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１：はじめに 

「ログを集積するだけではなく、集計・解析してみませんか？」  
  
  全くログ集計、解析に関心がなかった、または漠然とした関心しかなかった。 
  ログは蓄積しているけど使い道が良く分かっていない。 
  あるいはログ解析製品を試してみたいという方々に試していただこうという趣旨でこのガイドは 
  記述されています。 
   
  本ガイドを読み進めていただくと、Linux を使用した簡単な仮想サーバを作成し、そのサーバを 

代理としてネットワーク接続し、アクセスを解析できるようになります。 
勿論「本物のプロキシ型ネットワーク監視アプライアンス」にある機能はありませんが、 
ログ集計、解析に関してイメージをつかむことができます。 

   
  Web ブラウザを介して、明示的に意図している以外にどこへアクセスさせられているか、 

ある程度、直感的にわかります。 
 
ノートパソコン、あるいはデスクトップパソコン一台で試みることができます。 
 

 

お断り：本稿は弊社製品 Sawmill に関して機能をお試しいただくためのドキュメントです。 

ご利用のネットワーク環境や、PC の設定、仮想環境の構成によっては動作しないこともあります。 

 

なるべく平易に進められるように検証は行っておりますが、ホスト OS、VirtualBOX や CentOS、Squid などの 

詳細に関してはそれぞれの供給元からの情報を十分に検討、調査いただいたうえで、構築頂きますよう 

お願い申し上げます。 

 

また、ご購入を検討いただける場合に、Sawmill に関するご質問は弊社にて承りますが、 

本稿で構築に利用した、他の構成要素に関するご質問は承りかねますので予めご承知おきください。 

 

よろしくお願いいたします。 
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２：必要な機材とソフトウエア 

・まずは、ログを集めなければなりません。 
・機材を準備してください。 
  PC 一台 
    VirtualBox の動作要件に準じますが、できれば以下を満たすことをお勧めします。 
  仮想化支援機能を持つ CPU、８GB 以上のメモリ、３0GB 程度の空き HDD 
  インターネット回線 
・必要なソフトウエアの準備。以下を入手しておきます。 

 VirtualBox[https://www.virtualbox.org/]最新版及び、拡張ファイル 
 CentOS7[https://www.centos.org/] 最新版（ネットワーク接続必須ですので、 
最小イメージで構いません) 

 Sawmill 最新版（弊社ホームページからダウンロード可能です、評価版ダウンロードのリンクを 
押してください。） 

・尚、Sawmill について入手できるイメージは、サイズの関係から英語版のみとなります。 
日本語化に必要なファイルは、別途ご請求いただければお送りします。 
請求はこちらまでお願いいたします。[https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php] 

・仮想化支援機能に関して 
 VirtualBox 利用時に、PC がサポートしている場合は有効にすると、動作が高速化される場合が 
 あります。詳しくは用語解説、Intel サイトなどをご覧ください。 
 用語[ http://www.weblio.jp/content/Intel+VT ] 
  Intel 
[https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/virtualization/virtualization-technology/intel-virtualizatio
n-technology.html] 

  

http://www.weblio.jp/content/Intel+VT
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３：準備(VirtualBox) 

３．１：VirtualBox の導入 

・VirtualBox の導入と、追加として必要なことを簡単に説明します。 
・ホスト PC について、以下を確認してください。 
  Windows に Hyper-V や、他の仮想化ホストが導入されていないこと。 

メモリの空きは 4GB、ハードディスクの空きは 20～30GB 程度あれば十分です。 
ご確認ください。 

・VirtualBoxの導入自体は簡単に終わります。入手した実行ファイルをダブルクリックして、通常のアプリケーシ

ョンとして導入するだけです。但し、管理者権限は必要となります。 
・導入後 ファイル→環境設定→機能拡張に、ExtensionPack が導入されていることを 
確認してください。未導入の場合は導入をお勧めします。 

 

 
  



VirtualBox を用いた Sawmill 評価ガイド p. 4 ジュピターテクノロジー株式会社 

 

３．２：仮想マシンの新規作成 

仮想マシンの新規作成を行います。 

 
設定は殆どデフォルトで構いませんが、HDD サイズだけ少々大きく取ります。 

 



VirtualBox を用いた Sawmill 評価ガイド p. 5 ジュピターテクノロジー株式会社 
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作成したのち、CentOS のインストールメディアを仮想ドライブに挿入します。 
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準備が終わったら仮想マシンを起動します。 
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４：準備(CentOS) 

