくべきであり、こうした観点から今後の啓発等を推進する必要性が高い
との意見をいただいた。
②ログ管理に対する官公庁や業界団体の役割について
標的型攻撃や内部不正への対策として、ログ管理を含めたセキュリティを強化せよという単
なる呼びかけのレベルにとどまらず、法的・制度面での整備や、周知のため積極的に行動する
ことや、業界、ベンダー、利用者への指導等を広く行うことが重要であるという意見をいただ
いた。
③事故発生時の説明責任や訴訟の際の証拠としてログが重要であることについて
ログ管理は利用者側の責任に属することではあるが、IT 機器やログ管理製品・サービスを
提供する事業者側でも、証拠としてのログの重要性の周知とともに、効果的な保全運用まで含
26

サイバーセキュリティ経営ガイドライン：IT に関するシステムやサービス等を供給する企業及び経営戦略上 IT の利活用が不可欠で
ある企業の経営者を対象に、経営者のリーダーシップの下で、サイバーセキュリティ対策を推進するためのガイドライン。
http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151228002/20151228002-2.pdf
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んだ提案を積極的に行うことが必要であるとの意見をいただいた。
④ログ管理推進にあたり重要なことについて
企業の規模を問わず（中小企業においても）、その組織において守るべき情報の特定は必要
であり最重要事項である。情報システムのログ管理をどう推進するかについても、最低限どこ
まで実施すべきか等は個々の事情もあり一律に言い切れないものの、守るべき対象や目的を明
確にした上で、様々な管理の方策がありえる中から、何をどう管理するか企業のおかれた状況
から費用対効果を見極めつつ自らどうすべきかを決定すべきである、との意見をいただいた。
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4

調査結果

ログ管理製品／サービス調査と企業ユーザ調査から得られた情報を元に、ログ管理の実態と課題を整
理する。
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4.1

ログ管理の実態
4.1.1

ログ情報はどう役立てられているか

セキュリティインシデント発生時のログ活用の代表的な事例として、標的型攻撃と内部不正
に対するログ情報の活用傾向を整理する。
(1) 標的型攻撃におけるログ情報の活用

図 4-1： 標的型攻撃による情報漏えい
典型的な標的型攻撃は、攻撃対象の組織の構成員や業務について事前に情報を得た上で図 2
に掲げるようなシナリオで情報を窃取する。①マルウェアを添付したメールを送信し、②受信
者の PC をマルウェアに感染させ（水際上陸）③感染を検知し④マルウェア感染 PC に侵入・攻
撃に必要なツール（rootkit27など）をリモートで送りつけ、乗っ取った PC のユーザの権限昇
格や組織内ネットワーク情報やアカウント情報の探索によって重要情報が格納されたサーバ
のアクセス権限を奪われ、最終的に情報が外部に送信され、窃取される。
（図 4-1）
【標的型攻撃の特徴】
・巧妙化する偽装メール
過去に実際に交換されたメールを再利用、偽装添付ファイルも実際の内部文書を流用
するケースもあり。
→ 偽装を見破ることが極めて困難。
・侵入が早い
マルウェア感染後、時間をおかずに攻撃者が侵入。臨機応変にターゲット企業のシス
テム構成に合わせて攻撃手法を変化させながらシステムの深部に浸透。

27

rootkit: ハッカーが不正アクセスの痕跡を消去、隠蔽し、さらなる標的を攻撃するための一連のプログラム群の総称。
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→ 第二波攻撃までの時間が短く対策を立てる猶予が無い。
・正規のツールの利用
OS ベンダー等が提供する正規ツールを送り込みサーバ設定やアクセス権等の探査。
→ 侵入時に活動するプログラムがマルウェアではないため検知ができない。正規
ツールが起動されても異常と検知されない。
・権限の奪取
社内システムの脆弱性等を悪用し、乗っ取ったユーザの権限を昇格。システム設定の
変更や重要データへのアクセス。
→ 古いシステムに残存する脆弱性が利用される。
・正規のクラウドサービスの利用
窃取したデータを正規のクラウドサービスに送出。
→ 不審な通信と判断できない。
・痕跡を残さない
cmd.exe を使用し、コマンド入力により不正操作。
→ 通常、不審なプログラムが起動した痕跡が残らない。どのようなコマンドが入
力されたのかトレースできない（攻撃対象の OS が Windows の場合）
。
【標的型攻撃対策に必要なログ情報】



水際での対策が突破され、システムに侵入され、それに伴い情報流出した場合、原因
を特定し、事後対策ができるログを取得する。
内部で活動されている、外部と不審な通信をしている等の事象を迅速に検知し対応す
るためのログを取得する。
具体的には以下のログと対策が必要である。

a. 入口対策（組織外部との接点となるシステム関連の対策）
水際（外部との接点のシステム）のログ。
ファイアウォール、IDS/IPS、プロキシのログ。
（外部から社内への通信の成功と失敗の分析、監視）
b. 内部対策
侵入後のログ。
PC 端末、サーバのイベントログ、スイッチング HUB、ルータ等のアクセスログによる
内部のデバイス（機器）間の通信の頻度、パターン、範囲等の分析、監視。
c. 出口対策
侵入後、情報漏えいに係るログ。
ファイアウォール、IDS/IPS、プロキシのログによる社内から外部への通信の宛先、
データ量、頻度等の分析、監視。
d. 統合ログ管理
侵入の素早い検知に係るログ。
統合ログ管理製品、SIEM によるシステム横断的なログ分析と監視。
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(2) 内部不正におけるログ情報の活用

図 4-2： 内部不正による情報漏えい
組織における内部不正による情報漏えいは、正規の権限を持つ内部者が外部に情報を漏
らすものである。
（図 4-2）
【内部不正の特徴】
・与えられたアクセス権の悪用
与えられたアクセス権を使ってサーバへアクセスしデータを取得。
→ 認可されたアクセス権を利用するため「不正アクセス」として検知できない。
・時間をかけた攻撃
毎日少しずつデータを窃取し大量に蓄積することもある。
→ 日常業務に紛れて不正行為を隠す。（退職時等は一気に窃取することもある。）
・様々な手段を用いたデータ持ち出し
記憶媒体へのコピー、クラウドサービス（オンラインストレージ等）へのデータ転送、
メール添付によるデータの送出。
→ 日常業務に紛れて不正行為を隠す。
【内部不正対策に必要なログ情報と措置】


不正行為を行った内部者を特定し、情報漏えい等の証拠となる操作履歴を確保すると
ともに、従業員に対しログの取得を通知することで不正行為を抑止する。
具体的には以下のログと措置が必要である。

a. 操作ログの取得
ホスト実装型ログ管理製品、ゲートウェイ型ログ管理製品の導入による操作ログの収
集、分析、監視。ログを取得していることを周知し不正行為を牽制する効果も期待。各
種違反行為に対し PC 画面にて警告を表示させる仕組みを併用すると効果が上がる。
b. 権限の分離によるログの保護
データへのアクセス権を有する者及びシステム管理の権限を持つ者には、ログへのア
クセス権を付与しない。
（システム権限者の不正・ログの隠蔽を牽制）
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(3) ログ管理製品／サービスのタイプ別の適用範囲
(1)(2)の状況を踏まえ、インシデント調査が必要となる場合の代表的事例（①標的型攻撃、
②内部不正対策）におけるログ管理の要件は以下のようになる。
①標的型攻撃対策におけるログの要件
・インターネットから組織内への不審な通信の検知に役立つこと。
・組織内からインターネットへの不審な通信の検知に役立つこと。
・組織内機器間の不審な通信の検知に役立つこと。
・感染によるマルウェアの活動検知に役立つこと。
・リアルタイム監視に役立つこと。
・原因分析（いつ、どこで、だれが、なにをしたか、されたか）に役立つこと。
②内部不正対策におけるログの要件
・サーバへの不審なアクセス検知に役立つこと。
・不審な操作の記録。
・データのコピー＆ペーストの記録。
・外部媒体（USB デバイス等）へのデータ持ち出し記録。
・インターネット（メール、オンラインストレージ等）へのデータの転送記録。
・入退室記録との突合に役立つこと。
以上の要件を導くことができる。
ここで、上記のログを利用すべき状況と、2 章で調査したログ管理製品／サービス情報を突
合して考察することにより、ログ管理製品／サービスの適用範囲を、製品タイプ（すなわちホ
スト実装型製品、ゲートウェイ型製品、統合ログ管理製品、SIEM 製品の各分類）ごとに集約
してまとめることができる（表 4-1）
。
表 4-1：

情報漏えい原因別のログの使途とログ管理製品タイプ別適否

原因

標的型攻撃

内部不正

ログの利用
インターネットから社内への不審な通信の検知
社内からインターネットへの不審な通信の検知
社内デバイス間の不審な通信の検知
マルウェアの活動検知
リアルタイム監視
原因分析
サーバへの不審なアクセス検知
不審な操作の記録
データのコピー＆ペーストの記録
USB デバイスなどへのデータ持ち出し記録
インターネット上のデータの転送（メール、オン
ラインストレージ等）記録
入退室記録との突合

○: 適用可能

△: 制限付きで適用可能
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ホスト
実装型
○
○
△
○
―
△
○
○
○
○

ゲート
ウェイ型
○
○
△
―
―
△
○
○
○
―

統合ログ
管理
○
○
○
△
△
○
○
―
―
―

○

―

○

○

△

―

○

○

－: 一般的に単独では不適

SIEM
○
○
○
○
○
○
○
―
―
―

4.1.2

導入設計の実態

ログ管理の導入設計の側面から確認できた事項を以下にまとめる。
(1) ログ管理製品／サービス導入の目的と動機
・導入目的
・何かあったときに後追いで分析するため（とりあえず取得しておく考え方）
・不正や異常の検知のため
・監視による抑止のため
・正当性の裏付けのため（監査、説明責任のため）
・導入の動機
・マイナンバー対応、プライバシーマーク取得、ISMS 認証対応、PCI DSS 等特定の規格や
法令順守のため
・親会社、委託元からの要求
・インシデントが発生した後の対策強化
導入目的で最も多かったのは、何かインシデントが発生した時のために保存しているという
理由で、検知や監視等の積極的な活用を目的とする場合は外部の監視サービスを利用するケー
スが多く見られた。
導入の動機は規格・法令の要求、親会社等からの要求といった強制によるものと、過去にイ
ンシデントが発生して初めて必要性を感じて導入したというものが多く、予防・防御といった
セキュリティ対策に比較しログ管理は効果や必要性が認識されていないと考えられる。
(2) ログ管理の導入設計の条件
・導入工数
・ログ管理製品： 検討開始から導入まで 1 か月～3 か月
・統合ログ管理製品、SIEM： 検討開始から導入まで 1 か月～6 か月
・監視サービス： 準備から導入まで 2 か月程度
※ ソフトウェア製品の場合はプラットフォームの調達なども考慮する必要がある。
・導入のための要員
・中小企業の場合ユーザ側は数人の情報システム部門が対応。
・導入に際してはベンダーによる支援を受けるケースが多くユーザ側の負担は少ない。
・テンプレートなどを用意している製品では、稼働までは大きな負担なく行える。
・ユーザにとっては導入後の運用の負担が大きい。
・導入コスト
・製品／サービス費用は付録 表 5-2、表 5-3 の通り。
・製品により、別途データベース等の付属製品を購入する必要がある。
・導入支援費用は、必要となる工数や環境により変動する。数十万円から。
(3) ログの種類
・ログは、ネットワーク機器が生成するもの、PC やサーバが生成するもの、ウイルス対策
ソフトが生成するもの、ログ管理製品が生成するものなど多岐に渡る。
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・ログ取得対象は保護対象の情報の処理や伝送に関わる装置となる。
・取得するログの項目は、各製品にもよるが、インシデント対策シナリオとして標的型攻撃
や内部不正の対策を想定するべきであり、そのためには 4.1.1 で「標的型攻撃におけるロ
グ情報の活用」
「内部不正におけるログ情報の活用」に挙げたようなログの取得が望まれ
る。
・イベントログの項目については JIS Q 27002：201428では以下のように例示されている。
12.4.1 イベントログ取得
管理策
利用者の活動，例外処理，過失及び情報セキュリティ事象を記録したイベントログを取
得し，保持し，定期的にレビューすることが望ましい。
実施の手引き
関連がある場合は，次の事項をイベントログに含めることが望ましい。
a) 利用者 ID
b) システムの動作
c) 主要なイベントの日時及び内容（例えば，ログオン，ログオフ）
d) 装置の ID 又は所在地（可能な場合）
，及びシステムの識別子
e) システムへのアクセスの，成功及び失敗した試みの記録
f) データ及び他の資源へのアクセスの，成功及び失敗した試みの記録
g) システム構成の変更
h) 特権の利用
i) システムユーティリティ及びアプリケーションの利用
j) アクセスされたファイル及びアクセスの種類
k) ネットワークアドレス及びプロトコル
l) アクセス制御システムが発した警報
m) 保護システム（例えば，ウィルス対策システム，侵入検知システム）の作動及び停
止
n) アプリケーションにおいて利用者が実行したトランザクションの記録
＜引用＞ JIS Q 27002：2014

28

JIS Q 27002 の詳細については日本工業標準調査会のサイト等参照。
http://www.jisc.go.jp/
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4.1.3

運用・管理に関する実態

ログの運用・管理の側面から確認できた事項について以下にまとめる。
(1) ログの容量管理
・あらかじめ決めた保存期間においてログが保持できるだけの保管容量を確保する必要がある。
・保管容量の拡張は、ログ管理製品によりその方法が異なる。外付けハードディスクを追加す
るのか、NAS 等に転送するのか等。
・アーカイブしたログは直接検索できない製品もある。
直近 3 か月はローカルハードディスクに保管し、それより古いものはアーカイブする等の運
用ルールを決める。アーカイブした情報がそのまま検索できない時、ローカル領域に戻してか
ら検索する必要が生じることがあり、そのような事態が生じる可能性を予測しながら、煩雑な
操作の頻度が許容範囲内に収まるよう容量管理を行うことが必要となる。
(2) ログの保存期間
・実態調査では、3 か月間、1 年間、3 年間、それ以上等々、個々に異なった回答を得ている。
内部統制を参考にしている企業は 5 年、多くは 3 年、最低でも 1 年は保存したい認識が幅広く
確認できた状況であった。
・ログの保存期間は、各社の事情に応じたログ管理の目的や、業種、準拠する規格などによっ
て各社異なるもので、各社に共通的な基準を見出すことはできない。
・ログの重要度等に応じて保存期間を変えるという考え方もある。
（例）IDS/IPS、プロキシサーバ、ドメインコントローラ、ファイルサーバのログ
⇒1 年間保存。
それ以外のログは 3 か月間保存。
・企業の実態とは別に、法令やガイドライン等に準拠する場合の保存期間の目安を以下の表
4-2 に記す。
表 4-2：

ログ保存期間の目安

保存期間
1 か月間

3 か月間

1 年間

18 か月間
3 年間

法令・ガイドライン等
刑事訴訟法 第百九十七条 ３「通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特
定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求め
ることができる。
」
サイバー犯罪に関する条約 第十六条 ２「必要な期間（九十日を限度とす
る。）
、当該コンピュータ・データの完全性を保全し及び維持することを当該
者に義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。」
PCI DSS 監査証跡の履歴を少なくとも 1 年間保持する。少なくとも 3 か月
はすぐに分析できる状態にしておく。
NISC「平成 23 年度政府機関における情報システムのログ取得・管理の在り
方の検討に係る調査報告書」 政府機関においてログは１年間以上保存。
SANS 「 Successful SIEM and Log Management Strategies for Audit and
Compliance」 1 年間のイベントを保持することができれば概ねコンプライ
アンス規制に適合する。
欧州連合（EU）のデータ保護法。
不正アクセス禁止法違反の時効。
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保存期間
5 年間
7 年間

10 年間

法令・ガイドライン等
脅迫罪の時効。
内部統制関連文書、有価証券報告書とその付属文書の保存期間に合わせて。
電子計算機損壊等業務妨害罪の時効。
電子計算機使用詐欺罪の時効。
詐欺罪の時効。
窃盗罪の時効。
『不当利得返還請求』等民法上の請求権期限、及び総勘定元帳の保管期限：
商法 36 条。
（取引中・満期・解約等の記録も同じ扱い）
銀行の監視カメラ、取引伝票に適用している例あり。

