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1 はじめに 

1.1 システムロギング 

オペレーティングシステム、アプリケーション、そしてネットワークデバイスは、ユーザーログインや

ファイル作成、リモートホストへのネットワーク接続の開放などのイベントのテキストメッセージを作

成します。ログメッセージと呼ばれるこれらのメッセージは通常システムのローカルハードディスク

上のファイルに保存されます。メッセージが作成されたホスト上にだけログを保存することは以下

のような理由から問題となります。 

 

 システムが危険にさらされている場合、攻撃者はログにアクセスし、削除、操作することで足

跡を消すことができます。 

 同時に複数のホストのログに簡単にはアクセスできません。そのためネットワークで何が起き

ているかの大筋を見るのは難しく、メンテナンスとフォレンジックの両方が難しくなります。 

 法律上のポリシーや規制（例：SOX、Basel II、PCI）では、ログメッセージを収集しアーカイブに

保管することを要求しています。この作業はログが多くの異なるデバイス上にある時には、よ

り難しいものとなります。 

 

集中システムロギングの目的は単一の中央ログサーバーにログメッセージを収集することです。

ログメッセージを転送するもっとも分かりやすい方法は、実質的に全てのデバイスとアプリケーショ

ンでサポートされているレガシーシスログプロトコルを使用することです。サーバー、ファイアーウ

ォール、そしてルーターやWifiアクセスポイントのようなネットワークデバイスからログを収集できま

す。全てのUNIXのようなオペレーティングシステム上でシスログが実装されるとログ取得が可能に

なるため、リモートロギングの事実上の標準になっています。（シスログプロトコルはThe BSD 

syslog Protocolの中で説明しています）。しかしシスログプロトコルには以下のような欠陥がありま

す。 

 

 暗号化されていない、安全ではない接続のプレーンテキストフォーマットでメッセージを送りま

す。 

 メッセージが実際にデスティネーションに届いたか確実ではない、信頼のできない UDP トラン

スポートプロトコルを使用します。 

 メッセージが喪失したかどうか知る方法がありません。メッセージはネットワーク上で迷子に

なることがあり、中央サーバーや中間のネットワーキングデバイスがオーバーロードになった

場合、受信メッセージを処理することができません。 
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伝統的なシスログソリューションは UDP トランスポートプロトコルを使用するため非常に多くのメッ

セージを喪失することがあります。メッセージをリモートサーバーに転送するために UDP を使用す

る時は、高負荷条件下では 99％以上の可能性でシスログメッセージを喪失するという測定結果が

示されています。この割合は単一のサーバーが非常に多くのクライアントのログを収集しなけれ

ばならない場合にはもっと悪くなる可能性があります。これはメッセージのほんの一部分だけが中

央サーバーに届くということを意味します。そのため、UDP はログメッセージのような大切な情報を

転送するには適したものではないことは明らかです。ログをきちんと収集したいならば、syslog-ng

のような TCP プロトコルにもとづいたソリューションを使わなくてはいけません。 

 

集中ロギングは Windows オペレーティングシステムでもまた大きな問題となります。Windows には

syslog に似たものがなく、リモートログは Windows オペレーティングシステムの一部ではないから

です。Windows での一般的なソリューションは定期的にファイルをダウンロードする中央サーバー

でログファイルを保存するフォルダを共有することです。しかしメッセージが即座にサーバーに転

送されずに攻撃者に操作される時間があるため、このソリューションにはセキュリティ上重要な問

題があります。 

1.2 分散型システムロギング 

分散型システムロギングは地球規模における実質上の集中ロギングです。集中ロギングソリュー

ションは通常ローカルネットワークのログを収集します（例：サイト、オフィス、あるいは特定のファ

シリティ）。また分散型ロギングは企業の複数の異なるファシリティからログを収集します。このファ

シリティは世界中に広がる可能性があります。それにはログメッセージはインターネットを通して転

送することになりますが、信頼性と暗号化が必須になります。 

 

シスログメッセージを複数の異なるロケーションから中央サーバーに収集したい場合、分散型シス

ログアーキテクチャーを作成しなくてはいけません。その典型的な例は、異なる都市に事業所を持

ち、本社で全てのファシリティのログを保存したいという企業や組織です。制限がある帯域を提供

する Wide Area Network(WAN)リンク経由のインターネット接続のファシリティは一般的ではありま

せん。分散型シスログソリューションを実装するとポリシーコンプライアンスで要求されるログの管

理、分析、アーカイブを単純化します。 

 