・CentOS を仮想マシンにインストールします。 
・最小機能、ロケールは英語のままとしますが、キーボードのみ変更します。 
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・変更と確認を行います。日付時刻地域設定→キーボード設定→仮想ディスク設定→ネットワーク設定の順で進

めてください。 
・日付時刻地域設定 
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・キーボード設定 

 
・キーボード設定は、日本語を追加して英語を削除します。 
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・仮想ディスク設定 これは確認が必要です。 

 
・ネットワーク設定 VirtualBox のデフォルトで、「NAT」が接続されています。設定に必要ですので、有効にし

てください。DHCP でアドレスが付与されます。 
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・設定を確認してください。問題がなければ次に進みます。 

 
・管理者のパスワードと、ログインユーザの名前とパスワードを入力します。 
予め準備しておいてください。後で必要となります。 
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・入力とインストールが終了すると確認を求められます。クリックして仮想マシンを 
再起動してください。 

 
・再起動後、仮想コンソールが表示されます。マウスをこの上に持っていくとキャプチャされますが、右 Ctrl キー

で抜け出すことができます。 
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・ユーザ名とパスワードを入力してログインします。例では’jupiter'となっています。 

 

・必要なソフトウエアをインストールします。管理者権限に移行します。 
移行したら、'ip a'コマンドで現在のネットワーク状態を確認します。ここで付与されているのは、VirtualBox によ

って付与された NAT されるローカルネットワークの IP です。 
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・編集に必要なエディタと、時刻合わせのソフトウエアを先に導入します。 
 'yum install vim ntpdate'と入力し、確認メッセージが出たら承認します。 
 'yum install -y vim ntpdate'とすれば、確認せずにインストールが進行します。 
・この時点でエラーが発生するようであれば、VirtualBox の設定とホスト PC のネットワーク設定を確認してくだ

さい。本稿では割愛します。 
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・時刻を同期します。使用可能な NTP サーバの IP アドレスか、ホスト名を指定して'ntpdate -v <IP または ホ
スト名>' を実行します。 
・起動時に必ず時刻同期を行う場合は、'systemctl enable ntpdate'とします。 

 

・インストール済のソフトの最新版を入手します。'yum update'を実行します。確認メッセージが出たら承認しま

す。 
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・終了後、squid を導入しておきます。'yum install squid'を実行します。確認メッセージが出たら承認します。 

 

 
・最後に、squid で使用するポートを開放しておきます。 
 'firewall-cmd --add-port=3128/tcp --permanent' 
 'firewall-cmd --reload'を実行します。 
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５：準備(仮想マシンネットワーク) 

・仮想マシンのネットワークを設定します。 
・インストールした CentOS は、NAT で外部ネットワークと通信しているはずですが、ホスト OS からはアクセス

する手段がありません。 
・そのため、VirtualBox にホストオンリーネットワークを追加します。 
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・ホストオンリーネットワークは DHCP サーバ機能を割り振ることができますが、使用しません。 
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・仮想マシン側に、作成したホストオンリーネットワークを追加します。 
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・ホスト PC 側に追加された、ホストオンリーネットワークアダプタから不要な設定を外します。 
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・ゲスト OS のコンソールから、追加したホストオンリーネットワークアダプタの設定を行います。 
’ip a'を実行すると設定されていないインタフェースを確認できます。 
確認後'nmtui'を実行します。 
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・IP 付与されていない側のインタフェースに設定を行います。ここでは'192.168.53.253/24' の IPV4 アドレスの

みを有効とします。DNS やデフォルトゲートウェイの設定は行わず空白のままにしてください。 
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・一旦抜けて、インタフェースをディアクティベーションしてから、再度アクティベーションします。これができない場

合はネットワーク設定に問題があります。再度確認してください。 
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・完了したら、SSH を有効にします。'systemctl start sshd' 'systemctl enable sshd'を実行してください。ホスト

OS 側から SSH で接続可能となります。以降は SSH 接続可能として説明を行います。 
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６：準備(Squid 設定) 