(3) ログの保護
・ログデータへのアクセス制限は、ID/パスワードによる制限に加え、役割別の詳細なアクセ
ス制限を設定できる製品もある。アクセス制限による保護だけではなく、ログデータそのもの
の暗号化による保護機能を実装する製品もある。暗号化により、アクセスや持ち出しできたと
しても解読や改ざんを困難とする。
・ログを証拠として捉える場合の原本性保証については、ログデータの改ざんに対する耐性が
問題であり、タイムスタンプの付与、ハッシュによる改ざん検知、検索用インデックスと別に
生ログを保管することで総合的に原本性を担保するなど、製品により実現方法が異なる。
(4) ログの検索と解析
・ログ管理製品では、高速検索や解析のためにログデータのインデックスを生成するが、まと
めて生成するか、取り込む都度生成するかで検索可能になるまでに要する時間が異なる。検索
結果にリアルタイム性を求める場合、ログを取り込む都度インデックスを生成する方式が有利。
・ログを取り込む頻度も検索・解析可能になるまでに要する時間に影響を与える。１日１回バ
ッチ処理でログを取り込むような場合は、リアルタイム性は確保できないことになるが、ログ
管理の目的に応じてリアルタイム性が重要なのか、一定時間ごとの検索・解析ができればよい
のか、ログ管理の設計時に見極めることが重要である。
・統合ログ管理製品と SIEM は、機能・性能に差異が無くなってきているが、用途が異なるこ
とを理解して導入する必要がある。
・統合ログ管理製品や SIEM は、他の装置が生成または収集したログを集約し分析するが、連
携できる装置に制限が存在する場合がある。新たにネットワーク装置等を導入する際には、使
用中のログ管理製品との連携の可否を確認する必要がある。
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4.1.4

システムの規模・構成との関係

(1) システム規模に応じたログ管理・運用
・ホスト実装型の場合は、対象システムの台数が増加し、所有するライセンス数を超過すれば、
ソフトウェアライセンスを追加導入することになる。ゲートウェイ型では、管理対象とするサ
ーバの台数に応じて、製品のグレードを選択することになる。
・システム規模が拡大する場合、対象の台数増加に伴い、ログの量が増加するため、ログ管理
製品の並列化やストレージの追加が必要になる。
・システム規模が大きく、運用に関連する部署が多い場合、要員の配置や教育などの負担も増
える。これらのリソースや部門間連携の問題が生じた場合にスムーズに解決するためには、経
営層の理解と積極的な関与が必要となる。
(2) システム構成に応じたログ管理・運用
[ネットワーク構成による影響]
・システム構成で影響が大きいのは、ネットワーク構成である。セグメントが複数に分離し、
トラフィックが分断された環境でログ管理を実施する場合、ログ管理サーバ等も分断状況に応
じて複数分散して設置しなければならない。
・ログ収集管理ユニットが分散する場合、それぞれの親子関係や全体としての連携方法、連携
頻度、分散した管理ユニットを含む管理責任等を決定する必要がある。
[クラウド環境が関与する場合]
・クラウド環境を利用したシステムと連携する場合、ログ管理製品の配置は以下のようなケー
スが考えられる。
A) 社内ネットワーク上に統合ログ管理製品または SIEM を設置し、クラウド上で生成
されるログを取得する。
B) クラウド環境上に統合ログ管理製品または SIEM を設置しログを取得する。
C) 社内端末にホスト実装型ログ管理製品を置き、クラウドへのアクセスの記録を端末
側に残す。
D) 社内のスイッチング HUB にゲートウェイ型ログ管理製品を設置し、社内とクラウド
間で行われる通信を記録する
・上記構成のうち A)、B)は、クラウド～社内間の回線帯域が問題になる可能性がある。A)の
構成の場合はクラウドシステムとローカルの管理システム間でデータの流れが生じるため。B)
の構成においても社内から管理システムへのアクセスのために恒常的なデータの流れが生じ
る上、クラウド上の管理システムと社内のシステムの間の連携を図る必要性が生じるケースも
ありえる。一度に大量のログを転送して解析することが実際に可能であるか検証する必要があ
る。
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4.1.5

予算制限との関係

(1) システム構築の予算制限に応じたログ運用・管理のあり方
[システム構築の予算が制限されている場合]
・ログ管理システムの構築は、システムのインストール作業のみで終了するものではなく、管
理ポリシーに則り運用可能なツールの適切な設定などの調整（場合によっては現場の試行錯誤
等も繰り返しながらの調整）が必要である。予算が厳しく制限されている事情等により、運用
のための十分な調整ができなかった場合、管理目的に則した実効性ある使用ができない問題が
生じる可能性がある。このような事態を避けるため、システム構築の予算を考慮する時は、た
とえ制約が厳しい場合においても、きちんと適切な調整まで含めた計画立案を行うことが重要
である。
・システム構築に際し、インストール作業以外にも、最適化や製品で準備されたテンプレート
の自社向けカスタマイズ等、オプション的なサービスにコストが必要となる可能性に留意する。
事前にその必要性を認識し、ベンダーに依頼する範囲とその費用を明確化しておくことが、上
記のような事態を見据えたときに望ましい。
[市販の製品が使用できない場合]
・投資額を抑えるため、無償のログ管理ソフトウェアを導入する場合、ベンダーなどからのサ
ポートが受けられないことに留意する。無償版を使用する場合は、導入設計から実際の設定作
業に至るまでユーザに広範な技術力が要求されることもあり、十分なリソースが投入できない
場合は、結果的に使用を継続することが困難な状態に陥る可能性がある。
(2) システム運用の予算制限に応じたログ運用・管理のあり方
[システム運用の予算が制限されている場合]
・システム運用に際し、技術力不足や運用要員が不足している等の事態が予測される場合、外
部からの支援を受けることや、外部サービスを利用する可能性をあらかじめ考え、プランを立
てておく。
・外部の支援を依頼するためには、運用を行っていく上で必要となる作業を洗い出し、自社で
実施可能である範囲と実施できない範囲を明確に区分して提示できる必要がある。その上で、
あらかじめ自社で実施できない範囲についてどのような支援、サービスが受けられるのか、ま
たそれにかかる費用について調査、把握する。
・見通すことが可能であれば、導入前に運用費用まで含めて綿密に算定しておくことが重要で
ある。
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4.1.6

法令面の要件等との関係

調査した文献情報、有識者情報等から、ログ管理に関連する法令等が要求する事項についてま
とめる。
(1) 法令等により要求されるログ保存期間
・ログの保存期間に関連する法令等が言及するログ保存期間については表 4-2「ログ保存期間
の目安」の項目に掲げた情報を参照のこと。
特定の種別のログ保存期間を考慮する時、どれくらいの期間保存するべきかという問題に関
して、一律に解が定められるものではない。例えば情報セキュリティが関与する犯罪の刑事上
の時効を考慮するとしても、3 年（不正アクセス禁止法の時効）から 7 年（詐欺罪や窃盗罪の
時効）まで保存すべき期間の幅がある。しかしながら自組織におけるログ情報の保存期間は情
報の重要性や業務内容に関連する法令や基準を考慮して決める必要がある。表 4-2 に記した通
り、法令や準拠する基準等が目安として示す期間は存在するので参考にされたい。
(2) ログ情報を証拠とする場合の原本性保証について
・米国で訴訟を受けた場合は、e-ディスカバリー29に基づく電子的な証拠保全について意識す
る必要がある。e-ディスカバリーでは、タイムスタンプ等によるログデータの原本性の保証が
求められる。
(3) 個人情報保護法の要求事項
・個人情報を扱う場合は、個人情報保護法（平成一五年五月三十日法律第五十七号、最終改正
平成二十一年六月五日法律第四十九号）が要求する管理事項に留意し、適切な管理を実施する
必要がある。
第 20 条から第 22 条までがログ管理に関連する要求事項と考えることができる。
（安全管理措置）
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止
その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
（従業者の監督）
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わ
なければならない。
（委託先の監督）
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、
その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必
要かつ適切な監督を行わなければならない。

「必要かつ適切な措置や監督」を実施するため、個人情報の扱いに伴うログ情報の管理を行
う上で、どのデータを、どのように管理するかを考慮しなければならない。個人情報保護法で
29

e-Discovery: 米国の民事訴訟における電子証拠開示制度。陪審審理、裁判官審理の前に訴訟当事者同士が訴訟に関連する資料を自
社内のあらゆる電子データ（電子メールや図面等）から自ら収集し、開示する制度。
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は、具体的な要求は記載されていないため、組織における内部統制の必要性なども鑑みながら、
各自で個人データの安全管理措置等を決定する必要がある。
[医療システム関連]
・個人情報保護の観点から、医療システムのログには患者の個人情報・プライバシー情報が含
まれる可能性を考慮し、適切なログ管理体制を構築しなればならない。厚生労働省のガイドラ
イン「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
（表 6-1 文献 12）にも記載されて
いる通り、医療システムにおいては情報漏えい対策として全ての操作のログを記録し、保存す
べき期間中保存するべき、とされる。
[クレジットカード関連]
・個人情報保護の観点から、クレジットカードを取り扱う事業者では、ログに信用情報を含む
顧客情報及びカード関連情報が含まれる可能性を考慮し、適切なログ管理体制を構築しなけれ
ばならない。PCI Security Standards Council のセキュリティ基準である、PCI DSS によって
それらの個人情報の管理に必要とされる管理措置が示されている。（表 6-1 文献 10）
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4.2

課題と対策

製品／サービス調査情報、インタビュー情報、4.1 における分析結果をもとに、情報システムの
ログ管理に関連する課題と対策をまとめる。
「3.1 ログ管理製品／サービス提供事業者に対するインタビュー調査」の表 3-7 の 6 に記述した
各課題とその対策を、以下に課題の種類ごとに整理する。
 事前の準備不足
 ログ管理の導入目的が不明確。

[対策] ログ管理の導入目的の明確化
・調査の結果明らかになった代表的なログ導入目的は以下の通り。
・ログを保存しておき、何か必要が生じた際に分析するため。
・不正や異常の検知のため。
・監視による不正行為抑止のため。
・正当性の証明のため。
・保護対象の情報に対して想定される攻撃からログ管理の目的を明らかにする。
（例）標的型攻撃の場合
- 不審な通信の検知のため。
- 不審なプログラムの活動検知のため。
- 事後の原因究明のため。
内部不正の場合
- 監視による抑止のため。
- 不審な操作の検知のため。
- 不審な通信の検知のため。
- 事後の原因究明のため。
- 正当性の証明のため。
 ログ管理の対象システムが不明確。

[対策] ログ管理対象システムの明確化
・保護対象情報を処理、伝送する装置を特定する。
 管理対象データが不明確。

[対策] 保護すべき情報を明らかにする
・業務の重要性等から保護対象の情報を特定する。
（例）委託元から預かった情報、顧客情報、マイナンバー等
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 導入・運用コストの不足
 製品／サービスが高価。

[対策] 製品／サービス導入コストを低減する
(例)
・新規導入を極力抑える（既存装置の管理の強化）
。
・フリーツール、無償版ツールを利用する。
- サポートが受けられないことに留意。
・適用範囲を必要最小限に絞り、小さく始める（スモールスタート）
。
 投資対効果が不明。導入メリットが分からない。

[対策] 投資対効果、導入メリットを明らかにする
・ログ管理だけの投資ではなく、セキュリティ対策全体の投資効果を評価する。
・ログ管理が不十分な場合の残留リスクとそれによりもたらされる損失を評価する。
・ログ管理まで実装していることで、委託元からの評価を向上できる。
 セキュリティ対策の中でログ管理の優先順位が低い。（予防・防御を重視）

[対策] ログ管理の重要性の洗い出しを実施
・想定する攻撃（標的型攻撃、内部不正等）において不足している対策を洗い出し、
その中でのログ管理の重要度を把握する。
- 標的型攻撃、内部不正ではログによる監視・検出と原因究明は効果が高い。
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 経営層の理解不足
 経営層に必要性が理解されない。

[対策] 経営層の理解を得る
・ログ管理の導入目的、想定する攻撃に対する効果を示す。
・ログ管理を導入しない場合のリスクと損失を明らかにする。
- 特に内部不正対策の観点では、モニタリングができていなかったこと、事後
に説明責任が果たせないことで内部統制の不備を問われる。また、疑いを晴
らすための正当性を裏付ける証跡が提示できない可能性がある。
・セキュリティ全体の投資対効果を示す。
・コスト低減策を提案する。
 同業他社の導入事例情報がないと必要性の認識が希薄。

[対策] 同業他社の導入事例を収集する
・同業他社の事例を、製品／サービスベンダーの公開情報やヒアリングによって収集す
る。
・目的、想定する攻撃等、自社要件に近い事例を収集する。

72/116

 運用体制の不足
 導入・運用に際し情報システム部門の負荷が高い。

[対策] 導入・運用に際し情報システム部門の負担を軽減する
・ベンダーの支援を受ける。
・外部サービスを利用する。
・実務部門へ管理を割り振る。
 導入・運用のための技術力が不足している。

[対策] 導入・運用のための技術力不足を補う
・ベンダーの支援を受ける。
・外部サービスを利用する。
・外部から要員の派遣を受ける。
・製品付属のテンプレート等を利用する。
・ベンダー教育を受講する。
 導入・運用のための要員が不足している。

[対策] 導入・運用のための要員を補強する
・ベンダーの支援を受ける。
・外部サービスを利用する。
・外部から要員の派遣を受ける。
 運用のための手順が整備されていない。

[対策] 運用のための手順を整備する
・外部専門家の支援を受ける。
・ベンダーの支援を受ける。
・ベンダーから手順書ひな形の提供を受ける。
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5

まとめ
5.1

中小企業におけるログ管理の導入に向けて

中小企業におけるログ管理製品／サービスの選定、導入・運用の手順をケーススタディとして例
示する。
様々な制約から一足飛びに高度なログ管理システムを導入できないケースが多いと想定さ
れることより、実装を４段階のレベルに分けて例示する。

5.1.1 実装レベルの検討
ログ管理製品の導入により実現できることや導入規模を基準として実装レベルを定義する。
（表 5-1）
実装レベルの進展度合いに応じた組織のログ管理に関する状態指標として、ステージ 1 から
ステージ 4 に分類している。
ステージ 1 はなにもログ管理を実施していない状態から、まずはログの収集と蓄積を開始す
る実装レベルである。このレベルでのログ管理の目的はインシデント発生時に備えて、システ
ムにおける各機器で個別に蓄積されているログをログ管理サーバに集約してためておくこと
にある。ここでは、特に製品を導入するのではなく、Windows の標準機能や syslog の転送機
能等を活用したログ管理サーバを設置することがシステム構成のポイントとなる。
ステージ 2 は、ステージ 1 から一歩管理レベルを進めたレベルで、より精度の高いログの収
集と、異常な事象等の検出を実施することまでを図る実装レベルである。ここでは PC におけ
るファイル操作ログや USB 等の使用記録といった、精度の高いログが必要となることから、PC
からも操作ログを収集できるようなログ管理製品の導入がシステム構成のポイントとなる。
ステージ 3 はインシデント発生時に自社におけるログの分析ができることを図る実装レベ
ルで、統合ログ管理製品の導入がシステム構成上のポイントとなる。
ステージ 4 は自社における恒常的なシステム監視体制ができるようになるレベルで、攻撃や
内部不正といった異常をリアルタイムで検出、分析、対応することを図ることができる実装レ
ベルである。この時のシステム構成ポイントは SIEM 製品の導入となる。
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表 5-1：

ログ管理製品の実装レベル

レベル
ステージ 1

目的
・インシデントの原因究明

ログの収集と蓄積
ステージ 2
精度の高いログの

システム構成
・既存システムの利用

導入概算
・数十万円～

・ログ管理サーバの導入
・インシデントの検知
・インシデントの原因究明

収集と検出

・ホスト実装型または
ゲートウェイ型の
ログ管理製品の導入

・ホスト実装型
100 台構成 200 万円～
・ゲートウェイ型 50 万円～
・フリーソフト
無償版製品の利用

ステージ 3
自社における分析
ステージ 4
自社における監視

・インシデントの検知

・統合ログ管理製品の導入

・200 万円～

・SIEM 製品の導入

・700 万円～

・インシデントの原因分析
・インシデントの検知
・インシデントの原因分析
・異常・不正の監視
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5.1.2 中小企業におけるログ管理製品の導入シナリオ
調査の結果、中小企業においては、導入コストや管理負担を考慮した現実的なログ管理の導
入シナリオを検討することが必要であるケースが多いことがわかった。
前項の実装レベルで示す場合、ステージ 1、またはステージ 2 におけるログ管理製品の導入
が中小企業にとって現実的であると考えられる。組織のおかれている状況がステージ 1、また
はステージ 2 にあることを前提に、いくつかの具体的な導入シナリオを挙げる。
ステージ 1 におけるシステムの概要を下記図 5-1 に示す。

