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Retrospective 
ソフトウェアの開発あるいはシステムのインテグレーションでは、膨大なテストが必要です。あるい

は問題解決のために格闘しなければなりません。Retrospective を使えば分散したログファイルを

簡単に検索し、必要なデータを簡単に見つけ出すことができます。さらに、異なるログをリアルタイ

ムに見たい場合、Retrospective のテイル機能は異なるログのテイルを統合ビューで見ることがで

きます。 

 

製品詳細ページ：http://www.jtc-i.co.jp/product/retrospective/retrospective.html 

 

1 豊作 

2011 年の第 5 回 IDC デジタルユニバース研究会によれば、世界の情報量は 2 年で 2 倍になって

います。2011 年には 1.8 ゼタバイトです。2020 年までには 75 倍の情報コンテナー数で 50 倍の情

報量になると見込まれています。 

 

既に存在する山のような干し草に、さらに驚異的な量が追加されることになります。これは大小を

問わず、あらゆる企業が直面している現在のデータ管理の危機を悪化させるでしょう。小麦を殻

から分離する良い方法はあるでしょうか。 

 

システムログは、もともと、プログラムの診断やデバッグのツールとして利用されましたが、トラン

ザクションやイベント情報の記録に使われるようになり、システムの問題解決、フォレンジックス、

セキュリティインシデント対応での重要なツールになりました。監査やセキュリティポリシーコンプラ

イアンスの法的要件の増加は利用するログのサイズや数量の爆発的な増加をもたらしました。 

 

追い打ちをかけるように、情報製品、輸送、消費の拡大はネットワークアクティビティの増加やシス

テムやインフラの急速な拡大をもたらしています。より多くのデバイスで発生するイベントはログフ

ァイルに大量のイベントを保存します。システム管理者や解析者は広範囲のログファイルの効率

的な検索、それらからの情報抽出と格闘しており、より優れたログ管理と解析ツールの援助を必

要としています。解析するデータ量の増加さえ、ビジネスはその利用に価値を見つけています。 

 

最近の SANS 6 次年間ログ管理調査報告書で触れていますが、今日のログ管理の主要な課題の

一つは収集したログから価値を見つけるログ管理システムの能力にあると考えられています。特

に検索（回答者の 36％が問題があるとしています）と解析（回答者の 34％） が課題です。 

 

 

http://www.jtc-i.co.jp/product/retrospective/retrospective.html


 
 
 

 

干し草の山から針を探す 

 2 

2 収穫 

ログ管理ツールとして称賛されるためにはどんな機能が必要でしょう？ログの利用がコンプライア

ンスのため、セキュリティインシデント対応、フォレンジックス、監査あるいはシステム運用や性能

改善のためであれ、3 つの基本があります。 

 

1. ログファイルがどこに、どんなフォーマットで存在していてもアクセスできること 

2. ログに対してクエリーを出し、目的のログを抽出できること 

3. 抽出したデータを利用可能な情報にできること 

 

ログ管理製品は、これらを実行するのにどれだけ効果的かで判断されなければなりません。よい

製品は、何もせずに一般的なログファイルフォーマットを解析し、インデックス化し、正規表現機能

で検索でき、標準的なコンプライアンステンプレートを持ち、イベント相関でクリティカルなイベント

の検出や通知ができます。 

 

現在入手可能な製品の現実的な差は、より低レベルの機能がどこまで組み込まれているかという

ことです。それらはデータ集中化方法、検索のための構文解析や一致の組み合わせ、データ規格

化と相関の提供、管理ツールの整備などです。最後になりますが展開や保守がどれだけ容易か

ということも重要です。 

 

3 広大な畑から何を得るのか 

現在市場にあるログ管理製品には二つの流れがあります。すべてを含むアプライアンスもしくはソ

フトウェアベース製品です。すべてを含むアプライアンスはコンフィグレーションが限定されていま

すので、この論文の対象外になります。 

 

ソフトウェアベース製品はスタンドアローンアプリケーションから何でもできる SIEM（System 

Information and Event Management）まで幅広く存在します。しかし SIEM は高価であり、費用はネ

ットワーク規模に依存し、大規模ネットワークの保護や保全が必要な大企業をターゲットにしてい

ます。一般的には、展開がむつかしい製品です。多数のクライアントに対する配布、インストール、

設定が必要で、管理するためには訓練された担当者が必要です。 

 

スタンドアローンアプリケーションはログデータから必要な成果を得る、手っ取り早い回答です。簡

単に展開でき、更新でき、システムへの影響も最小限です。そのためインシデントや問題解析が

目的であれば実用的です。インシデントが発生しても上司にエスカレーションする前に解析を素早
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く実行できます。 

 

4 小麦を取り出す 

Retrospective はスタンドアローンログファイル解析アプリケーションとして優れた製品です。個々

のインシデントや問題の調査が可能です。これらの情報からインシデントや問題解決に意味のあ

る相関を得ることができます。ビジネスのために ITILフレームワークの識別、計画、配布と IT サー

ビスサポートを行います。 

データ解析の主要な課題を解決するために以下のような機能があります。 

 