・Squid の最低限度の設定を行います。SSH で作成した CentOS 仮想マシンにホストから接続します。 
端末としては Teraterm を使用しています。 
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・管理者モードで、'vim /etc/squid/squid.conf'を実行し、設定ファイルを変更します。 
ログを得てアクセス記録を集計するのが目的ですので、最低限度の設定変更にとどめます。 
・13 行目ぐらいに、以下を追記します。 
acl vboxnet src 192.168.53.0/24 
・55 行目ぐらいに、以下を追記します。 
http_access allow vboxnet 
・保存してから、以下を実行します。 
'systemctl start squid' 'systemctl enable squid' 
・この状態で、仮想マシン上にプロキシサーバが作成され、稼働している状態になりました。以下のコマンドを実

行しておいてください。 
'tail /var/log/squid/access.log -f' 
・ホスト OS 側のブラウザの設定を変更します。変更が容易なため FireFox を使用します。 
・オプション→詳細→ネットワークより、プロキシを設定します。 
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・設定は、仮想マシン側の IP アドレスとします。'192.168.53.253'を指定してください。 
保存して、FireFox を再起動します。 
・FireFox を起動して Web 閲覧を行うと、Teraterm に表示されているログが流れます。 
この状態で、アクセス履歴がデフォルトの状態で保存されていきます。 
しばらく適当なサイトを閲覧して、ログを蓄積してください。 
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７：準備(Sawmill) 

・Sawmill を準備します。 
・先に準備した、仮想マシンの CentOS 上にインストールを行います。 
（お断り 本トレーニングは Sawmill の使用感を評価していただくために行うものです。 
設定手順は簡略化しております。運用時の各OSへの正確なインストール手順は、弊社HPにあるマニュアルを

ご参照ください。） 
・tail -f を実行中の場合、中断します。Ctrl+C を入力します。 
・一度ユーザーモードに戻ります。'exit'を入力します。 
・準備済みの Sawmill 実行ファイル群を、仮想マシン側に転送します。ここでは簡単のため、Windows 側で

WinSCP を用いることとします。SSH 接続にターミナルソフトが必要ですが、Teraterm を使用しているものとし

ます。 

 

・WinSCP を起動、仮想マシンに接続を行い転送します。CentOS7 の場合、最新版は以下のファイルとなりま

す。 
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・Teraterm 側から転送を確認します。 

 
・Teraterm から、以下のコマンドを入力してファイルを解凍します。 
'tar xvzf  tar xvzf sawmill8.7.9.4_x64_linux-es7.tar.gz' 
・解凍が終わると、サブフォルダが作成され Sawmill が展開されます。 
圧縮ファイルは削除してかまいません。 
’rm sawmill8.7.9.4_x64_linux-es7.tar.gz’を実行します。 
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・管理者モードに移行し、vim コマンドで/etc/systemd/system/sawmill8794.service ファイルを作成します。 
・以下の内容を入力して保存します。尚、'jupiter'はユーザ名です。 
CentOS に設定したユーザ名と読み替えてください。 
[Unit] 
Description = Sawmill 8.7.9.4daemon 
 
[Service] 
ExecStart = /home/jupiter/sawmill/sawmill 
ExecStop = /bin/kill ${MAINPID} 
Restart = always 
Type = simple 
User = jupiter 
Group = jupiter 
 
[Install] 
WantedBy = multi-user.target 
・以下のコマンドを入力します。 
'systemctl daemon-reload' 
'systemctl start sawmill8794.service' 
'systemctl enable sawmill8794.service' 
'systemctl status sawmill8794.service' 
・サービスとして登録され、実行されていれば以下に類似した表示となります。 
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・Sawmill の Web インタフェースは、TCP の 8988 番をデフォルトのポートとして使用しますので、これを開放し

ます。 
 'firewall-cmd --add-port=8988/tcp --permanent' 
 'firewall-cmd --reload' 
 
・Sawmill に Squid のログを読み取らせるためにはアクセス権限の変更が必要です。 
今回は簡単のため、/var/log/ フォルダのアクセス権限を一意に変更してしまいます。 
 
（お断り Sawmill は本来、Syslog サーバと連携して使用する製品です。従ってこのような設定は実運用では行

いません ログは長期間蓄積してこそ価値を生みます。どう蓄積すればよいのか、という事でもご相談に乗りま

す。弊社 HP にアクセスしてください。） 
 
・管理者権限で' chmod -R 777 /var/log/'を実行します。 
・ユーザ権限に戻り'cat /var/log/squid/access.log'を実行し、ログが流れることを確認しておきます。 
 