図 5-1：

ステージ 1 におけるログ管理の導入例

・導入製品
ログ管理サーバ
※ 併せてファイアウォールに代えて UTM の導入やプロキシサーバの導入を推奨。
・導入費用
ログ管理サーバ： 十数万円程度（目安。ログ管理サーバのみを導入する場合。
）
・ログ管理
サーバ、ファイアウォールの標準のログをログ管理サーバに送信し、ログ管理サーバ上で
保存する。
（イベントログや syslog の転送、保存）
・取得ログ
サーバアクセスログ、ファイアウォール通信ログ。
（UTM やプロキシサーバを導入することでさらに詳細な通信ログが取得可能）
・ログの利用
インシデント発生時にログを分析し、経緯の把握と原因分析を行う。
インシデント発生時に専門家へログを預託し分析を依頼する。（外部委託調査する場合）
・ログ管理体制
ログ管理サーバの管理者を定め、ログの運用方法を確立する。
ログ管理サーバに蓄積するデータの管理体制を決定する。
（データへのアクセス権限、管理対象の追加・削除手順の決定など）
外部からの侵入を危惧する場合は、ログ管理サービスを利用する。
ログ管理サーバの容量が不足する場合は容量拡張を検討する。
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ステージ 2 におけるシステムの概要を下記図 5-2 に示す。
ステージ 2 の一つ目の事例として、PC の操作ログも管理する事例である。
図中、
「詳細ログ」は管理対象にログ管理ソフトを導入して収集可能となるログである。

図 5-2：

ステージ 2 におけるログ管理の導入例（１）

・導入製品
ログ管理サーバ
ログ管理ソフト（ホスト実装型）： PC とサーバにインストール
・導入費用
ログ管理サーバ： 数十万円程度（目安）
ログ管理ソフト： 数千円～２万円／台程度（目安）
・ログ管理
【ステージ１のログ管理に加えて下記を追加】
PC、サーバ上のイベントログを取得、操作ログの生成。
ログ管理サーバで保存管理する。
・取得ログ
PC、サーバのイベントログ、アクセスログ、操作ログを取得。
・ログの利用
操作ログ等を監視し違反行為に対し警告を発信。
インシデント発生時にログを分析し、経緯の把握と原因分析を行う。
インシデント発生時に、専門家へログを預託し分析を依頼する。
（外部委託して調査する場合）
・ログ管理体制
ログ管理製品の設定、ログ分析の要員の設置
外部からの侵入を危惧する場合は、セキュリティベンダーの提供する
ログ管理サービスを利用し、ログ管理の運用を委託する。
ログ管理サーバの容量が不足する場合は容量拡張を検討する。
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ステージ 2 におけるシステムの概要を下記図 5-3 に示す。
ステージ 2 の二つ目の事例として、ゲートウェイ型のログ管理製品を設置し、システム内の
重要な情報アクセス（サーバアクセス等）を管理する構成である。

図 5-3：

ステージ 2 におけるログ管理の導入例（２）

・導入製品
ログ管理ソフト（ゲートウェイ型）
ログ管理用 PC 本体
・導入費用
ログ管理ソフト： 数十万円程度（目安）
PC サーバ： 十数万円程度（目安）
・ログ管理
【ステージ１のログ管理に加えて下記を追加】
ゲートウェイ型ログ管理製品をスイッチング HUB のミラーポートに設置。
サーバへのアクセスログを取得。
ゲートウェイ型ログ管理製品上で保存管理する。
・取得ログ
サーバのアクセスログ、操作ログを取得。
・ログの利用
操作ログ等を監視し違反行為に対し警告を発信。
インシデント発生時にログを分析し、経緯の把握と原因分析を行う。
インシデント発生時に、専門家へログを預託し分析を依頼する。
（外部委託して調査する場合）
・ログ管理体制
ログ管理製品の設定、ログ分析の要員の設置
外部からの侵入を危惧する場合は、セキュリティベンダーの提供する
ログ管理サービスを利用し、ログ管理の運用を委託する。
ログ管理サーバの容量が不足する場合は容量拡張を検討する。
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ステージ 2 におけるシステムの概要を下記図 5-4 に示す。
ステージ 2 の三つ目の事例として、ステージ 2 の二つ目の事例での管理に加えて、クラウド
サービスのログも同時に収集する事例である。

図 5-4：

ステージ 2 におけるログ管理の導入例（３）

・導入製品
ログ管理ソフト（ゲートウェイ型）
ログ管理用 PC 本体
・導入費用
ログ管理ソフト： 数十万円程度（目安）
PC サーバ： 十数万円程度（目安）
・ログ管理
【ステージ１のログ管理に加えて下記を追加】
ゲートウェイ型ログ管理製品をスイッチング HUB のミラーポートに設置。
クラウドサービスへのアクセスログを取得。
ゲートウェイ型ログ管理製品上で保存管理する。
・取得ログ
クラウドサービスへのアクセスログ、操作ログを取得。
・ログの利用
操作ログ等を監視し違反行為に対し警告を発信。
インシデント発生時にログを分析し、経緯の把握と原因分析を行う。
インシデント発生時に、専門家へログを預託し分析を依頼する。
（外部委託して調査する場合）
・ログ管理体制
ログ管理製品の設定、ログ分析の要員の設置
外部からの侵入を危惧する場合は、セキュリティベンダーの提供する
ログ管理サービスを利用し、ログ管理の運用を委託する。
ログ管理サーバの容量が不足する場合は容量拡張を検討する。
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5.1.3 中小企業のログ管理における外部支援
中小企業は専門家の不在、技術力の不足、要員の不足等の理由から、ログ管理製品の導入・
運用に際し開発元や販売元等あるいはセキュリティ専門家の支援を受けなければ実施できな
い事態が多く発生することが想定される。以下の表 5-2 に、導入・運用の各ステップの実施事
項において外部からの支援が受けられる範囲の例を記す。
実効性のあるログ管理をするためには、自社内の重要情報の把握や業務フローの把握が前提
条件であるため、その部分を外部にまるごと支援要請することは困難であるが、専門知識に基
づいた実施事項については、表 5-2 に示すとおり、外部の支援を受けることが可能である。ど
うしてもログ管理のリソースが不足する場合は、このような実施事項を中心に外部の支援を検
討することもログ管理を実現するための選択肢の一つである。
表 5-2： ログ管理製品の導入・運用ステップと支援が受けられる範囲
フェーズ

実施事項
対象情報の特定

業務の重要性等から保護対象の情報を
特定する。
情報処理する装置、情報を伝送する装置
を特定。
想定する攻撃やインシデントを考慮し
てログ管理の目的を明確にする。
情報の所在・流れ及び目的に応じたログ
の取得箇所（対象装置）を特定。
ログ管理方針、実施事項、役割等を定義。
ログ取得項目、機能、性能、容量等の要
求事項を定義。
ログ取得の目的に応じたログ管理の方
法及び製品／サービスの選定。
製品／サービスの調達。
設定、チューニング等。
ログの監視、ログ分析等の手順を策定。
アラートの受信と評価、リアルタイム監
視等を実行。
定期レポートなどの発行。
ログの分析、フォレンジック。

情報の所在、情報の流れの把握
ログ管理の目的の明確化
ログ管理対象装置の特定
導入
ログ管理ポリシーの策定
ログ管理要件定義
ログ管理製品の選定
ログ管理製品の導入
ログ管理製品のインストール
ログ管理手順の策定
ログ監視
運用
レポート
インシデント対応
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外部
支援

○
○

○
○
○
○
○

5.2

中小企業におけるログ管理にて最低限実施すべきこと
調査結果から、中小企業における、最低限実施すべきログ管理の指針を以下にまとめる。
①ログ管理の目的を明確化し、経営層と目的を共有
目的を共有することで、目的達成のため必要な環境整備を実施しやすくする。
※例えば、
「外部からのインシデント発生時にある程度の原因究明を可能とする」等。
②取得・保存する対象ログを決定
システムのどのログを取得するか決めておく。
※例えばインターネットアクセスログ（プロキシサーバログ）等。
※保存場所は対象により様々。平常時に確認しておく。
初期設定では必要なログが記録できていないことも多く、設定変更を行う。
③取得・保存するログの保管期間を決定
表 4-2 に示すログ保存期間の目安等を参考に保存期間を決定する。
※想定調査内容・システム規模・保存ストレージ等により様々だが決めておく。
※例えばプロキシサーバとファイルサーバは 1 年、他は 3 年等。
まずはこの①②③を実践し、本章前述のステージ１での管理を目指す。
もちろん、管理目的によってはステージ 2 以上の管理を行うべき場合もあるが、まだ何も緒
についていない組織の場合、まずはステージ 1 の内容を実施し、自組織で取得できるログの種
類や内容、ログ管理の基本的な手順等を把握した上で、徐々に次のステージへと実施内容を拡
大していくべきである。

図 5-5：

最低限実施すべきログ管理指針

また、経営層との目的共有ができてもなおログ管理サーバは導入できないといったケースも
ありえるが、その場合でも対象となるログの、システムにおける位置の確認（どこのログを収
集すればいいか）や、収集手順の確認を平常時に実施し、訓練しておくべきである。それだけ
でもインシデント発生時のいざという場合の備えとなる。
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6

付録
6.1

調査対象文献の概要とログ管理関連箇所詳細
各調査対象文献に記された内容の概要とログ管理に関連する箇所を、調査対象文献ごとに以下
の表 6-1 に示す。

表 6-1：

調査対象文献の概要

文献名
発行日
発行者または著者
概要

1

ログ管理関連個所

文献名
発行日
発行者または著者
概要

2
ログ管理関連個所

文献名
3

発行日
発行者または著者
概要

平成 23 年度政府機関における情報システムのログ取得・管理の在り方の
検討に係る調査報告書
2012 年 3 月
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
標的型攻撃等の新しいタイプの攻撃の検知や攻撃成功後の事実確認等へ
の活用観点から、ログを取得する機器や構成、ログ取得対象（種類やパ
ラメータ）、ログ解析手法、ログ保存期間、ログ取得・管理の費用等につ
いて、専門家の意見を反映しながら調査・整理した報告書
2.2 すぐに実施可能な推奨対策
I. 機器によらない全般的な対策
タイムサーバとの同期、ログは１年間以上保存、ログサーバによる
ログの一括取得
II. 機器別の対策
ファイアウォール、Web プロキシサーバ、権限認証サーバ、メール
サーバ、クライアント PC、データベースサーバ、ファイルサーバの
ログの取得について
2.3 今後の課題、方向性
統一基準の改定／マニュアルの策定、ログの在り方についてのさらな
る検討・整理
コンピュータセキュリティログ管理ガイド(SP800-92)
2006 年 9 月
米国国立標準技術研究所（NIST）
コンピュータセキュリティログの確実な管理を実施する必要性につき、
組織の理解を支援するガイドライン
要旨
ログ管理に関するポリシー及び手順を確立する
組織全体のログ管理に適切な優先順位付けを行う
ログ管理インフラストラクチャを構築及び維持する
ログ管理の各種責任を担うスタッフに対して適切な支援を提供する
ログ管理に関する標準的な運用プロセスを確立する
2.2. ログ管理の必要性
セキュリティインシデント、ポリシー違反、詐欺行為、及び運用上の
問題を発生後短期間で特定、問題を解決。監査やフォレンジック解析
の実行や、組織の内部調査の補助
2.3 ログ管理の課題
ログの生成および格納、ログの保護、ログ分析
4. ログ管理計画
5. ログ管理の運用プロセス
JIS Q 27002 情報技術 －セキュリティ技術－ 情報セキュリティ管理策
の実践のための規範
2014 年 3 月 20 日
日本規格協会
「JIS Q 27001 情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジ
メントシステム―要求事項」の附属書 A 管理策の実践規範
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ログ管理関連個所

文献名
発行日
発行者または著者
概要

4

ログ管理関連個所

文献名
発行日
発行者または著者
5

概要

ログ管理関連個所

文献名
発行日
発行者または著者
概要
6
ログ管理関連個所

12.4.1 イベントログ取得
12.4.2 ログ情報の保護
12.4.3 実務管理者及び運用担当者の作業ログ
12.4.4 クロックの同期
15.2.1 供給者のサービス提供の監視及びレビュー
16.1.7 証拠の収集
18.1.3 記録の保護
ログ分析による情報漏洩監視
（Information Leakage Monitoring By Log Analysis）
2011 年 3 月 10 日
三菱電機(株) 榊原 裕之、桜井鐘治
ログ分析での端末操作ログにて、ファイル間でのコピー＆ペーストが記
録されない問題がある。コピー＆ペーストの記録を含まないログ分析に
てトレースバック/トレースフォワードを行う方式について検討。
・情報漏洩対策としてのログ監視
・アクセス回数、送信量などの基準を個別に設けて監視
-トレースバック（複数のログを突合、漏洩ファイルの来歴を遡り確認）
-トレースフォワード（ファイルがどのように扱われたか確認）
・トレースバック手法
リネーム、コピー、移動等の記録からファイルの変遷を追跡（時系列
的に遡る）
・ファイル間でコピー＆ペーストが行われた場合でもログにおいてトレ
ースバック/トレースフォワードを行う方式を検討
①ファイル間の類似性による絞り込み
②機密のキーワードを含むファイルの絞り込み
③ファイルサイズの増加による絞り込み
④拡張子による絞り込み
統合ログ監視機能の実現
（An Implementation of Network Monitor using Synthesized Access Log）
2000 年 3 月 7 日
エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ(株) 仲川 昌宏、佐久間 剛、NTT
情報流通プラットフォーム研究所竹内 宏典
ネットワーク上のマシン毎の監視による情報の氾濫を抑止し解決するた
め、インターネットに接続したサービス提供システムのログを統合し分
析する「統合ログ監視方式」を検討。
2 システム要件と実装機能
① ログ編集機能
② ログ収集機能
③ 経路分析機能
Successful SIEM and Log Management Strategies for Audit and
Compliance
2010 年 11 月 4 日
SANS
監査とコンプライアンスのための SIEM とログの管理の指針
・コンプライアンス規制(SOX、GLBA、PCI、FISMA、NERC、HIPAA...)やフ
レームワーク(COSO、COBIT、ITIL...)の中で、中核的な要素を解説
・3. ログ管理の戦略
監査とコンプライアンスに適合するための要件
1) 関連するイベントをすべて集中的に記録せよ
2) 監視範囲のスコープを定義し文書化せよ
3) 適時にログをレビューせよ
4) レビューされたイベントの監査証跡を作成せよ
さまざまなログ管理ツールが存在するが、1 年間のイベントを保持す
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概要

高度サイバー攻撃への備えと効果的な対処の観点から、典型的な組織
用ネットワークを構成する各機器におけるログの採取と分析の方法
について基本的な考え方をまとめた報告書。サイバー攻撃の過程のモ
デル化、攻撃者の活動痕跡のログ、メールサーバや Web プロキシサ
ーバ、ファイアウォール等の機器で取得すべきログの項目、ログ保存
上の注意事項、高度サイバー攻撃の痕跡を発見するためのログの活用
方法など。

ログ管理関連個所

2. 高度サイバー攻撃の流れと攻撃者の活動の痕跡が記録される機器
3. ログの採取と取扱
3.1 ログの採取と取扱に関する一般原則
3.1.1 ログの保存
3.1.2 ログの検索

