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この文書は、多目的ログ解析ソフトウェア Sawmill のベストプラクティス（より良い使い方）について

述べます。 

1 ログファイル管理 

ログファイルは会社の財産であり、代替の効かないものです。できる限り長期間、過去のログファ

イルを保管するよう、強くお勧めしております。もし保管するスペースが懸念材料であるならば、ロ

グファイルを圧縮することも考えてみてください。ログファイルは上手くすると一般にオリジナルサ

イズの 90-98%に圧縮することができます。Sawmillは、元来、圧縮ファイルを読むことができるので、

ファイル解凍に時間を費やすことなく、ファイルを処理することができます。ログファイルをリモート

で読む場合や、離れたサーバー間でファイルを転送する場合、圧縮ログファイルは、帯域幅を減

らすこともできます。ログファイルを保管する一番重要な理由は、壊滅的な障害が発生した場合で

あっても、Sawmill データベースを再構築できるからです。過去のログファイルを保持していれば、

データベースの復旧はいつでも可能です。またデータベースの再構築は、簡単な操作です。ベス

トプラクティスやガイドラインから一つ選ぶなら、過去のログファイルの保管にしてください。過去の

ログは安価な保険です（また、圧縮すれば一般的にわずかなディスクスペースしか取りません）。

土台からデータベースを修復しなければならない場合、ログファイルを持っていれば、データ喪失

を防ぐことができます。 

 

2 データベースのバックアップ 

より大きなデータセットを構築するのであれば、Sawnill データベースのバックアッププランを立てて

おくことを強くお勧めいたします。データベースのバックアップがあれば、データベースが破損した

場合や壊滅的な障害の場合でも、ログを再処理し、データベースを再構築するのに費やす多くの

時間（あるいは数日さえ）を節約することができます。データベースの破損や故障は、それほど頻

繁に起こるものではありませんが、起こる可能性のあるものです。このような種類の状況が起こっ

た場合、Sawmill データベースのバックアップがあれば、迅速にバックアップをして動作を再開でき

ます。 

 

Sawmill の内部データベースはフラットファイルのデータベースであり、一般に入手可能なほとんど

のバックアップソフトウェアでバックアップできます。Sawmillデータベースがアップデートされていな

い時は、バックアップをスケジューリングすることが重要です。もしMySQLやOracle、MS SQLのよ

うな外部データベースを使う場合、データベース管理者に、Sawmill のデータベースのバックアップ

や復元のオプションにどのようなものがあるかを確認してみてください。 

もしより良いバックアップ機能が無い場合、Sawmill により作成された Sawmill 内部データベース、

および外部データベースは、手動でプレインテキストファイルにエクスポートして、圧縮し、後に解
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凍して、手動でリロードすることもできます。 

3 Sawmill のスケジューリングタスク 

Sawmill の内蔵スケジューラは非常に強力かつ柔軟です。これにより、無人で動作する無数の動

作を登録し、作動させることができます。このパワーのために、多数の同時タスクを設定した場合、

サーバーの問題を引き起こす可能性があります。同時に複数のデータベースの構築やアップデー

トをスケジューリングしないようお勧めいたします。大量のデータセットを処理し、構築する時、

Sawmill のタスクは、サーバー上で膨大な量のリソース（メモリ、プロセッサ、ディスクスペース、ディ

スクアクセス）を使用します。問題が起きないように、マルチプロセッサのシステム上でも、大きな

操作は連続的にスケジューリングするのがベストです。 

 

4 Sawmill インストールディレクトリのアンチウィルス・アクティブスキャ

ンの無効化 

アクティブスキャンするアンチウィルス・ソフトウェアや（自動的ディスクデフラグ・ソフトウェア、イン

デックス・ソフトウェア）は継続的に動いて、ディスクのすべてのファイルを監視していて、Sawmill

の動作を妨げる可能性があります。これらのソフトウェアは Sawmill のデータベースファイルにウィ

ルスが含まれていると（実際には含まれていない）、間違って判断を下すかもしれず、ファイルを修

正または削除し、結果的に、データベースに破損を生じる可能性があります。これは、ログ処理、

データベース構築、およびレポート生成を破損させるかもしれません。この種のソフトウェアは

Sawmill の処理とレポート速度をかなり遅くします。極端なケースでいけば、通常の 20 倍も遅くなり

ます。 

 

従って、Sawmill インストールディレクトリのスキャンを無効にしなければなりません。あるいは、

Sawmill データベースを秩序正しく設置し、Sawmill が正常動作するようにしなければなりません。

アクティブスキャン・ソフトウェア全体を無効にする必要はありません。ただ、アクティブスキャンを、

Sawmill の設定ディレクトリとその従属ディレクトリ、それにファイルを除くように設定するだけです。

ほとんどのアンチウィルス製品は、特定のディレクトリのスキャンを除いて設定できます。 

 

5 サーバー設定のベストプラクティス 

5.1 OS と CPU プラットフォームのシステム要件 

Sawmill はあらゆるプラットフォーム上で稼動します。ですが、64bit 版 Linux 上でお使いになること
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を推奨いたします。Linux のどのディストリビューションでも動きますが、処理速度、適合性、安定

