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はじめに

syslog-ng Store Box(SSB) は、様々なデバイスおよびアプリケーションから、ログメッセージを収集、分類、フィルター、正規化、
そして安全に保存できる、高信頼かつ高性能なログ管理アプライアンスです。SSB は強力な Web ベースの検索インターフェ
イスやカスタマイズ可能なレポート、統計エンジンを特徴としており、より簡単にログの閲覧や監査が可能です。
SSB は、機密データへの不正アクセスを防ぐために、ユーザの役割設定や、強力な暗号方式を提供しています。SSB は、き
めの細かいアクセス・コントロールを特色とし、メッセージ記録、自動的なデータバックアップやアーカイブを行います。
SOX、BaselⅡ、HIPAA、COBIT、PCI-DSS のような規制の要件を満たすよう、組織をサポートします。

SSBは、ニーズに適するような様々な構成で、利用可能です。



集中的なログ収集とアーカイブ

安全なログ転送と保存

フォレンジック調査とトラブルシューティグ

コンプライアンスポリシー

適用分野

SSB は、ログメッセージを集中的に収集・管理するためのシンプルで信頼できる、便利な方法を提供します。SSB は、HAを
サポートする大容量のターンキーログザーバーです。幅広い種類のプラットフォームからログを収集することができるので、
あらゆる IT 環境に簡単に統合できます。

ログメッセージは、機密情報を含むことが多く、監査証跡の基本となります。メッセージの転送中に傍受されないようにする
こと、ログサーバーがメッセージ受信後は不正アクセスを防ぐことが、セキュリティ保護のためには不可欠です。すべてのデー
タは暗号化されて、デジタル署名とタイムスタンプ付のファイルとして保存され、改ざんや操作は一切できません。これにより、
最も厳格なセキュリティ基準やコンプライアンスポリシーの要件を満たすことができます。

SSB は、強力なプラットフォームを提供します。毎秒数万メッセージにインデックスを作成することができるので、テラバイト
単位のログを素早くテキストベースで検索できます。Web ベースのユーザーインターフェースを使って、様々なメッセージの
パラメーターやテキストでログを検索できます。ユーザーはワイルドカードと論理演算子を使って複雑な検索を実行したり、
結果をドリルダウンできます。ユーザーは特別なチャートを作成することで、手軽に概要を確認したり、ピンポイントで素早く
問題を把握したりすることができます。

多くの企業は、SOX(Sarbanes-Oxley Act)、Basel II、HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)、PCI-DSS
(Payment Card Industry-Data Security Standard) などの規制を遵守する必要があります。これらの規制は、ログメッセージ
を集中的に収集すること、セキュリティのインシデントを予防し発見するためにログの解析を利用すること、ログメッセージを
長期間（最大数年間）にわたり利用できるよう保証することなど、ログ管理に関する明示的または暗示的な要件がしばしば
定められています。SSB は企業がこれらの規制を遵守するためのお手伝いを行います。



 

 

 

 

 ■ 通信事業会社

 ■ インターネットサービスプロバイダー

 ■ コンプライアンスポリシーを遵守する必要のある金融機関および企業

 ■ サーバ、Web、アプリケーションホスティングを提供する企業

 ■ 教育機関

 ■ 政府機関

 ■ TLSを使った安全なログ収集

 ■ 信頼できる、署名とタイムスタンプ付の暗号化された保存

 ■ 50以上のサーバプラットフォームのログ収集に対応

 ■ リアルタイムのメッセージ分類

 ■ インデックス化ログメッセージによる高速検索

 ■ 既存のインフラとの簡単な統合 

 ■ HAサポート

 ■ Webブラウザから簡単に管理可能

 ■ データの自動アーカイブとバックアップ

 ■ ログアクセスと検索のためのRESTベースのAPI

代表的なエンドユーザー

syslog-ngアプリケーションは、ログを集中的に収集して管理する企業や機関によって世界中で使用されています。下記のよう
な企業や機関は、syslog-ngを使用すると特に有効です：