9

30

ることができれば概ねコンプライアンス規制に適合する
付録 A EoI30の例
付録 B レポートの例
付録 C サマリレポートのサンプル
付録 D ROA の例
付録 E コンプライアンス規制の基礎とリンク
付録 F コントロールフレームワーク
付録 G ベストプラクティスとコンプライアンスのリンク
付録 H SIEM とログ管理のベンダー
統合ログ管理サービスガイドライン（第 1.0 版）
2010 年 12 月
データベース・セキュリティ・コンソーシアム 統合ログ WG
統合ログ管理に求められる機能・要件定義、
導入・運用に関わるサービスの内容やスキル等の提言
第 3 章 統合ログ管理サービス
ログの収集、ログの相関分析、ログの保管、ログの分析レポーティ
ング、ログ発生のアラート
第 4 章 統合ログ管理サービスの導入プロセス
導入目的の確認、対象システムの特定、システム構築、ログ管理の精
度と運用のバランス
第 5 章 運用管理
アラート管理、保守管理、チューニング
第 9 章 【参考】法令対処
ログの保管期間
証拠保全ガイドライン（第 4 版）
2015 年 3 月 6 日
NPO デジタル・フォレンジック協会
デジタル・フォレンジック関連技術の普及を目指し、日本での電磁的証
拠の保全手続きの参考として、様々な事案の特性を踏まえつつ広く活用
可能なガイドライン
2.1.1.2 インシデント発生の検知の経緯
3.2.1 対象物がコンピュータで、電源が OFF の状態の場合
3.2.6 電源を OFF にする際の注意点
4.2.4 作業ログ・監査証跡情報の表示・出力機能
5.7 ネットワークログからの証拠データ抽出
高度サイバー攻撃への対処におけるログの活用と分析方法（1.0 版）
2015 年 11 月 17 日
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター

EoI（Event of Interest）： 重要イベント
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3.2 主な機器で採取できるログ
3.2.1 メールサーバログについて
3.2.2 ファイアウォールログについて
3.2.3 Web プロキシサーバログについて
3.2.4 DNS サーバログについて
3.2.5 認証サーバログについて
4. 高度サイバー攻撃の痕跡を見つけるためのログの分析方法
Payment Card Industry データセキュリティ基準（PCI DSS）
（V3.1）
2015 年 4 月
PCI Security Standards Council
カード会員データのセキュリティを強化し、均一なデータセキュリティ
評価基準の採用をグローバルに推進するための基準。PCI DSS はカード
会員データを保護するために規定された技術面及び運用面の要件のベー
スラインとして利用可能。
5.2 すべてのウイルス対策メカニズムが以下のように維持されているこ
とを確認する。
9.4.4 訪問者ログを使用して、カード会員データの保存または送信が行
われているコンピュータルームやデータセンターなどの施設への訪問
者の行動の物理的監査証跡を保持する。
訪問者の名前、所属会社、物理アクセスを承認したオンサイト要員を
ログに記録する。
法律によって別途定められていない限り、このログを少なくとも 3 カ
月間保管する。
9.7.1 すべての媒体の在庫ログを保持し、少なくとも年に一度、媒体の
在庫調査を実施する。
10.1 システムコンポーネントへのすべてのアクセスを各ユーザにリン
クする監査証跡を確立する。
10.2 次のイベントを再現するために、すべてのシステムコンポーネント
の自動監査証跡を実装する。
10.3 イベントごとに、すべてのシステムコンポーネントについて少なく
とも以下の監査証跡エントリを記録する。
10.4 時刻同期技術を使用してすべての重要なシステムクロックおよび
時間を同期し、時間を取得、配布、保存するために以下の要件が実施
されていることを確認する。
10.5 変更できないよう監査証跡をセキュリティで保護する。
10.6 すべてのシステムコンポーネントのログとセキュリティイベント
を調べ、異常や怪しい活動を特定する。
10.6.1 毎日一度以上以下をレビューする。
10.7 監査証跡の履歴を少なくとも 1 年間保持する。少なくとも 3 カ月
はすぐに分析できる状態にしておく（オンライン、アーカイブ、バッ
クアップから復元可能など）。
10.8 ネットワークリソースとカード会員データへのすべてのアクセス
を監視するためのセキュリティポリシーと操作手順が文書化され、使
用されており、影響を受ける関係者全員に知られていることを確認す
る。
付録 A: 共有ホスティングプロバイダ向けの PCI DSS 追加要件
A.1.2 各事業体のアクセスおよび特権が、その事業体のカード会員デ
ータ環境のみに制限されている。
A.1.2.d ログエントリの閲覧が所有する事業に制限されていること
を確認する。
A.1.3 ログ記録と監査証跡が有効になっていて、各事業体のカード
会員データ環境に一意であり、PCI DSS 要件 10 と一致しているこ
とを確認する。
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A.1.4 ホストされている加盟店またはサービスプロバイダへの侵害が
発生した場合に、タイムリーなフォレンジック調査を提供するプロ
セスを可能にする。
金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書（第 8 版）
2011 年 3 月
金融情報システムセンター（FISC）
金融機関等のコンピュータシステムに関する安全対策の具体的指針
設 92 通用口には、入室者の識別設備を設置すること。
設 103 犯罪の未然防止と発生時の対応のため、防犯カメラ、非常通報装
置等の防犯措置を講ずること。
「金融機関向け防犯カメラの性能基準」
運 60 監視体制を整備すること。
運 64 障害の原因を調査・分析すること。
技 18 負荷状態の監視制御機能を充実すること。
技 20 システム運用状況の監視機能を設けること。
技 21 障害の検出および障害箇所の切り分け機能を設けること。
技 32 不良データ検出機能を充実すること。
技 37 アクセス履歴を管理すること。
技 45 不正アクセスの監視機能を設けること。
技 46 異常な取引状況を把握するための機能を設けること。
技 47 異例取引の監視機能を設けること。
技 48 不正アクセスの発生に備えて対応策、復旧策を講じておくこと。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 4.2 版）
2013 年 10 月
厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ドライン」の対となる文書。主に個人情報を保護する上での医療情報シ
ステムのセキュリティについてのガイドライン
6.3 組織的安全管理対策（体制、運用管理規程）
C．最低限のガイドライン 2、3
6.5 技術的安全対策
B．考え方 （1)（3）
C．最低限のガイドライン 6、7、8
6.8 情報システムの改造と保守
C．最低限のガイドライン 2、8
D．推奨されるガイドライン 1、5
10 運用管理について
C．最低限のガイドライン （1）④⑤⑩、
（3）⑦
医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン
2012 年 10 月 15 日
経済産業省
個人情報保護法の趣旨を踏まえ医療情報受託者における個人情報の適正
な取扱いを確保すべく、医療情報受託者が講ずべき措置に関連する項目
を挙げたガイドライン。
2.6.12.ログの取得及び監査
（1）～（5）
クラウド情報セキュリティ管理基準
2014 年 9 月
NPO 日本セキュリティ監査協会
JIS Q 27002：2006 をベースに、クラウドサービスにおける情報セキュ
リティ管理策を提示した、クラウドサービス利用者とクラウド提供者の
両者に向けた管理基準。
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6.2.2 第三者が提供するサービスの監視及びレビュー
6.10.1 監査ログ取得
6.10.2 システム使用状況の監視
6.10.3 ログ情報の保護
6.10.4 実務管理者及び運用担当者の作業ログ
6.10.5 障害のログ取得
6.10.6 クロックの同期
9.1.1 情報セキュリティ事象の報告
9.1.2 セキュリティ弱点の報告
9.2.3 証拠の収集
クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン
2014 年 4 月
総務省
クラウド利用者及び ICT サプライチェーンを構成する供給者との間で十
分な信頼と協力関係を築き上げ、安全・安心なクラウドサービスを提供
することができるよう、実践するべき利用者との接点の実務を理解する
ための情報セキュリティガイドライン。
12.4 ログ取得及び監視
12.4.1 イベントログ取得
12.4.2 ログ情報の保護
12.4.3 実務管理者及び運用担当者の作業ログ
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6.2

ログ管理製品／サービス 詳細情報

表 6-2-A：

製品名等

導入形態

ログ管理製品一覧（１）
No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
・ソフトウェア
File Server Audit V2 Enterprise
（GB 対応・ファイルサーバ監視）
File Server Audit V2 Standard
（10/100B 対応・ファイルサーバ）
File Server Audit V2 R
（集約サーバ）
File Server Audit V2 DC
（ドメインコントローラ監視）

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

・ソフトウェア
ゲートウェイサーバ（CLI 系、RDP
系）
データベースサーバ
アーカイブサーバ
動画変換サーバ
ログアーカイブサーバ

構成

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
・ソフトウェア
-InfoTrace PLUS Agent
PC 操作ログ取得、資産情報取得、
PC 操作制御、
シングルサインオンの実行、
検疫、マルウェア対策
-Smart Log Server
エージェントからのログ受信、
Smart Analysis Server のデータベ
ースへのログの格納
-Smart Analysis Server
データベースへのログ保存、分析
-Smart Security
Controller/Manager
エージェントの状態管理、
アラート受信、資産情報の管理
-Smart Policy Server
PC 認証、制御の設定管理、検疫
-NetAttest SF
検疫
※製品メディア以外にデータベース、
バックアップツール等は用意する必
要がない
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4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他
・ソフトウェア
クライアント用エージェント
ログ収集/統計/管理用マネージャ
ログ閲覧用 Web アプリケーション
ログ格納用データベース

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

動作環境・条件

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
・File Server Audit V2
Enterprise/Standard:
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2
・File Server Audit V2 R:
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2
・File Server Audit V2 DC:
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

・規模により 1 台のプラットフォーム
にゲートウェイとデータベースを共
存させることは可能
・全てのサーバは CentOS 6 系で動
作

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
・サーバコンポーネント
Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2
・クライアント
Windows Vista/7/8/8.1
Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2
※Windows 10 対応は 2016 年春を予
定
※クライント OS に関しては英語 OS も
対応。（一部の機能はサーバコンポ
ーネントも英語 OS に対応）
※32bit、64bit 両プラットフォームに対
応

Windows サーバにソフトウェアとして
実装
スイッチング HUB のミラーポートに設
置
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4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他
・マネージャ/Web コンソールマネージャ
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
・データベース
SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012
・エージェント
Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X Tiger v10.4.11 以降/Snow
Lepard/Lion/Mountain-Lion/Mavericks/Yosemite

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
VMware
※仮想環境を監視対象とすることは
可能
※仮想環境への FileServerAudit 導
入についは製品ページにて注意事項
の確認が必要

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

無し

無し

・ミラー対応スイッチやタップを利用
し、ファイルサーバに流れるパケット
のコピーを取得、パケットからログを
生成
・対象プロトコル
SMB/CIFS、NetBIOS over
TCP/IP、Kerberos
・ログ項目
日時、グループ名、登録ユーザ名、
クライアントマシン名/クライアント IP、
クライアント OS、アカウント名、アクシ
ョン、サーバ名、サーバ IP、サーバ

・ゲートウェイを通過する通信に基
づき、全てのログを取得
・対象プロトコル
SSH、TELNET、FTP、SFTP、
SCP、RDP
・アクセスログと操作ログを取得
操作ログは MP4 形式で保存。PC
等で再生可能

VMware

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
VMware Horizon View、Citrix
XenDesktop/XenApp

4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他

InfoTrace PLUS Agent を端末機にイ
ンストール
＜パッケージ版＞
・記録可能な PC 操作
ローカル/ネットワーク上/外部スト
レージファイル参照/削除/名前変更/
コピー、 コマンドプロンプト/アプリケ
ーションからのファイル操作、クリップ
ボード、メール送信、Web アクセス、ア
プリケーションごとの起動回数、時
間、操作したウィンドウのタイトル
共有フォルダへのアクセス状況（オプ
ション）
WPD へのファイル操作

有り
LanScope CAT を対象装置に実装
・収集対象
エージェント PC、ファイルサーバ
・収集内容
PC 操作、アプリケーション稼働、USB 書き込
み、印刷、ファイル操作、メール添付、Web 閲覧、
Active Directory ログオン、ファイルサーバアクセ
ス
Wi-Fi、Bluetooth、赤外線、通信デバイスの接続
/切断ログ

オンプレミス版の他、SaaS 版も提供

・仮想化対応サーバ
VMware ESX、ESXi、
Microsoft Hyper-V、Hyper-Vserver、Microsoft
Azure
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
・クライアント
VMware Horizon View
Citrix XenApp、XenDesktop
Microsoft RemoteDesktopService
NEC VirtualPCCenter
Amazon Amazon Workspaces

仮想環境への対応

エージェントの有無

ログ収集
機能

収集対象
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ネットワークに接続されていないスタンドアロー
ン PC のログは、USB メモリ等を使用しオフライン

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
OS、フォルダ名、ファイル名、ファイル
サイズ
・アクション内容
ファイル選択/読み込み/書き込み/
コピー/作成/削除/名前変更/印刷、
フォルダ作成/削除、ログオン/オフ、
ログオン失敗、アクセス拒否

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

プラットフォームの HD 上

・データベースサーバ
・ログアーカイブサーバ

・10GB（ログ件数に換算して約 500 万
件～2,000 万件：SQL の制限）
・製品版 SQL サーバを導入する場合
は上限なし

1 年以上の保管可能

保管先
ログ保管
機能

保管容量
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3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
Windows ストアアプリの操作記録
印刷操作、印刷元のファイル名記録
マルウェアの検知ログ
シングルサインオン、PC 制御、管理
ツール操作関連ログ
OS からハードウェアへの I/O レベル
（カーネルレベル）での監視により詳
細な記録が可能
＜サービス版＞
・記録可能な PC 操作
ローカル/ネットワーク上/外部スト
レージファイル参照/削除/名前変更/
コピー、 コマンドプロンプト/アプリケ
ーションからのファイル操作、クリップ
ボード、メール送信、Web アクセス、ア
プリケーションごとの起動回数、時
間、操作したウィンドウのタイトル
WPD へのファイル操作
Windows ストアアプリの操作記録
印刷操作、印刷元のファイル名記録
OS からハードウェアへの I/O レベル
（カーネルレベル）での監視により詳
細な記録が可能
＜パッケージ版＞
Smart Analysis Server のデータベー
スに保管
資産情報やマルウェア検知ログに関
しては Smart Security Manager 上の
データベースに保存
＜サービス版＞
データセンターのサーバに保管
＜パッケージ版＞
保存期間の設定は、5 年間
Smart Analysis Server のプラットフォ
ームのディスク容量に依存
＜サービス版＞
無加工ログの保管期間は最大 1 年間

4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他
で収集しサーバにアップロード可能

・クライアント及びサーバに保存
・クライアントからはリアルタイム取得（間隔は設
定できない）
クライアントへの負荷を抑え数百台から一度に
アップロード可能

・ログ保存容量はサーバのディスク容量に依存
・最大 5 年間保存

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

圧縮
暗号化等ログ改ざ
ん防止
ログ原本性の確保
（タイムスタンプ等）

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

・圧縮しない
・SQL サーバの保存方式
ID/パスワードによるアクセス制限

・圧縮しない
・データベースサーバ、アーカイブサ
ーバの保存方式
ID/パスワードによるアクセス制限

ログへのアクセス制限で実現

ログへのアクセス制限で実現

役割毎に閲覧制限設定可能

ID/パスワード認証、鍵認証

ログへのアクセス
制限
検索速度

圧縮済みファイル
に対する直接検索
可否

検索機能

検索方法

―

―

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
レポート化されたデータは契約してい
る間は無期限で保管
データベース上では圧縮しない
メンテナンス処理によるバックアップ
ファイルは圧縮して出力
ログの暗号化による改ざん防止

4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他

独自の方式で、端末上のエージェント
の不正停止/不正削除/未送信のロ
グの改ざん/ログの削除はできない
管理者権限を持ったユーザでも
InfoTrace PLUS の PC 操作ログエー
ジェントを停止することはできないな
ど制限

ログへのアクセス制限で実現

非公開

―

―

・過去のログをログ項目、アクション
等を条件指定して検索
・検索結果までマウス操作で実行
・データベースから CSV でエクスポー
トしたログは専用ツールで検索
・本体の検索ツールと CSV 用ツール
は同じ検索が行える