性の面からRed Hat Enterprise Linuxを選択していただくのがベストです。他のディストリビューショ

ンの場合、Sawmill をソースコードからビルドしていただくことがあります。Linux 以外の 64bit OS を

選択していただく方法もあります。x64 Windows、x64 Mac OS、x64 FreeBSD、そして x64 Solaris で

す。x64 以外の CPU アーキテクチャでも稼動しますが、SPARC や他の RISC アーキテクチャよりも

x64 のほうがパフォーマンス的に優れていることを確認しています。データ量が多い場合、32bit ア

ーキテクチャはお勧めしません。32bitOS のアドレス空間制限により、大きなデータセットを処理す

る場合、エラーが発生することがあります。 

 

データ量が10GBを超えるSawmillの導入も考慮されています。その場合、64bitシステムと専用サ

ーバーをご用意いただくことを強くお勧めします。 

 

仮想環境上で Sawmill を使用することもできますが、物理サーバーと比べてパフォーマンスが大き

く低下します。仮想環境上で使用しているのが原因と見られるエラーも散見されることから、物理

マシンをお使いいただくこと（特にデータ量が多い場合）を常にお勧めしています。 

5.2 ディスクと容量 

Sawmill データベースにログを保存するには、非圧縮状態のログデータ量の 2～4 倍のディスク容

量が必要です。特に、64bit OS 上で非常に多くのの数値フィールド（10 ないしそれ以上）を追跡す

る場合、データベースが必要とするディスク容量は大きい値（4 倍）の方に向かいます。例えば、1

つのプロファイルで 1TB のログデータをレポーティングする場合、データベースに 4TB のディスク

容量を見積もっておくべきです。この数値はデータベースの全データに対するものであり、１日に

追加されるログ量ではありません。例えば、1日に 1TB のログを処理し、30 日間追跡したい場合、

ログの累積データ量は 30TB になります。したがって、60～120TB のディスク容量を確保する必要

があります。 

 

［重要］:プロファイルがメインテーブルをソートするようなデータベースフィルターを使用している場

合、例えば、セッション解析(多くのウェブサーバーログがデフォルトで実施)にはデータベースのメ

インテーブル全体がコピー、ソートされるデータベース構築ステージがあります。この間中、データ

ベースは最大で 2 倍のディスク容量を使用、構築完了後に使用ディスク容量は最終サイズまで減

少します。上記の例のように、セッション解析や他のソートを伴うデータベースフィルター（別の例と

しては、”同時ストリーム”解析)の場合、構築完了時に2～4TBのサイズに戻る前に、一時ディスク

容量として一日あたり 4～8TB を使用します。 

 

別の SQL Server を Sawmill データベースとして使う場合、SQL Server が使う分のディスクスペー

スを確保する必要があります。データベースがこのディスクスペースを使用し、Sawmill の残り部分
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が必要とするスペースは比較的小さくて、1GB 程度で十分です。 

 

Sawmill はデータベース構築とレポート作成にディスクリソースを相当使用します。パフォーマンス

を向上させるには、高速なディスクをお使いになることです。高速ディスクの RAID10 構成が理想

的です。RAID5 や RAID6 はパフォーマンスを著しく低下させるため(データベース構築時、RAID10

の約 2 倍)、推奨しません。RAID コントローラの Write バッファリング機能があるなら、オンにするこ

とをお勧めします。データベース構築時、さらに処理速度がおよそ約 2 倍になる効果があります。 

 

Sawmill データベースのストレージにネットワークマウントを使用することも可能ですが、パフォーマ

ンスの観点からお勧めできません。ネットワークマウントを使用した場合、排他や同期の問題と見

られるエラーも散見されます。 

 

5.2.1 メモリ 

Sawmill サーバーでは、データ量が多い場合に備えて CPU1 コアあたり 2GB の RAM を実装するこ

とをお勧めします。 

5.2.2 プロセッサ 

必要処理能力を見積もるに際して先ずは、Sawmill Entrepriseを使用し、Intelまたは AMDプロセッ

サの場合は 1コア当たり 2,000 行/秒、SPARCあるいは他のプロセッサの場合は 1,000行/秒のロ

グを処理するものと仮定します。 

 

［注意］：これは、控えめな推定です。データによっては、これよりはるかに高速で、Sawmill は時に

1 コア当たり 10,000～20,000 行/秒の処理速度を発揮することもあります。しかし、プロセッサを選

択する際、指定のシステムで快適に動作させるためにも、このように控えめに見積もっておくこと

が望まれます。 

 

1 日当たりのログ行数の計算時、1 行当たり 200 バイトとするのは良い推定です。これにより、

Sawmillがデータベース構築に要する秒数が分かります。それを時間に換算します。もし1プロセッ

サ当たり 6 時間を越えるようであれば、プロセッサ数を増やす必要があります。データベース構築

に要する時間をプロセッサ数で割って 6 以下であれば、プロセッサ数は十分です。 

 

