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変更履歴

版 発行日 変更内容

第1.0 版 2019/7/5 新規作成

第1.1 版 2020/3/16 ライセンス数を追記

第1.2 版 2020/6/5 お問い合わせ先 大阪営業所 住所変更

第1.3 版 2020/12/4 情報を更新

第1.4 版 2020/9/22 リリース形態について修正、本社住所変更
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製品概要

syslog-ng Premium Edition（PE）は、50以上のマルチ

プラットフォームに対応したログ管理アプリケーションです。

【特長】

・ フレキシブルにログをルーティング
ログのソース、フィルタ、転送先などの構成を、設定ファイル
を直接編集することにより、フル機能を活用して柔軟に構成。

・ スケーラブルなアーキテクチャ
ログを超高速に受信して保存。（秒間60万メッセージ）

・ ログの安全な転送と保存
信頼性の高い通信でログメッセージの損失ゼロを実現。
ログをバイナリ形式（暗号化・圧縮・タイムスタンプ）で保存し
改竄を防止。

・ リアルタイムにメッセージを整形
ログのフィルタリング、フォーマット解析、整形、分類、
また、データを追加して拡張可能。
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特長 フレキシブルにログをルーティング

・ 多くのソースからログを収集
– 50以上のプラットフォーム用のエージェントを用意

– Windowsのイベントログにも対応
syslog-ng Agent for Windows、Windows Event Collector（エージェントレス）

・ テキストファイルのログ
– 自動生成されたファイルやパスにも対応

ファイル名やパスにワイルドカードが使用でき、自動的にサブフォルダーなどをスキャン。

– 複数ラインのログにも対応（Apache Tomcatなど）

・ 複数の転送先
– ログメッセージを複数の宛先（異なったツール、グループなど）に転送可能。

– SQLデータベースやMongoDB、Hadoop distributed File System (HDFS)、
または、他の宛先用にSMTPが使用可能。

# Simple configuration for the server host
@version: 7.0 
@include "scl.conf" 

source s_local { system(); internal(); }; 
source s_network { syslog(transport(tcp));}; 
destination d_logs { file("/var/log/syslog-ng/logs.txt"); }; 
log { source(s_local); source(s_network); destination(d_logs);};

ログのソース、フィルタ、転送先な
どの構成を、設定ファイルを直接編
集することにより、フル機能を活用
して柔軟に構成できます。

シンプルな構成の例：
C言語に似た構文のため、可読性が
良く習得が容易。
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特長 スケーラブルなアーキテクチャ

・ 超高速なログ受信
最大秒間600,000メッセージをリアルタイムに処理（注意：構成に依存）

・ 多くのログソースからログを収集
一台の中央ログサーバー：5,000以上のログソースホスト

リレー構成：地理的に分散している10,000以上のログソースホスト

・ サーバーの仕様例（秒間600,000メッセージ処理）
CPU： 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3

(15M Cache, 2.40 GHz, 8 GT/s Intel® QPI, 6 cores) 

Hyperthreading disabled, turbo boost disabled 

メモリ： 16 GB RAM 

LAN： 10 Gbps Ethernet 

ディスク： SSD 500 GB 

OS： ubuntu-xenial amd64 

・ 留意
実際の構成での事前性能検証が必要です。
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特長 ログの安全な転送と保存

・ 高信頼なログ転送

– Advanced Log Transfer Protocol (ALTP™) をサポート

クライアントとサーバー間の接続が切断してもログの喪失を防止。

Reliable Log Transfer Protocol (RLTP™)の後継。

ALTPとRLTPは送受信可能。

・ 安全なログ転送

– TLSを利用した暗号化通信

– サーバーとクライアントの相互認証

・ ログを暗号化して安全に保存

– ログを暗号化、圧縮してバイナリファイルに保存

– 復号化キーを持っているユーザーのみログを閲覧・検索可能

– タイプスタンプ（改竄防止）を外部機関にリクエスト可能
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・ ログをフォーマット解析、整形、フィルター