・製品単独での検索機能はなく、他
のログ管理製品との連携で実現す
る
・操作ログは接続ごとの開始/終了
日時、ホスト/アカウント情報を記録
し、一覧から参照可能
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＜パッケージ版＞
バックアップファイル（圧縮済みファイ
ル）への直接検索は不可
一度データベースへのリストアが必
要
＜サービス版＞
無加工のログは、圧縮し DVD やオン
ラインダウンロードで提供可能
テキストデータとして参照可能
＜パッケージ版＞
・デイリーレポート
持出しに関する PC 数、ユーザ数、
ログ件数の集計結果表示
・前後検索機能
起点となるログから前後 5 分間のロ
グを表示
フォームによる検索条件の指定が可
能（簡便に複雑な検索条件を作成可
能）
スケジュール検索可能（検索完了時
にはメールにて完了を通知）
＜サービス版＞

圧縮しない（SQL サーバで管理）

ID/パスワードによるアクセス制限

・ID/パスワードによるアクセス制限
・各部門や管理者の権限によって表示する機能
や選択項目を切り替えることが可能
PC1,000 台全ログ 1 か月分で 14 秒目安

―

・操作ログ
グループ名、クライアント名、ログオンユーザ
名、イベント時刻、プログラム名、ウィンドウタイト
ル、アラーム種別等 最大 5 つのキーワードで検
索

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

事前に設定した条件に合致するアク
セスを検知し、アラート通知
リアルタイム分析

相関分析

―

File Server Audit R（集約サーバ）で
複数の File Server Audit が収集した
ログを統合し分析することが可能
・ログ項目とアクションの記録から、
不正アクション（不正コピー等）やアカ
ウント不一致等を抽出
・レポート機能により、急激なアクセス
増やコピーの急増などを視覚的に検
出

解析機能

―
製品単独での解析機能はなく、他の
ログ管理製品との連携で実現する

解析支援

ユーザ名、ファイル名、ディレクトリ名
とアクションをひも付けて条件設定

監視

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
フォームによる条件指定検索可能
結果は表形式で表示
サーバ側でのアラート分析あり（結果
をメール通知可能）
ログ送信負荷（ PC、ネットワーク両
方）を軽減するために、リアルタイム
でのエージェントからのログ送信はし
ていない。完全なリアルタイム分析は
できない
＜パッケージ版＞
NetAttest BigData との連携で実現
＜サービス版＞
他のシステムとの相関分析は不可
＜パッケージ版＞
元ファイルの操作を起点に、ネットワ
ーク越しのコピー、ファイル名変更、
印刷、USB メモリへのコピーなど、拡
散状況を自動解析する「拡散トレー
ス」、ユーザの操作を遡って検索し
元ファイルを逆探知する「バックトレー
ス」などの解析ツールで解析
印刷操作、アプリケーションの起動終
了に関する集計処理に関しては
Smart Analysis Server の標準のレポ
ートとして搭載
＜サービス版＞
・情報漏洩対策、業務効率などに関
する情報が 16 項目にわたり集計され
たレポート画面
＜パッケージ版＞
スケジュール分析可能
アラート操作時にトラップやメール通
知が可能

―
＜サービス版＞
クラウド側からのアラート(キーワー
ド、閾値、未知の実行ファイル)をメー
ル通知
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4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他

・リアルタイム解析可能
メール通知
ダッシュボードのカレンダー表示

・時系列で総合して出力が可能
・相関分析や異なるログの突合は統合ログ管理
システムとの連携で実現
・ファイルの追跡
不審ファイルの調査を一斉にできる（ホームペ
ージで開示）
周辺操作ログの表示
人の操作ログに特化
必要なログに集中（セキュリティ上、確認の必要
がないアラートに埋没すると使用が困難）

・操作ログ監視
・環境の更新、新規アプリの起動等の監視
・メール送信監視
・サーバ監視

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
・事前に設定した条件（ホワイトリス
ト、ブラックリスト）に合致するアクセ
スを検知、アラート通知
・ダッシュボード表示、メール通知

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

製品単独でのアラート機能はなく、
他のログ管理製品との連携で実現
する

＜サービス版＞
・キーワードアラート
キーワード指定をし、該当したログを
アラートとしてメール通知
・閾値アラート
ログサイズ、印刷枚数、外部メディア
にコピーしたファイル数、メール送信
数、Web ブラウザのファイル読み込み
に閾値を設け、アラートとしてメール
通知
・未知の実行ファイル
定時解析処理の際、過去 30 日間に
動作した履歴がないソフトウェアを、
未知の実行ファイルが動作したアラ
ートとしてメール通知
＜パッケージ版＞
デイリーレポート画面、テンプレート
一覧画面、ログ一覧画面、前後検索
画面、印刷集計、アプリケーション集
計
＜サービス版＞
・アラート件数の推移
日次のアラート件数の過去 1 か月
分の推移
・PC、エージェント稼働状況
エージェント未稼働の PC の詳細が
表示され、エージェントインストール
漏れをチェック
・ログ容量の推移
利用ユーザ全体の過去 1 か月分の
ログ容量の日時推移

アラート

レポート

・アクセス総数やアクセスランキング
をアクション別、ユーザ別、ファイル別
にグラフ表示
・詳細データをドリルスルーで表示

ダッシュボード

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
＜パッケージ版＞
・操作者に対する警告
画面へのポップアップをリアルタイ
ムに実施
・管理者に対する通知
ダッシュボード、メール通知

―
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4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他
・違反 PC の台数や違反内容の時系列推移を表
示
・管理者へのメール通知
・ユーザへの警告ポップアップ表示

・色別グラフ表示
・指定 PC の時間帯操作ログの表示
アプリケーション稼働、プリンタログ、操作ログ

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

テンプレート

出力フォーマット

契約形態

ライセンス・保守等

導入支援

コンサルティング

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

―

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
・プリンタ利用状況
・外部記憶媒体利用状況
・メール利用状況
・Web 利用状況
・カスタマイズレポート
あらかじめ登録したソフトウェアや
キーワードに沿い、独自の集計レポ
ートを作成可能
・電源 ON/OFF 自動レポート
PC 一日の電源 ON/OFF 時刻、合
計起動時間をタイムカードのような形
式で表示
・新しく実行したソフトウェア
・Web メール、SNS などの利用状況

4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他

＜パッケージ版＞
検索条件をテンプレート化可能
製品にデフォルトテンプレ－トあり

・カレンダー用閾値テンプレートを提供・テンプレ
ートを基にチューニング

―
＜サービス版＞
各種レポート内容の調整のための設
定テンプレートあり
CSV

・Syslog のように外部製品に投げる
機能は無い
・CSV としてエクスポート・取り込み可
能

CSV

・ライセンス
・年間保守
・監視対象サーバの IP の数により変
動

・ユーザ/サーバ数に依存しない料
金体系

導入設定の最適化の支援することは
可能

リセーラが提供
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＜パッケージ版＞
・ライセンス
使用機能、ライセンス数により変動
・保守
年間サポートサービス（保守契約）
有り
＜サービス版＞
年間契約（最低利用期間 3 か月利用
後、解約可能）
導入、運用支援、分析

Excel、CSV
定義した条件に合うログを抽出し出力可能（退職
者のログを一括して出力する等）

・マネージャライセンス
・クライアントライセンス
・保守は初年度から発生
・次年度以降は保守費のみ

・リセーラまたは直で支援
クラウド診断レポートサービス、社員教育等

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

設定

製品価格、ライセン
ス価格
導入コスト

保守費用

1
ログ管理製品
File Server Audit
(株)NSD ビジネスイノベーション／キ
ヤノン IT ソリューションズ(株)、(株)シ
ステナ 他
技術サービスとして提供

2
ログ管理製品
FUSION Forensics
楽天コミュニケーションズ(株)

・File server Audit Standard： 39 万
6,000 円～
・File server Audit Enterprise： 250 万
円～

・オープンプライス
・設計・構築費 別途

インストール支援可能

・インストール支援（アプリのみのイン
ストール）
File Server Audit Standard 10 万円
File server Audit Enterprise 20 万
円

・File server Audit Standard： 5 万
3,500 円～
・File server Audit Enterprise： 37 万
5,000 円～

オープンプライス

3
ログ管理製品
InfoTrace PLUS
(株)ソリトンシステムズ／(株)アクシ
オ、(株)JAL インフォテック、セコムトラ
ストシステムズ(株)、日本電気(株) 他
インストール支援可能

4
ログ管理製品
LanScope CAT
エムオーテックス(株)／(株)大塚商会、(株)ビジネ
スコネクト 他

＜パッケージ版＞
・オールインワンクライアントライセン
スを 100 ライセンスで使用する場合
220 万円
・機能別クライアントライセンス（PC 操
作ログのみ）100 ライセンスで使用す
る場合
80 万円
＜サービス版＞
オープン価格
参考）PC100 台で PC 操作ログサービ
スを利用の場合
初期費用 10 万円、月額費用 10 万円
＜パッケージ版＞
別途

・マネージャライセンス： 500 台まで 29 万 8,000 円
・クライアント： 1,000 台まで（パック 1000：） 9,800
円/1 クライアント

＜サービス版＞
無し
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インストール支援可能

次年度からは保守費のみ

ライセンスの 15%（初年度から発生）

表 6-2-B：

製品名等

ログ管理製品一覧（２）
No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

5
ログ管理製品
ManagementCore
住友電工システムソリューション(株)
・ソフトウェア
-MCore サーバ
-MCore ログ管理サーバ
（複数台運用可能）
-管理エージェント

構成

導入形態

動作環境・条件

仮想環境への対応

・MCore サーバ： Windows Server 2008
R2/2012 R2
MCore サーバに Oracle Database 必須
Oracle Database 11g Release2
(11.2.0.1.0) for Microsoft Windows
x64(64-bit)
Oracle Database 11g Release2
Client(11.2.0.1.0) for Microsoft Windows
(32-bit)
Oracle Fusion Middleware Web Tier
Utilities 11g (11.1.1.6.0 (Patch Set 5)) for
Microsoft Windows
※上記、Oracle Database (64-bit) と Oracle
Client (32-bit) の同居が必要。
・MCore ログ管理サーバ： Windows Server
2008/2008 R2 (SP1, 64bit)/2012 R2 (64bit)
・管理エージェント：
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
・VMware ESX/ESXi
・Microsoft Hyper-V
にて稼動実績あり

6
ログ管理製品
MylogStar
(株)ラネクシー／(株)イーセクター、(株)ネット
ワールド 他
・ソフトウェア
-MylogStar Network
MylogStar Server（管理サーバ）
MylogStar Agent（監視エージェント）
MylogStar Agent for Server
MylogStar Console（管理コンソール）
-MylogStar FileServer
-MylogStar Desktop
-シンクライアント対応
Citrix XenApp、XenDesktop、
VMware Horizon View
Ericom PowerTerm WebConnect
Windows Server リモートデスクトップサ
ービス
・MylogStar Server（管理サーバ）
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2
・MylogStar Agent（監視エージェント）
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
OS X 10.9 (Mavericks) /10.8 (Mountain
Lion)
・MylogStar Agent for Server
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2
・MylogStar FileServer
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2
・MylogStar Desktop
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

・Microsoft Hyper-V 2.0/3.0/3.1
・VMware VMware ESXi 5/5.5
・Citrix Systems XenServer 6.1/6.2
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7
ログ管理製品
SKYSEA Client View
Sky(株)
・ソフトウェア
-SKYSEA Client View サーバ
マスタサーバ機能
データサーバ機能
ログ解析/レポート用サーバ機能
-SKYSEA Client View
Windows、Mac、Linux

・管理機・端末機
Windows Server 2008/2012
Windows Vista/7/8/8.1/10
Mac OS X
10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
Red Hat Enterprise Linux® 4/5/6/7
・マスタサーバ・データサーバ
Windows Server 2003/2008/2012
Microsoft SQL Server 2008 R2
・ログ解析用サーバ / レポート用サーバ
Windows Server 2003/2008/2012
Microsoft SQL Server 2008 Express with
Advanced Services
・資産データ / ログデータ Web 閲覧機能サ
ーバ
Windows Server 2003/2008/2012

・Citrix XenServer 5.6 SP2
・Microsoft Windows Server 2008 R2
Hyper-V Ver.2.0
・Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

5
ログ管理製品
ManagementCore
住友電工システムソリューション(株)

6
ログ管理製品
MylogStar
(株)ラネクシー／(株)イーセクター、(株)ネット
ワールド 他

7
ログ管理製品
SKYSEA Client View
Sky(株)
・VMware ESX/ESXi Ver.3.5/4.0/5.0

エージェントの有無

ログ収集機
能

収集対象

保管先

保管容量

ログ保管機
能

圧縮

暗号化等ログ改ざん
防止
ログ原本性の確保（タ
イムスタンプ等）

MCore エージェントを管理対象に搭載

Client 監視エージェント

・対象装置
エージェント搭載の端末
・収集ログ
-PC 操作ログ
ファイル操作、外部デバイス使用、
プログラム起動、ウィンドウタイトル、
Web アクセス、プリント操作、
デスクトップ事象、電子メール
-デバイス管理
接続デバイス情報、
持ち出しファイルの記録
※フィルタドライバ使用

・端末操作ログ
コンピュータログ（電源オン/オフ）、ユーザ
ログ(ログオン/ログオフ）、アプリケーション
ログ、ファイル（操作）ログ、プリンタログ、E メ
ールログ、Web ログ、FTP ログ、ウィンドウロ
グ、スクリーンショットログ、クリップボードロ
グ、TCP セッションログ、イベントログ、WEB
メールログ（Gmail）、インベントリログ

MCore ログ管理サーバの HD 上
（QuickSolution）
・ログ管理サーバのディスク容量に依存
・ログ管理サーバ複数台運用可能
・1 インデックス/1 週間
5,000 万レコード/インデックス、
55 インデックス/サーバが上限
5,000 万レコードで約 90GB 目安
（Zip 圧縮ログ、生ログ、インデックス合計）
・エージェントからサーバにログ等を送信した
後はクライアント側のデータを削除
（クライアント側で蓄積するログは保存期間
または容量で上限を設定（最大 180 日））
圧縮データ（Zip 圧縮）、生ログ、インデックス
の 3 つの状態で保存（圧縮時暗号化・非暗
号化を選択可能）
・ID/パスワードによるアクセス制限
・圧縮データは、パスワード保護
・エージェントからサーバへの送信時はログ
データを暗号化
ログへのアクセス制限で実現

MylogStar Server（SQL Server）

※OS カーネルレベルでログを取得

制限なし
MylogStar Server（SQL Server）からアーカ
イブファイルとして、別領域に保管することも
可能
フリー版 SQL Server は 10GB が上限

手動又は自動で定期的にアーカイブし圧縮
保存
暗号化保存

ログへのアクセス制限で実現
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SKYSEA Client View を端末機にインストー
ル
・収集可能ログ
起動・終了ログ、クライアント操作ログ、ア
プリケーションログ、ファイル操作ログ、クリッ
プボードログ、システムログ、プリントログ、
Web アクセスログ、ドライブ追加・削除ログ、
フォルダ共有ログ
ファイルアクセスログ、不許可端末検知ロ
グ、通信デバイス、想定外 TCP 通信
・送信メールログ
端末対応メーラ
Outlook、Windows メール、
Becky! Internet Mail、Thunderbird
・データサーバ上に保存
・NAS 等にバックアップ可能
外部ストレージに保存することで保存容量に
制限なし

SKYSEA Client View Ver.9 以降サーバ上に
アップロードされたログはログサーバにて圧
縮可能
ログは独自暗号化されており改ざんは行え
ない

ログへのアクセス制限で実現

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

ロ グへ の ア クセス制
限

検索速度
圧 縮 済み フ ァイ ルに
対する直接検索可否
検索機能

5
ログ管理製品
ManagementCore
住友電工システムソリューション(株)
ID/パスワードによる MCore システムに対す
るアクセス制限
・PC 内でログ保管するディレクトリにはユー
ザアクセス禁止

6
ログ管理製品
MylogStar
(株)ラネクシー／(株)イーセクター、(株)ネット
ワールド 他
・データベースへは MylogStar Manager から
のみアクセス可
・ID/パスワードによるアクセス制限
・権限管理は担当者毎（閲覧のみ等の設定
が可能）
・管理者不正の抑止策はポリシー変更のロ
グの記録

1TB/10 秒（目安。画面表示も含む）

―

圧縮データの検索は、解凍後再インデックス
化して検索
・インデックス検索
・最大 10 条件までの AND/OR 組み合わせ検
索可能

アーカイブされたログはローカル領域に戻し
て検査可能
・帳票型検索インタフェース
多数の条件組み合わせ検査
キーワード検索

無し
蓄積された記録の高速検索が主目的
無し
他の統合ログ管理システム等との連携で
実現
・Web コンソールによる視覚的な分析
・操作ログ分析
全 PC 対象の高速検索
PC 詳細情報閲覧
（インベントリ情報とログ情報の関連調査）
操作ログの時系列トレース