分散型システムロギングインフラストラクチャーを実装する時には、以下の要件を満たす必要があ

ります。 

 

 エンドシステムで送信されたメッセージがサーバーに到達できる（信頼できる転送） 

 ネットワークやサーバーが一時的にダウンした時にメッセージを喪失しない（ディスクバッファ

ー） 
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 中央サーバーへの通信が暗号化されており、第 3 者が機密データにアクセスできない

（SSL/TLS サポート） 

 エンドシステムが識別され、中央ログに偽のログメッセージを入れることができない。 
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2 イントロダクション 

オペレーティングシステム、アプリケーション、そしてネットワークデバイスは、ユーザーログインや

ファイル作成、リモートホストへのネットワーク接続の開放などのイベントのテキストメッセージを作

成します。 

これらのメッセージはログメッセージと呼ばれ、セキュリティに関する出来事や操作上の問題、ポリ

シー違反の発見に使用することができ、監査やフォレンジックに役立ちます。昔からログメッセー

ジの分類は、様々なログファイル解析ユーティリティで、外部のシスログシステムで行われていま

した。しかしSyslog-ngの新しい特長は、シスログデーモン内で処理を行おうとすることです。 

それらを認識するためのメカニズムに加えて、ログメッセージを類型化するために、より単純なシ

ンタックスを使用することによって、syslog-ng のメッセージ分類はログファイルのポスト解析の必

要性を減少させることができ、システム管理者の負担を緩和することができるでしょう。 

 

ログメッセージには定義済みのコンテンツがありません。そのため、メッセージを書いた開発者の

考え方によって、明瞭にも曖昧にもなり得ます。どちらにしても多くの場合、人間の読み手を意識

して書かれています。これは 近ではより多くの会社や組織が社内のログメッセージを中央ログ

サーバーで収集し、不法侵入やネットワークエラー、そしてその他の問題を自動的に発見しようと

試みていることを考慮に入れておりません。 

 

Syslog-ng でのメッセージ分類は、ログメッセージへのメタデータ（例えばユーザーログインやハー

ドウェアエラーのようなイベントタイプ）の追加を可能にすることによってこの状況を改善します。ま

た、メッセージから関連データ（ユーザー名など）を抽出することもでき、この情報を基にして何を

するか、またはログメッセージをどこに保存するかを決めることができます。例えば、特定のイベン

トに関するレポートを作成する必要がある場合、レポートのベースに使うことができるログファイル

に分けられている関連イベントのメッセージを収集することが可能です。 
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3 シスログとSyslog-ngの概要 

アプリケーションは通常、ログメッセージが保存されている場所かローカルマシンのログファイル

（通常は/var/log/の下）もしくはリモートサーバーにメッセージを送るオペレーティングシステムの

シスログデーモンにログメッセージを送ります。Unix や Linux OS の多くは、シスログデーモンとして

syslogd アプリケーションを使用しています。このシスログデーモンは受信したログメッセージに、メ

ッセージを受信した日付や時間、またはメッセージが作成された場所のホスト名やアドレスのよう

な、シスログヘッダーと呼ばれるメタ情報を追加します。 

 

シスログデーモンの代替としての syslog-ng の 9 年間に及ぶプロジェクトは有名で、信頼性のある

メッセージ転送と柔軟性のあるメッセージフィルター、そしてソート機能により、その名前を確立し

ました。そのときに、SQL データベースへの直接ログや TLS 暗号メッセージ転送、ログメッセージ

のコンテンツの解析や変更を含む多くの新しい機能が付け加えられました。ほとんどの SUSE と

openSUSE の配布にはデフォルトのシスログデーモンとして syslog-ng が使われています。 

 

Syslog-ng 3.0 では新しいメッセージ解析と分類機能（パターンデータベースや patterndb のダビン

グ）が紹介されました。3.1 での 近の改良と、ログメッセージの処理と解析に対する要求の増加

により、Syslog-ng 機能への注視が当然のこととなっています。 

 

中央 syslog-ng ログサーバーの主要な役割は、クライアントから送られたメッセージの収集と、シス

ログメッセージのヘッダーやログメッセージ内で受け取った情報によって、適切なデスティネーショ

ンにメッセージを送ることです。様々なフィルターを使うことによって、複雑なツリー状のログルート

を作ることも可能です。 

例）： 

 

図 1. syslog-ng でのログメッセージのルーティング 

 