製品の機能と有効性



安全で信頼できる転送

相互に認証されたTLS 

暗号化されたログ転送

syslog-ng PEを使用する
クライアント上のログ収集

ログ収集
ログ監視：　

コンテンツベースの
フィルタリングと

リアルタイム・アラート

syslog-ng Store Box

ログ保存：　
署名とタイムスタンプ付きの
暗号化されたログファイル

レポート：　
ログトラフィックの
レポートと統計データ

ログアーカイブ：
古くなったログメッセージを
外部ストレージに移動

ログ解析：
メッセージを外部の
ログ解析エンジンへ転送

データベースへの直接アクセス

信頼できる、タイムスタンプ付のログ保存

syslog-ng Store Box は、旧来の BSD syslog プロトコルと最新の標
準 syslog プロトコル、どちらを使って送信されたログメッセージで
も受信できます。UDP、TCP、TLSプロトコルを使った SSB へのメッ
セージの転送をサポートします。TLS で暗号化されたチャネルを相
互に認証するので、転送された情報の整合性と機密性は保持され
ます。syslog-ng のログメッセージ転送を使用すると、ネットワー
クやハードウェアにエラーが発生したとしても、メッセージが欠落
することはありません。

ログファイルのセクションにはタイムスタンプを付けることができ、
外部のタイムスタンプオーソリティからタイムスタンプを取り寄せる
こともできます。ログファイルの中身にインデックスを付けることが
でき、テラバイト単位のデータをオンラインで閲覧したり、サード
パーティまたはログ解析ツールに安全なインターフェイスを提供す
る REST ベースの API 経由でデータにアクセスしたりすることがで
きます。ハードウェアが故障した場合でもデータが失われることが
ないように、すべてのデータはミラーリングされた RAID デバイス
に保存されます。２台の SSB ユニットによる HA は、ログの継続
的な収集を確実にすることができる簡単で便利な方法です。

syslog-ng Store Box は、ログメッセージを暗号化、圧縮し、デジタル署名の付いたバイナリファイルとして安全に保存します。
このため、正しい暗号化キーを持っている承認されたユーザだけが機密データを利用できます。

SSB は、SQL データベースソースをネイティブサポートするので、ユーザーは MySQL、Microsoft SQL (MSSQL)、Oracle、
PostgreSQL データベースから直接ログメッセージを取得することができます。SSB はメッセージのローカル保存に加えて、
SQLデータベースに直接ログメッセージを転送できます。



SSBの管理機能 

 ■ 責任者としてSSBを管理

 ■ ログの収集、転送、ストレージを管理

 ■ さまざまな警告を設定

 ■ 収集されたログレポートを参照

きめ細かいアクセス制御

ログアクセスと検索のためのRESTベースAPI

SSBをカスタムアプリケーションに
統合できます。

柔軟で動的な検索クエリを
実行します。

ログメッセージを外部のカスタム
アプリケーションと関連付けます。

検索クエリで複数のログの
保存場所を検索して
結果をマージします。

SSBのAPIでは、SSBに保存されたログメッセージにリモートアプリケーションからアクセスしてクエリを行なうことができます。
ユーザは、RESTful プロトコルを使って HTTPS で API にアクセスできます。つまり、SSB を既存の環境に統合するために
HTTPS の RESTful クライアントにアクセスできるあらゆるプログラミング言語（Java や Python のような良く使われる言語を
含みます）を使用できるということです。
APIで以下のことが可能です：

SSB は簡潔で直感的な Web インターフェイスから構成されて
います。以下の権限を使用することで各 SSB 管理者の役割を
明確に定義することができます。

Web インターフェイスはトラフィックの管理用ネットワークインタフェースを介してアクセスすることが可能です。この管理イン
ターフェイスはバックアップやアラートの送信、およびその他の管理用のトラフィックのためにも使用されます。すべての設定
変更は自動的に記録されるため、SSB に対する監査を容易に行えます。

SSB の Web インターフェイスは高度にカスタマイズ可能なアクセス•コントロールを提供します。syslog-ng の強力なメッセー
ジソート機能と一緒にこれを使用すると、どのユーザがどのログメッセージにアクセスできるのかを正確に指定することができ
ます。たとえば、特定のアプリケーションのサポートエンジニアは、そのアプリケーションのログにだけアクセスすることを許
可できます。データの時間フレームに基づいてアクセスを制限することも可能です。



 
■ 
■ 
■

LDAPとの統合
SSBはWebインターフェイスにアクセスするユーザーのグループメンバーシップを解決するために、リモートLDAPデータベース（た
とえばMicrosoft Active Directory サーバ）に接続できます。SSBを設定したり、別のログを閲覧したりする権限は、グループメンバー
シップに基づいて定義することができます。