無し
収集蓄積したログの分析が主目的
無し
他の統合ログ管理システムや SIEM との連
携で実現
・AND/OR/NOT を付加し詳細な検索条件が
設定可能
・トレース機能によるファイルの利用状況を
分析
-特定のファイルを起点として、その後の
取り扱われ方を追跡
-どのような経路をたどって対象ファイル
に行き着いたかを遡って追跡する等

検索方法

リアルタイム分析
相関分析

解析機能
解析支援
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7
ログ管理製品
SKYSEA Client View
Sky(株)
ID/パスワードによるアクセス制限

統合ログ管理システム（LogRevi 等）との連
携で高速検索を実現
―
・ログ検索
操作の種類（起動・終了ログ、クライアント操
作ログ、アプリケーションログ、ファイル操作
ログ等）
キーワード、期間などの条件を指定して検索
・ログデータ Web 検索
カレンダー表示
ユーザ別操作傾向
―
統合ログ管理システム（LogRevi 等）との連
携で相関分析を実現
・ファイル追跡
不審なファイル操作を詳細に確認
（流出経路特定、ファイルコピー・別名保存
等分岐したファイル操作を追跡）
・ログ追跡
サーバ上のファイルへのアクセスログをも
とに、アクセスの前後にクライアント PC でど
のような操作がされたかを追跡
・Web/アプリケーションアカウント監査
業務で使用するアプリケーションへのログ
オンやユーザアカウントの作成/削除等のロ
グを収集
・画面操作録画・個別画面操作録画
クライアント PC の操作画面をビデオのよう
に録画

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

監視

アラート

レポート

ダッシュボード

テンプレート
出力フォーマット

契約形態

ライセンス・保守等

5
ログ管理製品
ManagementCore
住友電工システムソリューション(株)
・使用禁止ソフトウェア起動検出・制限
・セキュリティ・パッチ・マネージメント
・不正 PC 接続検知・不正 PC 接続禁止（禁止
には ManagementBox 必要）

6
ログ管理製品
MylogStar
(株)ラネクシー／(株)イーセクター、(株)ネット
ワールド 他
設定された検索条件で検索、条件に合致し
たログを検知し指定されたメールアドレスへ
アラート発信
メールに警告対象のリストを添付可

・クライアントの異常や不正を管理者へ通知
・事象毎に電子メール、パトライト、警報音鳴
動等

管理者毎に監視対象社内のアラートをメー
ルで通知

Web コンソール上に表示
全ての機能で横のつながりを重視
管理者毎に利用可能な機能等のカスタマ
イズ可能

・ダッシュボード
アラート発生件数、ファイルの持ち出し
（USB で持ち出し、アップロード）、使用率（深
夜帯の挙動など）等のグラフ表示
・ログ保管によるディスク使用状況表示
・システムログの表示
・ログ表示
帳票型画面
3 つのテンプレートレポート： アラート発生件
数、ファイルの持ち出し、コンピュータの使用
状況
CSV 自動出力機能

最大 10 条件までの AND/OR 組み合わせ検
索が可能。使用頻度の高い条件はテンプレ
ートとして保存、再利用可能
CSV
・製品買取り
次年度からは保守費のみ
・保守
初年度から発生

・ライセンス
1 年間契約
複数年契約有り（上限 6 年）
・保守
電話・電子メールによる技術サポート、
技術情報の提供、
更新プログラムの提供、
バックアップサービス
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7
ログ管理製品
SKYSEA Client View
Sky(株)
・禁止事項の検出
不許可ファイル検索、アプリケーション実
行、インストール、CSV ファイル出力、ドライ
ブ追加、禁止ファイル持ち込み、実行ファイ
ル不正操作、記憶媒体使用、Web ダウンロ
ード/アップロード 等
・管理者/利用者へのメール通知、管理者/
利用者へのメッセージポップアップ表示
・アラートと連動したアクション
画面操作録画
操作の禁止
・ログ解析
収集したログを Web ブラウザで表示
・グラフ表示
ユーザ作業状況、端末機稼働状況、プリン
ト出力解析、Web アクセス解析、ファイルサ
ーバアクセス解析、アプリケーション解析、セ
キュリティアラート（端末別/ファイル名別アラ
ート比較）
保守サイトにて「資産・ログ利活用レポートラ
イブラリ」のテンプレートを提供
CSV 形式、レポートにより Excel 形式にて出
力
・サーバライセンス
・クライアントライセンス
・初年度から保守費発生

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

5
ログ管理製品
ManagementCore
住友電工システムソリューション(株)
・要件定義、インストール、設定の支援
・ログ取得・管理のチューニングにつき助言
・その他 顧客要望に応じて別途有償で対応

導入支援

コンサルティング

設定

製品価格、ライセンス
価格

インストール支援可能
・資産管理サーバ： 100 万円（500 エージェン
ト対応）
Oracle 別途準備必要
・エージェント：2,000 円/台
（100 台単位で購入）
・オプション
ログオプション 1,000 円/台
（100 台単位で購入）
ログ管理は QuickSolution 別途購入必要

6
ログ管理製品
MylogStar
(株)ラネクシー／(株)イーセクター、(株)ネット
ワールド 他
・各種支援サービスはパートナーが提供
パートナーへの支援：
サイジングシート、パラメータシートの提供
・管理画面の利用法等をセミナー形式でエン
ドユーザ支援
・パラメータシート等はリクエストに応じてエ
ンドユーザにも提供
パートナーによるインストール支援
・MylogStar FileServer ライセンス定価
19 万 8,000 円
・MylogStar Desktop ライセンス定価
2 万 4,000 円

導入コスト
年額： 各製品の 18%

初年度保守込み

保守費用
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7
ログ管理製品
SKYSEA Client View
Sky(株)
・導入の支援メニューにて導入時の設定値ヒ
アリングを提供
・運用、ログ分析は未提供

インストール支援メニューは有償で提供
・SKYSEA Client View Standard Edition（民
需版）
-Standard Edition サーバライセンス
28 万円
-Standard Edition クライアントライセンス
ライセンス数 1-99 台 1 万 7,000 円/台
・SKYSEA Client View Government Standard
Edition（官公庁版）
-Standard Edition サーバライセンス
32 万 2,000 円
-Standard Edition クライアントライセンス
ライセンス数 1-99 台 2 万 580 円/台
※Government は官公庁向けライセンス形態
初年度保守含む
年間保守費
-Standard Edition サーバライセンス
4 万 2,000 円
-Standard Edition クライアントライセンス
ライセンス数 1-99 台 2,550 円/台
・SKYSEA Client View Government Standard
Edition
-Standard Edition サーバライセンス
4 万 2,000 円
-Standard Edition クライアントライセンス
ライセンス数 1-99 台 2,680 円/台

表 6-2-C：

ログ管理製品一覧（３）
No.
製品種別
製品名

製品名等

導入形態

開発元／販売元

構成

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・ソフトウェア
・LogGate
ログの収集、保管
・コンソールサーバ
収集したログに対する
操作機能を提供
・EventLogCollector
Windows サーバ、
VMware ESX/vSphere か
らエージェントレスでログの
収集・解析
・エージェント
SBT：
テキストログのバッチ収集
SBT for WindowsEvent：
Windows イベントログのバ
ッチ収集・解析
SBT for Oracle：
Oracle 監査ログのバッチ
収集・解析
Agent：
テキストログ、Windows イベ
ントログのリアルタイム収
集

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・ソフトウェア
サーバサイド
検索クライアント
ログ収集モジュール
Windows イベントログ収集エー
ジェント

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

・ソフトウェア
EventLog Analyzer

・アプライアンス
オリジナルハードウェア
（採用部品の品質に配慮）
ディスク容量により 2 機種
BD-DX51（2TB×4 RAID 5
実効容量 4TB）
BD-ST81（500GB×2 RAID
1 実効容量 320GB）
（外部ストレージをメインストレ
ージとして使用することも可能）
1 台構成の他複数台による分
散構成可能
検索指示筐体、ログ管理筐体

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
ソフトウェアまたは SaaS ソリュー
ション

・Active Directory や特権 ID に
特化した製品あり
-ADAudit Plus（AD サーバ）
-ADManager Plus（ワークフロ
ー経由 AD 監査）
-Password Manager Pro（サー
バ OS、データベース等特権 ID
制御)

※ InfoTrace PLUS のログを送
信するための専用エージェント
プログラム付属
※ Soliton 製品のログを閲覧す
るための App（分析レポートパッ
ク）付属
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No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

動作環境・条件

仮想環境への対
応

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・Logstorage Console/LogGate
Windows Server 2008 R2/
2012/2012 R2
Red Hat Enterprise Linux
5.5/6/7
・Logstorage ELC
(EventLogCollector)
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2
・Logstorage Agent
Oracle SPARC Solaris 10/11
Oracle Intel Solaris 10/11
Linux（Red Hat Enterprise
Linux 推奨）
Windows Server 2003/2003
R2/2008/2008 R2/2012/2012
R2

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・サーバ： Windows Server
2008(x86/x64 R2)/2012(x64 R2)
・クライアント： Windows Server
2008(x86/x64 R2)/2012(x64 R2)
Windows Vista/7/8/8.1
・ログ収集モジュール： Windows
Server 2008(x86/x64 R2)/
2012(x64 R2)
・Windows イベントログ収集エー
ジェント： Windows Server
2008(x86/x64 R2)/2012(x64 R2)

上記対応 OS の動作を保証して
いる仮想環境
※仮想化ソフトウェア独自の機
能についてはサポート対象外
Amazon Web Services サポート
Microsoft Azure サポート

VMware、Hyper-V 等で実績有り

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

・Windows Vista/7/8
・Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2
・Red Hat Enterprise Linux
4/5/6
・CentOS 5/6

・検索 Web 画面は次のブラウザ
に対応
Firefox ESR (24.2) 及び最新
版
Internet Explorer 9/10/11
Safari（最新版）
Chrome（最新版）
・管理 Web 画面は Internet
Explorer 9/10/11 のみに対応

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
・Windows Vista/7/8/8.1/10
(32bit 版は Universal Forwarder
のみ)
・Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2 (32bit 版は
Universal Forwarder のみ)
・Linux 2.6/3.x
・Solaris 10/11 (32bit 版は
Universal Forwarder のみ)
※Universal Forwarder のみ提供
されている OS
・PowerLinux, zlinux 2.6 以降
・FreeBSD 8/9/10
・Mac OS X 10.9/10.10
・AIX 6.1/7.1
・HP/UX 11i v2/11i v3

・InfoTrace PLUS、SmartOn
ID/NEO からのログ送信には
BigData Forwarder を使用
・動作環境は、InfoTrace PLUS
Smart LogServer、SmartOn
ID/NEO LogServer の動作環境
に準拠
・他のシステムのログ受信には
Splunk 社の Universal Forwarder
を使用することも可能
・ログの受信方式は以下もあり
Syslog（TCP/UDP）
SCP でのログファイル受信
共有ストレージ（NFS、CIFS）
マウントでの取り込み

Microsoft Hyper-V、VMware
ESXi
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仮想アプラインス検討中

VMware ESXi、 Hyper-V 等
(プラットフォームには依存しな
い)

No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

エージェントの有
無

ログ収集
機能

収集対象

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・テキストログのバッチ収集、
Windows イベントログのバッチ収
集・解析、Oracle 監査ログのバ
ッチ収集・解析、テキストログ、
Windows イベントログのリアルタ
イム収集のためのエージェント
有り
・EventLogCollector によるエー
ジェントレス運用可能
・対象装置
Windows、UNIX、ファイアウォ
ール、スイッチ、IDS/IPS、認証
サーバログ、ストレージアクセス
ログ、データベースサーバアク
セスログ、Web サーバアクセスロ
グ、メールサーバログ、入退室
管理システムログ、複合機印刷
ログ等
テキスト形式/EVT 形式で出力
されるログは対応可能。
・対象プロトコル
Syslog
FTP/FTPS(暗号化 FTP)
ファイル共有
SNMP
Logstorage Agent
(リアルタイム収集)
EventLogCollector
(エージェントレス収集)
・連携製品
Amazon Web Services、
SKYSEA Client View、PaloAlto
next-generation firewalls、
CWAT、SecurePrint!、
MylogStar、AUDIT MASTER、
SecureCube AccessCheck、
Auge AccessWatcher、

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・Windows サーバのイベントログ
用エージェント有り
・ログファイルはエージェントレス

・ログファイル（CSV、テキスト
等）を、FTP 等ファイル転送で収
集、Windows イベントログをエー
ジェントで収集、
Syslog は別製品「Kiwi Syslog
Server」で収集し、取り込む
・対象装置（例）
Windows、UNIX、Active
Directory、ファイアウォール、
IDS/IPS 等
・対象ログ（例）
PC 操作/アクセス管理/情報・
資産管理、データベース/ファイ
ルサーバ、OS/ホスト/アプリケ
ーションサーバ、ディレクトリ
/IDM/認証、
CRM/ERP/SCM/SFA、プリント
サーバ、ポータル/グループウェ
ア、ネットワーク関連、運用管理
等
＜連携製品（一部）＞
ALog Converter、VISUACT、
File Server Audit、LanScope
Cat、My log Star、SKYSEA
Client View、PISO、Chakra、
その他各種ログ取得製品と連
携実績あり

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

基本的には不要

・ログを保持するサーバ機に導
入するログ送信エージェント
（Forwarder）有り
・Syslog 等はエージェント不要

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
・有り(Universal Forwarder)
・Syslog 転送による受信のみも
可（無しでも可）

・対象装置
スイッチ、ルータ、Snare for
Windows、IBM AS/400 V5R1 V5R5 / V6R1
・収集ログ
Windows イベントログ、Unix
Syslog、Linux Syslog、HP-UX
Syslog、IBM AIX Syslog
・サポート Windows イベント
システムイベント、監査ログの
クリア、ユーザログオン/失敗、
オブジェクトアクセス、監査ポリ
シーの変更、ユーザアカウント/
グループの変更、ユーザアカウ
ント認証/失敗、ホストセッション
ステータス
・ファイルインポート
Windows イベントログ
( .evt/.evtx フォーマット)ファイル
FTP/SFTP 経由でリモートマシ
ンからイベントログ収集
インポート可能イベントログの種
類
Application、Security、
System、DNS Server、ファイル
複製サービス、Directory
Service、DFS Replication、
OSession、ACEEventLog、

・ログ収集方式
Syslog 受信、BigData
Forwarder 受信（エージェント）、
ログファイルの手動インポート、
SCP（ログをプッシュする方式）
日時が含まれたテキストが出
力できるものは、どのようなもの
も分析対象となる
内部は Splunk をエンジンとして
使用しているので Splunk と同等
のことが可能
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Soliton 製のアプライアンス機器
では Syslog 送信以外に
Forwarder を内蔵し、エージェン
トによるログ送信に対応
InfoTrace PLUS を始めとした自
社製品のログを収集としている
が、他社製品のログ収集も可能

・ログファイルが保存されている
ディレクトリへのマウント、スクリ
プトファイルの実行及び専用エ
ージェントによるログ収集
・対象装置と対象ログ
Windows： レジストリ、
イベントログ、
ファイルシステム、
システムログ
Linux/Unix： コンフィグファイ
ル、Syslog、ファイルシステム、
ps、iostat、top
仮想/クラウド： Hypervisor、
ゲスト OS、Apps、Cloud
アプリケーション： Web logs、
Log4J、JMS、JMX、.NET
events、Code and scripts
データベース： コンフィグファ
イル、監査/クエリログ、テーブ
ル、スキーマ
ネットワーク機器： コンフィグ
ファイル、Syslog、SNMP、
netflow
※これら以外にもテキストファイ
ルであればタイムスタンプがなく
ても取り込み可能
PCAP による通信ログは Apps に
よりテキストファイルに変換して

No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

保管先

保管容量

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
i-FILTER、InfoTrace、監査れポ
ータル、ARCACLAVIS Revo、
PISO、LanScope Cat、File
Server Audit、VISUACT、
Chakra、SecureSphere 等 約 20
種
・プラットフォームの HD 上
・ネットワーク上のストレージ
・一定期間経過後のログを自動
アーカイブ
・AWS S3 に転送保管可能