• 素早い展開 

Retrospective はスタンドアローンで、小さく、他に影響しないソフトウェアです。監視対象サーバー

にエージェントのインストールは不要です。インストレーションと設定は数分以内に完了します。 

 

• 効果的な検索とフィルター 

Retrospective には高速で効果的な検索エンジンがあります。ログファイル前処理とメタデータイン

デックス化で処理対象ログエントリーを絞り込み、すぐに検索結果を得られます。Retrospective は

検索定義ブックマークにより、いつでもクリック一つで同一条件での検索が可能です。実行済みの

検索履歴エントリーに対しても 1 クリック操作は可能です。 

 

• 便利なリソース管理 

Retrospective は.ssh/フォルダーに保存されたコンフィグレーションファイルや PuTTY クライアント

設定のホスト定義をインポートできるため、リモートホストの検索設定や実行をすぐに開始できま

す。ホスト定義のクローン化で大規模なサーバー群を容易に管理できます。ホスト定義のバッチ処

理でユーザー認証情報をスマートに管理でき、Retrospective の基本的なトラブルシューティング

のためにはテスト接続機能があります。ユーザープロファイルのクローン化でログ定義管理を簡

単に編集できます。 

 

• 明瞭な解析と表示 

結果の表示は効果的な検索エンジン実行後の最も重要な機能です。Retrospective はセベリティ

レベル（ERROR, WARNING, INFO）によるログエントリーのハイライトができ、先進的な送信元設定

でログエントリーを欄に分割し、わかりやすく表示することができます。 

 

• 優れたユーザー経験 

RetrospectiveはWindows, MacOS, Linuxで使用できる数少ない製品です。ほとんどすべての既存

のエンコーディングフォーマットをサポートする Retrospective は利用可能なログ解析ソフトとして
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最高の製品の一つです。Retrospective は完璧で、低価格なツールです。専門家が特定のインシ

デントや問題解析糸口にできる製品です。 

 

5 最後の麦わら 

収集されるログデータは年率 15 から 20％増加しています。ある企業では年率 100％の増加を報

告しています。将来の増加のインパクトに対応できることも最優先しなければならない要素です。 

企業は、現在の問題として、解析対象データはあらゆるタイプのログデバイスからのものであり、

それらが提供する価値を拾い上げることにあるということを経験しています。さらに状況は悪化し

ています。もっと作業時間を長くしなければ必要なデータが入手できなくなるのではないかと考え

られています。 

 

業界のコンセンサスは不十分な検索やレポート機能ではこの状況に対応できないということです。

これらの問題はログ管理製品が提供するレポート機能の改善で対応できます。相関、表示、決定

支援機能の強化で解決でき、解析プロセスにさらなるインテリジェンスを追加します。 

 

さらに、今日の多くのビジネスは、毎日のログデータ利用の化とログへの十分なアクセスが、問題

解決と運用ニーズのサポートコストの低減をもたらしていると考えられています。 

ログ管理業界は明らかに成熟期に突入しており、主要な関心はログデータの収集と保存から、ロ

グシステムが収集したすべてのデータから何を得るかにシフトしています。ログ管理と解析ベンダ

ーは存亡をかけて競争しています。 

 

6 こちらもお読みください 

Extracting Value from Chaos June 2011, John Gantz and David Reinsel 

http://netherlands.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf 

 

SANS Sixth Annual Log Management Survey Report April 2010, Jerry Shenk 

http://www.sans.org/reading_room/analysts_program/logmgtsurvey-2010.pdf 

 

Search log analysis: What it is, what‘s been done, how to do it 2006, Bernard J. Jansen 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818806000673 

 

Choosing Your Log Management Approach February 2008, Anton Chuvakin 

http://www.slideshare.net/anton_chuvakin/choosing-your-log-management-approach-buy-build

http://netherlands.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf
http://www.sans.org/reading_room/analysts_program/logmgtsurvey-2010.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818806000673
http://www.slideshare.net/anton_chuvakin/choosing-your-log-management-approach-buy-build-or-outsource


 
 
 

 

干し草の山から針を探す 

 5 

-or-outsource 

 

InfoWorld review: Better network security, compliance with log management August 2010, Roger A. 

Grimes 

http://www.infoworld.com/d/data-explosion/infoworld-review-meeting-the-network-security-a

nd-compliance-challenge-658 

 

 

http://www.slideshare.net/anton_chuvakin/choosing-your-log-management-approach-buy-build-or-outsource
http://www.infoworld.com/d/data-explosion/infoworld-review-meeting-the-network-security-and-compliance-challenge-658
http://www.infoworld.com/d/data-explosion/infoworld-review-meeting-the-network-security-and-compliance-challenge-658
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日本語マニュアル発行日 2016 年 11 月 14 日 

本マニュアル原文は『FINDING THE NEEDLE IN THE HAYSTACK』です 

ジュピターテクノロジー株式会社 
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