同様に、フィルターの代わりにルールの書き換えを使って、必要に応じて簡単にメッセージを変更

することもできます。ルールの書き換えは簡単に検索と置換ができ、特定の値にメッセージフィー
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ルドを設定することもできます。これはクライアントが syslog RFC に応じるログメッセージの適切な

フォーマット化をしない場合に便利です（これは、意外にもルーターとスイッチでは一般的です）。ｖ

3.1 では、 新のシスログメッセージフォーマット（RFC5424）を使ったメッセージでデータ要素の構

成を書き換えることができます。 
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4 Artificial ignorance（人工無能） 

ログメッセージの分類および識別には多くの用途があります。レポートやコンプライアンスに便利

なだけでなく、セキュリティおよびシステム保守の観点から見るとさらに重要です。Syslog-ngパタ

ーンデータベースは、ログの処理方法としてMarcus J. Ranum (MJR) が述べている“artificial 

ignorance（人工無能）”を使っている場合にも好都合です。 

 

Artificial ignorance-興味のないログ入力を捨てるプロセス。必要ないものを捨てた後に何かが残

った場合、残ったものは必要なものであるはず。 

 

Artificial ignorance は、動作中のシステムで例外を発見する方法です。ログ解析では、これはシス

テムの通常動作に起因するよくあるログメッセージであまり必要のないものを認識し、無視するこ

とを意味します。しかし、事前にログに現れない新しいメッセージは重要なイベントであると考えら

れるため、念入りに調査する必要があります。 
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5 syslog-ngパターンデータベース 

syslog-ng のアプリケーションを使えば、受信したログメッセージの中身を所定のメッセージパター

ンと比較することができます。それによって、syslog-ng はログメッセージを正確に識別して、ログメ

ッセージを引き起こしたイベントを記述するメッセージに、クラスを割り当てることができます。デフ

ォルトでは、syslog-ng は unknown、system、security、violation というクラスを使用しますが、この

クラスをカスタマイズすることもでき、識別されたメッセージにさらにタグを割り当てることもできま

す。 

 

ログメッセージを識別する従来からの手法としては、（例えばLogcheckプロジェクトが行っているよ

うな）正規表現が使用されます。syslog-ngのパターンデータベースは、この業務にラディックスツリ

ーを使用していますが、次のような重要な利点があります： 

 

 正規表現に基づく手法よりも、遥かに素早くメッセージを素早く分類できます。パターンの総

数は、メッセージを処理するスピードにはほぼ影響を与えません。影響を与えるのは、ラディ

ックスツリーにおける結合数と同じように、メッセージの長さと、“同じような”メッセージの数で

す。 

 正規表現に基づく手法では、パターンの数が比例して処理が遅くなります。ラディックスツリ

ーを使えば、メッセージの解析にはパターンとの簡単な比較がごく少数実行されるだけなの

で、極めて容易に拡張できます。 

 syslog-ng のメッセージパターンは簡単に記載し、理解し、メンテナンスすることができます。 

 

次の例で比べてみましょう： 

OpenSSH サーバーからのログメッセージ： 

 

Accepted password for joe from 10.50.0.247 port 42156 ssh2 

 

ログメッセージを記述する正規表現と変数： 

 

Accepted \ 

(gssapi(-with-mic|-keyex)?|rsa|dsa|password|publickey|keyboard-interactive/\ 

pam) for [^[:space:]]+ from [^[:space:]]+ port [0-9]+( (ssh|ssh2))? 

 

syslog-ng のパターンデータベースの同様のパターン： 

 

Accepted @QSTRING:auth_method: @ for @QSTRING:username: @ from \ 
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@QSTRING:client_addr: @ port @NUMBER:port:@ @QSTRING:protocol_version: @ 

 

同じイベントを記述するログメッセージは、明らかに異なっています：ログメッセージには、メッセー

ジごとに異なる、ユーザー名、IP アドレス、タイムスタンプなどの様々なデータが含まれています。

これらのデータによって正規表現ではメッセージを解析することが非常に困難になっているのです。

syslog-ng では、メッセージの中のこれらの箇所はパーサーという特別なフィールドで囲むことがで

きます。パーサーは上記の例の中で@で区切られた箇所です。これらのパーサーは、文字列

(@STRING@) 、 ナ ン バ ー (@NUMBER@ ま た は @FLOAT@) 、 IP ア ド レ ス (@IPV4@ 、 @IPV6@ 、

@IPVANY@)のような特別な形式のデータを処理します。また、パーサーには名前を付けることが

でき、フィルターの中で参照したり、ログファイルまたはデータベーステーブルの名前でマクロとし

て参照したりすることもできます。 

 