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他

制限なし
130TB/年の実績あり
最大約 1/40 に圧縮

・サーバ上の独自データベース
に保管
・1 年分のログをデータベース
上、それ以前のログを外部にア
ーカイブ、必要に応じデータベー
スに戻す等の運用可能
制限なし

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

ODiag、Internet Explorer
AS/400 ログ、IIS W3C Web
Server ログ、IIS W3C FTP
Server ログ、MS SQL Server
ログ、DHCP Linux ログ、Oracle
監査ログ、Print
プラットフォームの HD 上

制限なし

最大約 1/10 に圧縮

約 1/5 から 1/10 程度に圧縮

ログ暗号化

・アーカイブしたログの暗号化
・アーカイブ Zip ファイルへの電
子署名生成機能

圧縮

ログ保管
機能

・暗号化
・ハッシュによる改ざん検出
暗号化等ログ改
ざん防止

ログ原本性の確
保（タイムスタン
プ等）

ログへのアクセ
ス制限

・ログを改変せず、原本のまま
保管
・ログは独自バイナリ形式保管
により改ざん不可
・ID/パスワードによるアクセス
制限
・グループ・ユーザ単位に、利用
できる機能や、アクセスできるロ
グについて権限設定が可能

ログへのアクセス制限で実現
―

ログの種類やレコード単位で、
閲覧権限の設定が可能

ID/パスワードによるアクセス制
限
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11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
読み込み可能

内蔵ストレージ、外部ストレージ
連携

インデックスサーバ上

・外部ストレージ利用で無制限
・外部ストレージ連携可能
・生ログを圧縮（約 1/10）して保
存
※圧縮率はログの内容によって
可変

制限なし

・オリジナル OS でありシェルの
利用を制限
コンソール接続でも最小限のイ
ンタフェースしか使用できない
インタフェースはブラウザの
み、それ以外アクセスできない
・直接アクセスできないことで保
護
・ログ分析操作に関しては何を
したかの履歴が記録されてお
り、監査可能
・ロールベースで権限を付与
検索条件をロールに組み込
める
・ログ管理構造とロールは独立
しているので、過去のログの閲
覧時にも最新のロールの権限で
の制限がかかる

暗号化、ハッシュ化が可能
全てのデータ暗号は HDD 暗号
を推奨
クレジットカード情報等の一部の
情報の暗号は Apps にて提供

約 1/10 に圧縮

Apps 等により追加可能

ID/パスワードによるアクセス制
限
ロールの割当(時間、検索対象
等)が可能

No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

検索速度

検索機能

圧縮済みファイ
ルに対する直接
検索可否

検索方法

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・ログ保管データベースが月単
位で分割されている為、検索指
定期間のみのデータベースを対
象に検索。ログ総量の増加に対
して性能劣化無し
・検索結果総数に関わらず、
2,000 件得られた段階でレスポ
ンスを返し、体感性能は高い
・コンソールサーバの冗長化に
より、性能向上も可能
可能（ログデータベース自体が
圧縮した状態で保持している）

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
独自データベースにより高速化
一般的商用 RDB と比較し約 90
倍の検索速度
（12 億レコードのログをキーワー
ド検索し、約 1 分で検索結果を
表示）

・指定可能検索条件（AND/OR
条件による検索）
フリーキーワード、ログソース、
アプリケーション、タグ、ファシリ
ティ、プライオリティ、PID
・異なるシステム・フォーマットの
ログを統合した横断検索
・ログのトラッキング
・検索結果表示のカスタマイズ
・検索条件設定・保存
・指定ログのハイライト
システムの異常や不正処理を
示すログをリアルタイムに検知

リアルタイム分
析

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

数十万件の検索に数分程度

約 30 億レコード/分
上記数値は検索結果がすべ
てそろうまでの時間
実際の運用では検索条件にマ
ッチしたものから表示するため、
検索結果の表示はより早い

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
50,000 件/秒(密データ)
5,000 件/秒(疎データ)
（目安）

専用検索システムから検索、閲
覧可能

アーカイブファイルをインポート
することでログ検索が可能

参照には一度データベースへの
リストアが必要

データは圧縮、インデックス情報
は非圧縮

・絞込み検索、横断検索
・クロスリファレンス、クイックサ
ーチ、検索条件保存、休日検索
などによる検索の効率化

[期間]、[重要度]、[ユーザ]、[ソ
ース]、[タイプ]、[メッセージ]、[ロ
グタイプ]など、任意の条件でロ
グを検索

・キーワード検索
ワイルドカード、論理演算子、
比較演算子、サーチコマンドに
よる高度な検索
・検索構文による絞り込み
・Soliton 製品のログ分析におい
ては数十種類の分析結果を表
示可能な App をビルトイン提供
・データ表現を目的に合わせ可
視化
・スケジュール検索可能
・ログ格納時にリアルタイムにイ
ンデックス付与
・ログ保存した時点から分析可
能
・エンジンが Splunk であるためリ
アルタイム検索可能
可能
他のログ管理製品のログを収集
し突合可能

・検索ボックスにキーワードや専
用コマンド(SPL: Search
Processing Language)を入力し
て情報抽出
・キューID などをキーとし、多段
構成のメールサーバのログを横
串検索、メール配信ステータス
を即時把握可能

ダッシュボードにグラフ表示
―

解析機能

相関分析

・ログと作業申請データ、管理台
帳などとの突合結果を自動的に
レポート
・突合テンプレートを提供

2 つのデータを突合せ分析

無し
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可能

・複数のデバイスからログを収
集し、異なるキー情報を紐付
け、システムの横断的な相関分
析調査

No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

解析支援

監視

レポート

アラート

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・Windows イベントログをユーザ
の操作と関連付け整理
・全ログの横断追跡、ログ全体
の兆候分析
・連携製品については 1 製品あ
たり、20 種類程度のテンプレー
トを提供 (トータル 300 種以上)
・GUI 画面を利用し、ユーザによ
るテンプレートの作成可能

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・特定ユーザの動線のタイムラ
イン分析
・アラートの集計分析
予期せぬコマンドの実行、
権限の無い者による閲覧、
未許可のファイルコピー等検出
・ダッシュボードによる傾向分析
と詳細分析
グラフ画面からドリルダウンに
よる詳細の確認

(株)ソリトンシステムズ

ログ検索条件を保存することが
可能

・分析調査用のテンプレートを用
意
・アンチウイルス製品 Zerona と
PC 操作ログ管理製品 InfoTrace
PLUS の連携により、標的型攻
撃などに対し詳細な分析が可能
・カスタマイズした高度なレポー
ト画面の作成可能
・ログのエクスポート可能（生ロ
グ、CSV、JSON 等）

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
約 800 種類の Apps を利用可能

・ログの発生頻度による検知
・検知ポリシー毎に、適用する時
間や曜日を指定可能
・シナリオに基づいた検知が可
能
(例: システム A で WARNING 発
生後、システム B で ERROR 発
生時にアラート)

・重要データへのアクセス違反、
システムエラー等をアラート発信
・部門毎、管理者のみ等、送信
先を選択可

設定した条件に一致するイベン
トが発生したときにアラートを生
成

スケジュール分析可能
分析結果はメール通知も可能
アラートとして使うことも可能

・柔軟な条件、スケジュール・し
きい値設定
・リアルタイムアラート
・アラートコンソールによる一覧
表示
・メール通知、スクリプト実行等

・メール送信、SNMP Trap、外部
コマンド実行
・複数の同一アラートを 1 つにま
とめて送信可能
・複数のアラートの同時送信が
可能

・事前に設定した条件に合致す
るレポートが発生した場合、アラ
ート検知
・メール通知可能

・しきい値を条件としたアラート
設定
・メール通知

条件を設定し、メール通知

メール通知
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No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
リソース使用状況の把握、
申請データと作業ログの突合、
部署・社員マスタとアクセスログ
の連携、
クライアント PC 利用時間の分
析等の表・グラフ表示

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・レポートをダッシュボード表示
・レポート毎のアラート発生数、
推移、傾向の表示

(株)ソリトンシステムズ

・グラフ表示
・コンプライアンスレポート出力
米国 SOX 法 (Sarbanes-Oxley
Act)、HIPAA 法 (Health
Insurance Portability and
Accountability Act : 医療保険
の相互運用性と説明責任に関
する法律）、PCI DSS (Payment
Card Industry Data Security
Standard : PCI データセキュリテ
ィスタンダード)、GLBA
(Gramm-Leach-Bliley Act : 米
国金融制度改革法)、FISMA
(Federal Information Security
Management Act : 連邦情報セ
キュリティマネジメント法)
自由に作成可能

・フォームサーチ
特定の条件でキーワードを入
力してリストやグラフを表示
・イベント、コンピュータ、ユーザ
単位で、再集計
・グラフィカルに整形してレポー
ト作成
・ドリルダウン機能により、クリッ
クした値を次のダッシュボ－ドへ
引き継ぎ分析を連携させること
が可能

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
・検索結果を元にグラフ・レポー
ト作成
・レポートを元にダッシュボード
作成
・スケジュールによる自動レポー
ト生成
・メール等による定期配信（PDF
他）
・リアルタイムレポート

・監査用（内部統制、PCI DSS、
標的型攻撃、突合レポート）
・GUI でユーザがテンプレートを
作成可能
・連携製品毎のレポート提供
PDF、HTML、CSV、XML 等
カスタマイズも可能。

・標準テンプレート付属
・自由にテンプレートのカスタマ
イズ可能

有り

サンプルを用意
自由にカスタマイズ可能

PDF、CSV

PDF、CSV

CSV、raw（生ログ）、JSON 等

PDF、HTML、API 連携

・ライセンス体系
ワークグループ版
スタンダード版/
エンハンスト版
エンタープライズ版
アドバンスト版
・初年度から保守費発生

・サーバライセンス

年間ライセンス、保守サポート
サービスが含まれる

・ハードウェア費用
2 機種（BD-DX5、BD-ST81）
・ソフトウェアライセンス費用
1 日あたりのログ量により変動
・保守費
ハードウェア保守初年度分は
本体価格に含む
ソフトウェア保守は初年度別

一日のログの量（最大）に応じて
のライセンス
永続的ライセンスまたは年間ラ
イセンスを利用可能

ダッシュボード

テンプレート

出力フォーマット

契約形態

ライセンス・保守
等
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No.
製品種別
製品名
製品名等

開発元／販売元

コンサルティング
導入支援
設定

8
統合ログ管理製品
Logstorage

9
統合ログ管理製品
LogRevi

インフォサイエンス(株)／(株)日
立システムズ、(株)NEC ソリュー
ションイノベーター 他
・導入支援、テンプレートの設計
支援など
・リセーラによる支援も有り

(株)インテック／日本電気(株)、
ソフトバンク コマース&サービス
(株) 他
・既存テンプレートのカスタマイ
ズ等の導入支援サービス有り
・コンサルティングサービス提供
（ケース毎に相談）

インストール支援可能

インストール支援可能

ワークグループ版（基本パッケ
ージ） 65 万円
コンソールサーバ 1 台、
LogGate 1 グループ

・基本ライセンス： 170 万円
・オプション
定義エディタライセンス： 98 万
円
同時処理ライセンス： 100 万
円
突合せレポートライセンス： 50
万円
その他

年額： ライセンス費用の 20%

・初年度から保守費発生（任意）
・基本ライセンス保守費： 25 万
5,000 円

製品価格、ライ
センス価格

10
統合ログ管理製品
ManageEngine EventLog
Analyzer
Zoho（ゾーホージャパン(株)）

11
統合ログ管理製品
NetAttest BigData

12
統合ログ管理製品
Splunk

(株)ソリトンシステムズ

アライアンス先（テクニカルパー
トナー）を通じて提供

・ログ分析、レポートの評価、検
知したファイルを預かり分析、月
次レポート等

Splunk（Splunk Services Japan）
／SCSK(株)、NTT データ先端技
術(株) 他
パートナー経由で実施

アライアンス先(テクニカルパー
トナー)を通じて提供
ManageEngine EventLog
Analyzer Professional Edition 10
Host pack 年間ライセンス 8 万
3,000 円～
ホスト数により増減

インストール支援可能

パートナー経由で実施

・ハードウェア
BD-DX5： 348 万円
BD-ST81： 120 万円
・ソフトライセンス
1 日あたりのログ容量によっ
て変動
1GB/日の場合 144 万円

ManageEngine EventLog
Analyzer Professional Edition 10
Host pack 年間保守サポート 3
万 4,000 円～

・ハードウェア保守は翌年から
発生
・ソフトウェア保守は初年度から
28 万 8,000 円（ログ容量 1GB/
日の場合）

・Splunk Enterprise
1GB/日 1GB あたり 9,000 ドル
(永続的ライセンス)/3,600 ドル
(年間ライセンス)
10GB/日 1GB あたり 5,000 ド
ル(永続的ライセンス)/2,000 ドル
(年間ライセンス)
・Splunk Cloud
5GB/日 16,200 ドル(永続的ラ
イセンス)/3,240 ドル(年間ライセ
ンス)
10GB/日 27,600 ドル(永続的
ライセンス)/2,760 ドル(年間ライ
センス)
年間保守料金 20%

導入コス
ト

保守費用
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表 6-2-D：

製品名等

ログ管理製品一覧（４）
No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

構成

13
統合ログ管理製品(SIEM)
McAfee SIEM
McAfee／(株)ディアイティ、ソフトバンク・テク
ノロジー(株) 他
・アプライアンス
Enterprise Security Manager
（リアルタイムな状況把握とレポーティング）
Enterprise Log Manager（収集ログの保管）
Event Receiver（ログ、イベントの収集）
Advanced Correlation Engine
（相関分析エンジン）
Application Data Monitor
（アプリケーションコンテンツの可視化）
・サブスクリプションライセンス
（脅威情報の収集）

14
統合ログ管理製品(SIEM)
RSA Security Analytics
EMC（EMC ジャパン(株)）／テクマトリックス
(株) 他
・ハードウェアアプライアンス及びソフトウェ
アアプライアンス
・パケット/ログ収集部
-RSA Security Analytics Decoder
-RSA Security Analytics Concentrator
・パケット/ログ解析部
-RSA Security Analytics Server

導入形態

動作環境・条件

―
仮想アプライアンス（VMware、KVM、AWS 対
応）は別途お問い合わせ

15
統合ログ管理製品(SIEM)
Security QRadar
IBM（日本アイ･ビー･エム(株)）／(株)エクサ、
日本情報通信(株) 他
・三つの形態で提供
ハードウェアアプライアンス
（拡張性によりバリエーション有り）
ソフトウェア（IA サーバ等）
（AWS 対応版も有り）
VM 版: VM イメージで提供
・管理コンソール、イベントプロセッサ、フロー
プロセッサの三つの機能を提供
-オールインワン型
すべての機能を 1 筐体や 1 ソフトで提供
処理能力に制限。分散構成に移行可能
（アップデートに際し
最初のアプライアンスを有効利用）
-分散型
各機能を別筐体で提供
・実装機能
基本機能： SIEM、ログマネージャ
オプション機能：
ネットワークフロー収集、リスク管理、
脆弱性管理、フォレンジック

アプライアンス提供
VMware

―
VM 版で対応

仮想環境への対応
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製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

13
統合ログ管理製品(SIEM)
McAfee SIEM
McAfee／(株)ディアイティ、ソフトバンク・テク
ノロジー(株) 他
無し

14
統合ログ管理製品(SIEM)
RSA Security Analytics
EMC（EMC ジャパン(株)）／テクマトリックス
(株) 他
無し

・収集対象ログ
-アプリケーションログ
プロキシ、DNS、Web サーバ、
ミドルウェア等のログ
-セキュリティログ
ファイアウォール、IDS/IPS、
Web/メールセキュリティ、
エンドポインセキュリティ等のログ
-インフラ系ログ
クライアント、サーバ、
ネットワーク機器等のログ