例えば： 

    一日あたり 50 ギガバイト（GB）の圧縮されていないログデータ 

200 で割る→ログデータ約 2.68 億行 

    2000 で割る→約 1.34 億秒 
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    3600 で割る→約 37 時間 

    6 で割る→6プロセッサ 

 

6 時間の使用というのは最新データを追加するための更新に一晩 6 時間以上を費やしたくないと

いう仮定に基づいています。夜間 6 時間の構築は良い出発点です。これで処理時間をスローダウ

ンさせるデータベースやフィルターの変更や調整を柔軟に行うことが出来るため、一日に可能な

時間内に保つことができます。上記のデータセットは、4 つのプロセッサを使用して 9 時間で処理

することができます( 9 時間の夜間構築時間が許容できる場合)。 

 

6 パフォーマンスを最適にするための内部データベース 

「内部」データベースのパフォーマンスの向上のために最適化され、データベースサイズは

Sawmill の特定の使用のために最適化されています。そしてこれは一般的に同等のハードウェア

上の外部SQLサーバーよりも優れています。 SQLサーバーのハードウェアがSawmillサーバー

よりもはるかに高速である場合は、大企業向けSQLサーバー〈特にクラスタ〉は内部のデータベー

スより高い性能を提供するかもしれません。 

 

MS SQL を使用しているとき、ODBC インポートの性能は毎秒 100 行程度と非常に遅いことがあ

ります。最高のパフォーマンスを得るには、Sawmill にデータを読み込むのに、BULK_INSERT を

使用して毎秒 10,000 行を実行することができるようにプロファイルを設定してください。 

 

外部 SQL データベースを使用する場合、Sawmill はクロスリファレンスグループの「訪問者」や「セ

ッション」のような "ユニーク"フィールドの効率的な表現を使用することはできません。これは大

量のデータを使用する場合にクロスリファレンスグループを非常に大きく、遅くする可能性がありま

す。最高のパフォーマンスを得るにはクロスリファレンスグループ（および関連レポート）からユニ

ークフィールドを削除、またはクロスリファレンスグループ全体を削除してください。 

 

7 大容量向けプロファイルのチューニング 

Sawmill で作成されたデフォルトプロファイルはレポート生成の最高速度に対応できるように最適

化されています。これらの設定は、非常に大きなデータセット（200 万行以上のログデータ）を処理

する場合は問題で、構築するために非常に多くの時間とメモリとディスクスペースを必要とし、大き

なインポートの前に修正する必要があります。まずはじめに<設定オプション>［データベースフィー

ルド］にあるデータベースのインデックスと<設定オプション>［クロスリファレンスグループ］にあるク

ロスリファレンスグループ（すべてのフィールドはデフォルトでインデックスが付けられています）を
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オフにしてください。クロスリファレンスグループをオフにすると、データベースの構築が速くなりま

すが、レポートの出力速度ははるかに遅くなります（秒単位であったものが分単位になります）。イ

ンデックスをオフにすると、データベースの構築は早くなり、データベースは小さくなりますが、対応

するフィールドのフィルタリングは遅くなります。日付/時刻のクロスリファレンスグループは、ほぼ

すべてのレポートで使用されており、一般的に有効となっていて、あまり高くつくものではありませ

ん。 

 

大規模なデータセットの場合は、フィールドの複雑さも管理する必要があります。約 1000 万を超

えるユニークな値を持つ正規化された（非数値）フィールドは、性能の障害になることがあります。

単純化または、可能であれば削除する必要があります。フィールドは、たとえば必要の無いときは

一つの固定値をフィールド値に設定するなど、ログフィルターを使用して単純化することができま

す。データベースフィールドはコマンド行の“remove_database_field”アクションを使って完全に削

除することが出来ます。大規模なデータベースの構築中は、パフォーマンスの警告が出ているか

どうかを確認するために、ビルドの Web インタフェースの進捗表示を監視することをお勧めします

（プロファイルの［レポート表示]をクリック）。 

 

単一のモノリシックなデータベースもパフォーマンスに問題が生じる可能性があります。非常に大

きなデータセットは、たとえば１つのサーバーに１つのプロファイル、月ごとに１つのプロファイル、

または１つの地域に１つのプロファイルなど、できる限り別々のデータベースを持つ個別のプロフ

ァイルに分割すべきです。 

 

8 大規模なデータセットのためのプリセールスサポート 

大規模なデータセット（2 億行以上）の処理に Sawmill を検討している場合、事前に Sawmill 技術

サポートに連絡して、プロファイル設定について専門家の指導を得ることをお勧めします。プリセ

ールス技術相談は無料です。また、技術相談をすることで初期のパフォーマンスを向上させる可

能性が非常に高くなります。プリセールスサポートの連絡先は support@sawmill.net です。 
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日本語マニュアル発行日 2015 年 1 月 30 日 

本マニュアル原文は『Sawmill Log Analyzer Best Practice』です 

ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ 
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