また、@ESTRING@のパーサーを使って、特定の文字または文字列で終わるメッセージを解析する

こともできます。または@QSTRING@のパーサーを使って、指定した 2 つの文字に囲まれたテキス

トを解析することも可能です。 

 

syslog-ng のパターンデータベースは、パターンとパターンに関する様々なメタデータを保存する

XML ファイルです。メッセージパターンは、受信するメッセージを識別するために使用されるサンプ

ルメッセージです。一方、メタデータには記述やカスタムタグ、メッセージクラス（特殊な形式のタ

グ）、ネームバリューペア（これも別の形式のタグ）などを含めることができます。 

syslog-ng のアプリケーションには分類の結果を活用するためのマクロが組み込まれていま

す：.classifier.class マクロには、メッセージに割り当てられたクラス（例えば violation、security、

unknown など）が含まれていて、.classifier.rule_idマクロにはメッセージに合致したメッセージパター

ンの識別子が含まれています。また、メッセージに割り当てられたタグでフィルターをかけることも

できます。シスログと同様に、これらのルーティングルールは syslog-ng.conf ファイルで指定されま

す。 
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6 syslog-ngを使用する 

これらの機能を使用するために、syslog-ng の少なくともバージョン 3.1（バージョン 3.2 を強く推奨し

ます）を入手して下さい。古いバージョンでは以前の、今ほど完璧ではないデータベースフォーマッ

トを使用しています。 

パターンデータベースファイルの構文は、 初は少しとっつきにくく見えるかもしれませんが、任意

の要素がほとんどです。はじめにThe syslog-ng 3.2 Administrator Guide [PDF]とサンプルデータ

ベースファイルを確認しください。 

 

syslog-ngのバージョン3.1では、pdbtoolという小さなユーティリティがパターンデータベースのテス

トと管理をお手伝いします。特定のログメッセージがデータベースに認識されるかを素早くチェック

することができ、XML ファイルを syslog-ng 用の単一の XML にマージすることも可能です。詳細は

pdbtool の help をご確認下さい。 
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7 要約 

syslog-ng のパターンデータベースはメッセージを分類するための強力なフレームワークとなりま

す。しかし、データベースを動かすメッセージのパターンがなければ無力です。IT システムは多く

のアプリケーションを動作させる複数の構成要素から成っているので、多くのメッセージパターン

が作成されます。このため、データベースを効果的に使うために重要なパターンを大量に作成す

るには、関係者が協力して努力する必要があることは明らかです。 

 

はじめに、syslog-ngの開発元であるBalaBitのこれまでに蓄積した多数のパターンデータベースを

利用できます。現在、これらのファイルにはApache、Postfix、Snort、様々な一般的なファイアーウ

ォールのアプライアンスを含む 200 以上のアプリケーションやデバイスに対応した、8000 以上のパ

タ ー ン が 記 録 さ れ て い ま す 。 syslog-ng の パ タ ー ン デ ー タ ベ ー ス は Creative Commons 

Attribution-Share Alike 3.0(CC by-SA)のライセンスの使用許諾契約の元で自由に使用すること

ができます。 

 

パターンデータベースを共有するコミュニティサイトは現在作成中で、サイトが完成するまでは、パ

ターンデータベースに関連するディスカッションと質問は一般的なsyslog-ngのメーリングリストで行

って下さい。 

 

7.1 Balabitについて 

BalaBit IT Security Ltdは、 上級の基準を満たすネットワークセキュリティソリューションの開発

者です。BalaBitはハンガリーの会社です。同社の主な製品は次の通りです。シスログに取って代

わるソリューションとして世界中で広く使用されているsyslog-ngシステムロギングソフトウェア。

syslog-ng Store Boxログサーバーアプライアンス。SSLやSSHで暗号化されたプロトコルを含めて

20 以上のプロトコルを監視できるZorpモジュラープロキシゲートウェイ。SSH、RDP、VNC、Telnetト

ラフィックを透過的に管理、監査、応答できるアプライアンスのShell Control Box。 

 

商用およびオープンソースの BalaBit 製品について、もっと知りたい場合は、以下のリンクから、評

価版をリクエストするか、リセラーを探して下さい： 

 