・Web ブラウザから、以下のページを開きます。 
'http://192.168.53.253:8988' 
Sawmill のウィザード画面が表示されれば、動作しています。 

 

・この状態では日本語化が行われていません。日本語化ファイルは弊社までご請求ください。今回のトレーニン

グ内容は、英語版のままでも進めることができます。 
・Next をクリックし、ライセンスに同意してください。３０日間試用することができます。 
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・Sawmill の管理者の名前とパスワードを入力します。今回は'admin'とします。 

 

・Sawmill からの通知を受け取るための SMTP サーバの設定画面になりますが 
今回は設定しませんので Next をクリックします。 
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・評価いただくエディションを選択する画面となります。今回はトレーニングですので 
'Enterprise'を選択して Next をクリックします。 

 
・フィードバック送信の同意画面になります。メーカに解析対象の情報を送信することに同意される場合はチェッ

クしてください。チェックしなくても問題はありません。 
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・初期設定が終了しました。'Finish'を押して進みます。 

 
・この画面が表示されれば、使用を開始することができます。 
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８：解析してみましょう 

・準備ができましたので squid プロキシのログを解析してみましょう。 
・Start here をクリックします。 

 
・新規プロファイルウィザードが表示されます。 
・Pathname にログのパスを設定するのですが、Browse ボタンを押すのが簡単です。 
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・設定済みの Squid のログは /var/log/squid にあります。探して表示させます。 

 

・Accesslog を選択し、OK をクリックします。 
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・パスを確認して、Next をクリックします。 

 
・検出されたログに対応するプラグインが表示されます。今回はSquidと分かっていますので、2をクリックします。

Next をクリックして進みます。 
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・Syslog の形式を問われますが、デフォルトのまま Next をクリックして進みます。 

 
・データベースは内蔵のものを使用しますので、デフォルトのまま Next をクリックして進みます。 
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・データベース構築に関するオプションです。デフォルトのまま Next をクリックして進みます。 

 

・集計可能な数値フィールドを集計するか、文字列として扱うかのオプションです。デフォルトのままNextをクリッ

クして進みます。 

 
 
  



VirtualBox を用いた Sawmill 評価ガイド p. 43 ジュピターテクノロジー株式会社 

 

・プロキシサーバとして、今回はローカルPCとインターネットの間に挟みますので、Forwardを指定します。これ

は Squid 解析のみの選択肢です。Next をクリックして進みます。 

 

・保存するためのプロファイルの名称を指定します。今回は squid とします。Finish で終了します。 
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・プロファイルをさらに DB 構築前に編集することもできますが、今回はそうしません。 
Process Data & View Reports をクリックして、ログの集計を開始します。 

 

・解析はログ量が少ないため、すぐに終わります。レポートが表示されます。 
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・この状態で、Squid と Sawmill は稼働しています。従って、プロキシ設定を行った、ホスト側の Web ブラウザ

(Firefox)側からアクセスを行うと、ログが蓄積されます。 
 
・しばらく Web ブラウザで、Web 閲覧を行ってください。 
 
・DB の更新を行ってみましょう。Sawmill 画面から’Miscellaneous→Update Database'をクリックします。DB
が更新され、表示が変わります。 
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・一度構築してしまえば簡単な操作で、アクセス履歴などを集計し、閲覧できることがご理解いただけたと思いま

す。レポートに関しては編集も可能です。 
 
・他のもっと高機能なアプライアンスなどのログに対しても、集計を行うことのできるプラグインが多種用意されて

います。まずは本トレーニングで構築した環境にて、操作をお試しください。 
 
・弊社オンラインデモサーバにて、アプライアンス類のログに対するレポートサンプルをご覧いただくことができま

す。こちらをアクセスしてください。 
[https://www.jtc-i.co.jp/support/demo/demoindex.html#sawmill] 
(現在ご覧いただけるサンプル Apache/Fortigate/NetScrren/Paloalto/VisualAct) 
 
・尚、主要な UI の日本語化ファイルも弊社では提供しています。ご試用になれますので、こちらまで請求いただ

ければ対応いたします。 
 

以上 
 
 
 
 

本文書に関する諸権利は、特に記載されているもの以外は、すべてジュピターテクノロジー株式会社に帰属して

おり、著作権法上認められた場合を除き、無断使用・無断転載を禁止します。 
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