– 受信ログを解析、整形

ログメッセージのフォーマットを解析しマクロ（変数名）を定義。

このマクロで、ログを書き換えて整形（正規化）でき、

ディレクトリやファイル、データベースのテーブルを動的に作成可能。

– 柔軟なフィルタリング

正規表現や論理演算式を使用し、本当に重要なログメッセージのみ転送可能。

・ ログを監視

– ログメッセージの内容により（フィルター）、アラートメールとして通知可能。

・ ログをリアルタイムで分類

– 事前に登録したパターンと比較してメッセージのタイプを識別してクラスに分類

– クラスはカスタイズでき、例えば、ユーザーログイン、アプリケーションクラッシュなど。

・ ログデータを拡張（エンリッチ）

– データを拡張して補足

受信ログにname-valueペアを追加（外部のデータベースを利用可能）

– ログメッセージから関連した情報を収集

SQL GROUP BY文と同様であるフィルターを使用
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・ ディスクを用いたバッファリング（ログの転送時）
ネットワークが切断してもログを喪失しないようにローカルディスクに

ログを保存。再接続後、ログの送信を再開します。

・ フローコントロール（ログの転送時）
転送先がログを受信できなくなり、出力バッファがフルになったとき、

ログの受信を停止する制御をします。

・ Pythonログパーサー
Pythonを使用してパーサーを作成できます。

テンプレートもPythonで記述できます。

・ Windows Event Collector (WEC)
スタンドアローンのツールでWindowsのログ収集と転送用。

Windowsにエージェントは不要。

WindowsからのPush Subscription (WinRMプロトコル)。

注意：syslog-ng PE 7.0またはそれ以降で対応。
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製品形態・ライセンス

製品形態

・ マルチプラットフォームに対応したソフトウェア
50プラットフォーム以上のインストーラを使用可能。

・ syslog-ng PEは３種類の動作モードをサポート
クライアントモード、リレーモード、サーバーモード
インストール時に動作モードを設定します。

ライセンス

・ サーバーモード：ライセンスファイルの登録が必要
クライアントとリレーモード：不要

・ Log Source Hosts (LSH)：ログ生成元IP数（ログのデータ量に制限はありません。）
注意：リレーのようなログの直接送信元数ではなく、ログを生成するクライアント数です。

・ ライセンスは、100LSH、250LSH、500LSH、750LSH、1000LSH、2000LSH、
3000LSH、4000LSH、5000LSHの中から選択頂けます。

・ 機能評価用に評価ライセンスを用意しています。
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システム構成例

Security 
Devices

Network 
Devices

Applications

SQL 
Databases

Servers

syslog-ng
Relay

syslog-ng
Server

SIEM

Virtual 
Machines

syslog-ng
Clients

syslog-ng
Relay

syslog-ng
Server

Destinations

syslog-ng

syslog-ng
Relay

syslog-ng

syslog-ng

 クライアントのログをリレーを経由してサーバーに送信。

 サーバーでは、受信したログをローカルディスク保存し、フィルター条件などに一致したログを
デスティネーション（splunk、SIEM、Elasticsearch、Kafka、Hadoop）に転送。

 注意：
syslog-ng Premium Editionには、ログの検索、レポート、ログデータのバックアップ・アーカイブなどの
機能はありません。外部のツールと連携して実現する必要があります。
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バージョン syslog-ng PE Version 7

リリース方式 ローリングリリース
(最新リリースをご利用ください。)

機能 ・不具合修正
・新機能を随時追加

V7にのみある機能例：
・Windows Event Collector(WEC)

エージェントレスでWindowsイベント
の収集と転送

プラットフォーム Linux

※Version 6からVersion 7へアップグレード可能です。
※最新プラットフォーム情報は、以下の「リリースノート」を参照してください。

https://www.jtc-i.co.jp/support/documents/syslogngpedoc.html
※メーカーのプロダクトサイクルとポリシーについては、以下の[Product Life Cycle & 
Policies]タブを参照してください。

https://support.oneidentity.com/syslog-ng-premium-edition/
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お問い合わせ

ジュピターテクノロジー株式会社（Jupiter Technology Corp.）
URL: http://www.jtc-i.co.jp/  Email info@jtc-i.co.jp

本社

住所 〒183-0023  

東京都府中市宮町一丁目40番地 KDX府中ビル6F 

TEL：042-358-1250（代表） FAX：042-360-6221

大阪営業所

住所 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-500号 大阪駅前第１ビル5階501-3-6号
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