リアルタイムのログ監視
SSB はログ解析エンジンではないにもかかわらず、個々のログメッセージを分類することができます。管理者は、SSB のインターフェ
イス上でのログパターンやメッセージに一致するラベル（例：セキュリティイベント、ユーザーログイン用など）の定義、またメッセー
ジから重要なデータ（例：ユーザー名とIPアドレス）を抽出することが可能です。SSB は抽出された情報の集計やカスタムレポー
トを作成することができます。SSB はメッセージレートアラートを送信することで、内部の syslog-ng が動作を停止していないか、
またはログを送信するクライアント / サイトが検出できなくなっていないか、クライアント / サイトが不必要に多くのログを送信して
いないかを検出することができます。

50以上のプラットフォームからログ収集
SSB は異なるオペレーティング•システムおよびハードウェア•プラット
フォームからログを収集するため syslog-ng Premium Edition 
application を使用しています。新 / 旧の Linux、各種 Unix、BSD、
HP-UX、IBM AIX、IBM System i ( スタンドアローンのエージェント経由 )、
Microsoft Windows ( スタンドアローンのエージェント経由 ) XP、
Server 2003、Vista、Server 2008、Windows 7、Sun Solaris、Tru64
などに対応しています。

データと設定の自動バックアップ
保存されたログメッセージとSSB の設定は以下のプロトコルによって定
期的にリモートサーバに転送されます。

Network File Systemプロトコル（NFS）
Rsync over SSH
サーバーメッセージブロックプロトコル（SMB / CIFS）

データバックアップを含む最新のバックアップは SSB の Web インター
フェイスを介して簡単にリストアできます。

データの自動アーカイブ
保存されたログメッセージは自動的にリモートサーバにアーカイブでき
ます。リモートサーバ上のデータは引き続きアクセスおよび検索可能な
状態になっており、数テラバイト監査証跡は SSB の Web インターフェ
イスからアクセスできます。SSB は Network File System（NFS）また
はサーバーメッセージブロック（SMB/ CIFS）プロトコルを経由してリ
モートサーバをネットワークドライブとして使用しています。

高可用性（HA）サポート
ログメッセージが SSB に送信され、ローカルに保存されなかった場合、SSB は単一障害点になります。SSB に問題が発生した場合、
収集されたログは使用できず、永久に失われます。 重要なサーバやサービスはこのような状態を受け入れることができないため、
SSB では、HA サポートを用意しています。この場合、同一のコンフィギュレーションを持っている二つの SSB ユニット（マスター
とスレーブ）が同時に動作します。マスターは全てのデータをスレーブノードと共有し、マスターユニットが機能停止した場合、も
う一方がすぐにアクティブになるので、サーバは継続的にアクセスできます。SSB の上位モデルでは、冗長化された電源ユニット
を装備しています。



syslog-ng Store Box SSB T1
 

■ 1xQuad Core CPU, 8 GB RAM, 1 TB HDD  
■ 

100～1,000LSHソフトウェアライセンス

syslog-ng Store Box SSB T4 
■ 1xQuad Core CPU、8 GB RAM、冗長電源、

4 TB HDD 
■ 100～1,000 LSHソフトウェアライセンス

  

syslog-ng Store Box SSB T10

 ■  
2x6 Core CPU、32 GB RAM、冗長電源、
10 TB HDD、RAID50

 ■  500～無制限LSHソフトウェアライセンス

syslog-ng Store Box VA

 ■ VMware ESXiの下で実行される仮想アプライアンス
 ■ 25～無制限LSHソフトウェアライセンス

大量のメッセージを高速に処理可能
syslog-ng Store Box は、性能を最適化しており、大量のメッセージを処理することができます。設定に依存しますが、毎秒
100,000 以上のメッセージを収集し、毎秒 75,000 メッセージ以上にインデックスを付け、毎時 35 ギガバイト以上の生ログを処理
することができます。上位アプライアンスモデルは、10テラバイトまでデータを保存することができます。

ソフトウェアのアップグレード
ソフトウェアのアップグレードは、ファームウェアイメージとして提供されます。
Webインターフェイスを使用してSSBをアップグレードすることはネットワークルータをアップグレードするのと同じくらい簡単です。
問題が発生した場合に簡単にロールバックできるように、SSB は 5世代前のファームウェアのバージョンまで保存します。

ハードウェアの仕様
SSB アプライアンスは高性能、高エネルギー効率、および簡単に標準ラックマウントに搭載できる信頼性の高いサーバ上で構築さ
れています。

フリー評価版
SSB のデモ版は、VMware イメージとして用意しています。
syslog-ng Store Box をテストする場合、以下から評価版をリクエストしてください。
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/index.php
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