・対象装置
約 400 デバイスに対応
未対応の場合はカスタムパーサにて取り
込むことが可能
・対象パケット
HTTP、FTP、TFTP、TELNET、SMTP、
POP3、NNTP、DNS、SOCKS、HTTPS、
SSL、SSH、Vcard、PGP、SMIME、DHCP、
NETBIOS、SMB/CIFS、SNMP、NFS、RIP、
MSRPC、Lotus Notes、TDS (MSSQL)、
TNS、IRC、Lotus Sametime、MSN IM、RTP、
Gnutella、Yahoo Messenger 、A IM、SIP 、H.
323 、Net2 Phone 、Yahoo Chat、SCCP、
Bittorrent、GTALK、Hotmail、Yahoo Mail、
Gmail、TOR、Social Networking、Fast Flux、
VLAN タギング、その他
・対応プロトコル
Syslog、SNMP、テキストファイル（カンマ/タ
ブ/スペース区切り）、 ODBC （リモート DB
接続）、XML ファイル（HTTP 取得）、
Windows イベントログ API、CheckPoint
OPSEC interface、Cisco IDS RDEP、その他
・ハードディスクに保存
・アーカイブオプションで外部ストレージに保
管可能

エージェントの有無

ログ収集機
能
収集対象

・代表的な機器のログフォーマットに対応
（300 以上の製品に対応）
・異フォーマットログを自動的に正規化
・一部の製品固有フォーマットは解釈不能
（Log Parser によるカスタマイズで受信可能）

ローカルデータベース上
保管先

ログ保管機
能

保管容量

圧縮

・製品モデルにより異なる
・ディスクサイズ超えるものは外付けディスク
を追加してデータベースエリアを拡張
・Enterprise Security Manager：正規化データ
ベースは非圧縮
・Enterprise Log Manager：オリジナルログは
圧縮済み

・外部ストレージに保存することで保存容量
に制限なし
・Decoder の数に制限はなし。実績値として
国内で約 10 台、海外では 50 台を集約
・通常のデータベース上は圧縮しない
・アーカイブオプションは圧縮する
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15
統合ログ管理製品(SIEM)
Security QRadar
IBM（日本アイ･ビー･エム(株)）／(株)エクサ、
日本情報通信(株) 他
・無し
・Windows 系サーバではポーリングまたはエ
ージェント導入（無償）
・ログ収集モジュール不要で Syslog、
ODBC、JDBC、SNMP 等で QRadar にログを
送信
・ログの正規化：
デバイスサポートモジュール（DSM）利用
主要な製品のログフォーマットを自動認識
・自動認識対応しない国内製品等は
Universal DSM（デバイスサポートモジュー
ル）で取り込みの設定が可能
・IPS、アンチウイルスのシグネチャの更新に
追従するために高い頻度でアップデート

・QRadar 内に保存
・ストレージから定期的にバックアップ可能
バックアップ先は NAS 等(NTFS)、特に制限
はない
モデルにより選択可能 Raid5 6.2TB/40TB

バックアップ時に圧縮
一定期間を超えたものは圧縮する設定も可
能（検索速度に配慮）

製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

13
統合ログ管理製品(SIEM)
McAfee SIEM
McAfee／(株)ディアイティ、ソフトバンク・テク
ノロジー(株) 他
・SIEM ログイン ID/パスワードアクセス制限
・ログデータ暗号化

14
統合ログ管理製品(SIEM)
RSA Security Analytics
EMC（EMC ジャパン(株)）／テクマトリックス
(株) 他
・ID/パスワードによるアクセス制限
・ハッシュによる改ざん検出

15
統合ログ管理製品(SIEM)
Security QRadar
IBM（日本アイ･ビー･エム(株)）／(株)エクサ、
日本情報通信(株) 他
・ID/パスワードによるアクセス制限
・暗号化有り

・ログを取り込んだ時点でのタイムスタンプ
が付加される

ログへのアクセス制限で実現

ログ原本性の確保（タ
イムスタンプ等）

・オリジナルログをバイナリ形式で保存
（SIEM でしか利用できない形式）
・バイナリ形式-データベース形式リンク
・オリジナルログを他サーバに保存し確保
・同じイベントの連続を集約化するが、オリジ
ナルデータは全て保全し証跡とする

ロ グへ の ア クセス制
限

ログインユーザ毎に、操作範囲（サーバの限
定、レポートの閲覧、設定変更）を制限

・役割毎にアクセス権を決め表示制限可能
（メタバリューを見せない等）

・ロール毎に設定可能（閲覧のみ等）
・管理者のログが残る

・具体的な数値は公表していない
・複数のデバイスから提供されるイベントや
ログを正規化し迅速な確認を可能とする
・検索速度、解析速度は顧客評価高い
・ハードウェアに SSD を使用し高速化
・メモリを大容量とし高速化

メタデータを利用、かつ生データも非圧縮で
保存することで高速化

・マルチスレッド(12/20 スレッド)による高速
化
Max EPS: 5,000/15,000
Max FPM: 200,000/300,000
・ログの量から EPS 試算シートを用いて提案
※EPS: Event per Second,
FPM: Flow per Minutes

可能

アーカイブオプションを利用した場合可能

可能

・ドリルダウンによる選択
・正規化分類毎の直接検索や、タグ/資産/
ウォッチリスト（定義済みの脅威カテゴリー）
毎の検索
・正規表現による検索
独自の高速処理データベースによるリアルタ
イム解析
受信したログは 5 分に 1 回や 1 分に 1 回デ
ータベース化する設定で取り込む
（安定稼働も目的にある）

インデックスもしくは生データへの検索

検索はコマンド、コントロール画面等各種可
能

・ログ取得の都度タグ付けしリアルタイム監
視の速度向上
・ログ、パケット、netflow、エンドポイントデー
タを相互に関連づけることにより、攻撃を発
生と同時に検出

・世界中で収集した脅威情報（GTI）と、組織
内で収集した情報を比較、脅威を早期発見
・200 以上の相関ルールを提供
（カスタマイズ可能）
・IOC（Indicator Of Compromise）ファイルを
取り込み、攻撃内容から自動的に相関分析
ルールを作成

・ログ、パケット、netflow、エンドポイントデー
タの相関分析

・管理対象からのアラートは即時検知
ログを取りに行く頻度に依存
簡易バッチで処理するケースもあり
・IPS、ファイアウォール、プロキシ、サンドボ
ックス等はポーリングによらずリアルタイム
に検知するケースが多い
オフェンス情報による判定（ドリルダウン利
用可能）

暗号化等ログ改ざん
防止

検索速度

検索機能

圧 縮 済み フ ァイ ルに
対する直接検索可否

検索方法

リアルタイム分析

解析機能

相関分析

・実行ファイルが含まれている PDF を検出
し、ブラックリストに登録されている国に向け
て暗号化トラフィックが送信されているかどう
かといった事象等を分析可能
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製品名等

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

解析支援

13
統合ログ管理製品(SIEM)
McAfee SIEM
McAfee／(株)ディアイティ、ソフトバンク・テク
ノロジー(株) 他
・ドリルダウンによる詳細の掘り下げ
・傾向の可視化
・複数イベントの組み合わせで相関ルールを
設定可能
・イベント、ログの正規化
・ルールベースの相関分析、リスクベースの
相関分析

14
統合ログ管理製品(SIEM)
RSA Security Analytics
EMC（EMC ジャパン(株)）／テクマトリックス
(株) 他
・デコーダで生データを取得するタイミングで
属性タグを付け保存
（メタが 300 種類程度ある）
・ビッグデータやデータサイエンス手法を活
用、セキュリティ侵害の高リスク指標を特定
・調査の優先順位づけを行い、複数のアナリ
ストワークフローを 1 ツールにて表示
・分析用インタフェース
-メタ情報を俯瞰して観察
-ドリルダウン方式で掘り下げ観察
・解析テンプレート約 400

15
統合ログ管理製品(SIEM)
Security QRadar
IBM（日本アイ･ビー･エム(株)）／(株)エクサ、
日本情報通信(株) 他
・セキュリティ機器（ファイアウォール、IPS、
プロキシ等）のイベントやネットワークフロー
等を 13 の標準ルール（異常系、マルウェア、
ポリシー等）に分類、正規化
・10 段階のマグニチュードによるスコアリング
信頼性、関連性、重要度（ログソースの数、
相関性、イベントの危険度等から判断）
・350 のテンプレートを用意、自動解析
テンプレートはチューニング可能
・オフェンスに出力できる
・3,500 ユーザ中 70%は標準テンプレート活用

・比較突合せ
・正常外抽出
・閾値超過

・SANS Top20 等に照らしたインシデント検
知、リアルタイムアラート発信
・特定ファイルへのアクセス、特権利用等の
監視により、ポリシー違反の検知
・サンドボックスによるマルウェア検出
・アラートビルダーの作成可能
・インシデントキューまたはダッシュボードへ
の出力が可能

オフェンス画面に表示

・指定した相関イベントや、脅威の高いイベ
ントのビジュアル/メール
/SMS/SNMP/Syslog/音による通知

・レポート、インテリジェンス、ルールを通じ
て、インシデントを検出
・ダッシュボード、Syslog、SMTP（メール）で
通知

メール、トラップ通知、他のコンソールとの連
携
チケット管理システムとの連携も進めている
ユーザがある

・グラフ表示
・ビュー、サマリー情報表示

・ログ、イベント、セッション、通信、サービ
ス、アプリケーション、ユーザアクティビティを
分析用に記録して再構築し公開
・ゼロデイマルウェア、ボットネット、ポリシー
回避戦術、意図的なデータ入手、異常な通
信、コンプライアンス ギャップ、その他のトレ
ンドに関するセキュリティレポートを生成

・Web ブラウザに表示
・ポータル画面で機能毎にタブ
・あらかじめ用意されたテンプレートで整理し
て表示
チューニング可能
・ロールによって見る情報を制限可能

・PCI DSS、SOX 等は基本で提供
・オリジナルテンプレート作成可能

・ガイドライン等（PCI DSS、SOX、…）に沿っ
たテンプレート数百種類を用意

・検索パターン、レポートフォーム 1,000 種類
以上。チューニング可能

ビュー結果を CSV や PDF で出力可能

PDF、HTML、CSV

・PDF、HTML
・API 連携で他デバイスとの連携可能

監視

アラート

レポート

ダッシュボード

テンプレート
出力フォーマット
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製品名等

契約形態

No.
製品種別
製品名
開発元／販売元

ライセンス・保守等

13
統合ログ管理製品(SIEM)
McAfee SIEM
McAfee／(株)ディアイティ、ソフトバンク・テク
ノロジー(株) 他
・アプライアンス
（処理能力によりモデル選定）
・ソフトウェアライセンス（〃）
・ソフトウェア保守
・先出しセンドバック保守

14
統合ログ管理製品(SIEM)
RSA Security Analytics
EMC（EMC ジャパン(株)）／テクマトリックス
(株) 他
・ソフトウェア版は従量課金
・買取り版は保守契約有り
・ハードウェアアプライアンスは別途費用

15
統合ログ管理製品(SIEM)
Security QRadar
IBM（日本アイ･ビー･エム(株)）／(株)エクサ、
日本情報通信(株) 他
・初年度ライセンス＋保守
・次年度以降保守
・期間ライセンスを 1 年ごとに更新

事前の現状分析、構築支援、運用支援、ロ
グ分析支援等はパートナーが提供

・インプリメント、教育、問い合わせサービス
を提供
・セキュリティオペレーションチーム（SOC）に
向けたコンサルティング
・導入コンサルティングの提供
・フォレンジック対応

・キックオフ、設計・デザイン、導入設置、移
行、運用監視の支援
・導入設置時にチューニング支援
（シナリオべースで運用設計-ファイアウォー
ルを監視する運用等）
・監視サービス提供
（世界 10 拠点の監視センターで監視）

パートナーによるインストール支援

インストール支援可能

インストール支援可能

アプライアンス価格
・Combo Appliance 719 万 1,900 円～
・Enterprise Security Manager 1,078 万 8,300
円～
・Enterprise Log Manager 584 万 3,170 円～
・Event Receiver 314 万 5,720 円～
・Advanced Correlation Engine 486 万 9,150
円～
・Application Data Monitor 269 万 6,400 円～
製品定価の 20%

従量課金ライセンス、
アプライアンスライセンスあり
購入形式としては、買取り版と年間更新版あ
り
従量課金ライセンスの場合は 1 日 50GB で月
額約 37 万円から

・1,600 万円～（拡張性を有すタイプ）
・支援サービスはケースに応じ見積
・監視は監視対象規模により変動

コンサルティング
導入支援

設定

導入コスト

製品価格、ライセンス
価格

保守費用

買取り版の場合
製品定価の年額 12%～20%程度
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表 6-3：

ログ管理サービス一覧
No.
製品種別
サービス名
開発元／販売元

サービスの
プロフィール
サービス概要

不正アクセス痕跡の定常
監視

サービス内容

窃取された情報の特定
インシデント原因究明

その他

契約形態等

契約形態
導入コスト

1
ログ管理サービス
JSOC（セキュリティ監視・診断サービス）
(株)ラック／(株)ラック

2
ログ管理サービス
セキュリティ・プラス マネージドセキュリティサービス
(株)アズジェント／クラスメソッド(株)、ビットアイル・エクイニクス(株)

・セキュリティ監視
顧客環境にセキュリティ装置を設置し、ラックのセキュリティオペレーションセ
ンター（JSOC）からインターネット経由でリアルタイムセキュリティ監視を提供
対応するセキュリティ装置： UTM（ファイアウォール＋IPS）、NGFW、IPS、ファ
イアウォール、サンドボックス（WebMPS、EmailMPS）等各種
・セキュリティ装置の運用管理
セキュリティ装置の稼動監視、セキュリティコンテンツ更新運用等を提供
・JSOC 月次レポート
顧客毎のセキュリティインシデント発生状況や世の中のセキュリティ状況を集
計した結果をレポーティング（個別に報告会も実施可能）
・情報提供
最新のセキュリティ情報を提供
・インシデント対応
インシデント発生時の駆けつけ対応（サイバー119 サービス）
・JSOC 以外のサービス
SIEM の導入、SOC 運用支援（SOC 構築支援サービス）
・24 時間 365 日のリアルタイムセキュリティ監視
・顧客環境に流れる通信からサイバー攻撃を発見
・ログ分析者（アナリスト）とセキュリティ装置エンジニアによる監視ポリシーの
設計と運用管理
・JSOC 独自のシグネチャ（JSIG）によるサイバー攻撃の脅威に対応
・ログ分析によりインシデントの重要度を判定し、緊急度が高いインシデントが
発生した場合は電話連絡し、インシデント対応支援へ移行
・インシデント対応の中で流出情報を特定
・インシデント対応の中で原因を特定
・セキュリティ装置の設置場所の設計次第で、内部セグメント（内部-内部間通
信）の監視も可能
・ネットワークフォレンジック/コンピュータフォレンジックサービス（サイバー119
サービス）
端末やサーバの監査ログ、ドメインコントローラのログ、プロキシ、ファイアウ
ォール、IDS/IPS 等の記録から感染経路追跡、漏えいデータの予測、被害範
囲を分析
年間契約
数十万円/月～

・ユーザ側ネットワークに設置したネットワーク装置をインターネット経由で監
視センターからリアルタイム監視
・監視対象： UTM（ファイアウォール＋IPS）、IPS、サンドボックス等各種
ユーザの既存装置の監視の他、アズジェントから装置提供も可能
・セキュリティファンクション監視
セキュリティログ監視、IPS ログ監視、シグネチャ更新監視
・セキュリティオペレーション
セキュリティ診断、シグネチャチューニング
・ログレポート
ログ収集・保留、セキュリティレポート
・情報提供
最新セキュリティ情報提供
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・ユーザ先の監視対象装置を 24 時間 365 日リアルタイム監視
・アズジェントの専門アナリストによるイベントの分析を行い、攻撃の可能性が
ある場合はユーザへ通知、協議し必要なら遮断モードヘ移行
・24 時間の緊急時連絡とインシデント対策支援

・インシデント対応の中で流出情報を特定
・インシデント対応の中で原因を特定
・インターネットと内部 LAN の境界部分の監視に加え、内部セグメント（内部内部間通信）の監視も可能

年間契約
オープン価格

※本報告書において、製品やサービスの機能、仕様、価格目安等をまとめた情報は簡素に記
載していること、またそれらに伴う注意点等は随時変更される可能性があることに注意された
い。また、本報告書の読者が、これらの情報の利用によって損害を被った場合も、情報処理推
進機構が如何なる責任を負うものでもない。
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