 BalaBit syslog-ngホームページ 

 ジュピターテクノロジーShell Control Boxホームページ  

 ジュピターテクノロジーsyslog-ng Store Box (SSB)ホームページ 

 ジュピターテクノロジー製品マニュアルやその他のドキュメント 

 お問合せ 

http://www.balabit.com/downloads/files/patterndb-snapshot/
https://lists.balabit.hu/mailman/listinfo/syslog-ng
http://www.jtc-i.co.jp/product/ssb/ssb.html
http://www.jtc-i.co.jp/product/scb/scb.html
http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng
http://www.jtc-i.co.jp/product/scb/scb.html
http://www.jtc-i.co.jp/product/ssb/ssb.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/documentsindex.html
https://www.jtc-i.co.jp/contact/index.php
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1 はじめに


1.1 システムロギング


オペレーティングシステム、アプリケーション、そしてネットワークデバイスは、ユーザーログインやファイル作成、リモートホストへのネットワーク接続の開放などのイベントのテキストメッセージを作成します。ログメッセージと呼ばれるこれらのメッセージは通常システムのローカルハードディスク上のファイルに保存されます。メッセージが作成されたホスト上にだけログを保存することは以下のような理由から問題となります。

· システムが危険にさらされている場合、攻撃者はログにアクセスし、削除、操作することで足跡を消すことができます。


· 同時に複数のホストのログに簡単にはアクセスできません。そのためネットワークで何が起きているかの大筋を見るのは難しく、メンテナンスとフォレンジックの両方が難しくなります。


· 法律上のポリシーや規制（例：SOX、Basel II、PCI）では、ログメッセージを収集しアーカイブに保管することを要求しています。この作業はログが多くの異なるデバイス上にある時には、より難しいものとなります。


集中システムロギングの目的は単一の中央ログサーバーにログメッセージを収集することです。ログメッセージを転送するもっとも分かりやすい方法は、実質的に全てのデバイスとアプリケーションでサポートされているレガシーシスログプロトコルを使用することです。サーバー、ファイアーウォール、そしてルーターやWifiアクセスポイントのようなネットワークデバイスからログを収集できます。全てのUNIXのようなオペレーティングシステム上でシスログが実装されるとログ取得が可能になるため、リモートロギングの事実上の標準になっています。（シスログプロトコルはThe BSD syslog Protocolの中で説明しています）。しかしシスログプロトコルには以下のような欠陥があります。


· 暗号化されていない、安全ではない接続のプレーンテキストフォーマットでメッセージを送ります。


· メッセージが実際にデスティネーションに届いたか確実ではない、信頼のできないUDPトランスポートプロトコルを使用します。


· メッセージが喪失したかどうか知る方法がありません。メッセージはネットワーク上で迷子になることがあり、中央サーバーや中間のネットワーキングデバイスがオーバーロードになった場合、受信メッセージを処理することができません。


伝統的なシスログソリューションはUDPトランスポートプロトコルを使用するため非常に多くのメッセージを喪失することがあります。メッセージをリモートサーバーに転送するためにUDPを使用する時は、高負荷条件下では99％以上の可能性でシスログメッセージを喪失するという測定結果が示されています。この割合は単一のサーバーが非常に多くのクライアントのログを収集しなければならない場合にはもっと悪くなる可能性があります。これはメッセージのほんの一部分だけが中央サーバーに届くということを意味します。そのため、UDPはログメッセージのような大切な情報を転送するには適したものではないことは明らかです。ログをきちんと収集したいならば、syslog-ngのようなTCPプロトコルにもとづいたソリューションを使わなくてはいけません。


集中ロギングはWindowsオペレーティングシステムでもまた大きな問題となります。Windowsにはsyslogに似たものがなく、リモートログはWindowsオペレーティングシステムの一部ではないからです。Windowsでの一般的なソリューションは定期的にファイルをダウンロードする中央サーバーでログファイルを保存するフォルダを共有することです。しかしメッセージが即座にサーバーに転送されずに攻撃者に操作される時間があるため、このソリューションにはセキュリティ上重要な問題があります。


1.2 分散型システムロギング


分散型システムロギングは地球規模における実質上の集中ロギングです。集中ロギングソリューションは通常ローカルネットワークのログを収集します（例：サイト、オフィス、あるいは特定のファシリティ）。また分散型ロギングは企業の複数の異なるファシリティからログを収集します。このファシリティは世界中に広がる可能性があります。それにはログメッセージはインターネットを通して転送することになりますが、信頼性と暗号化が必須になります。


シスログメッセージを複数の異なるロケーションから中央サーバーに収集したい場合、分散型シスログアーキテクチャーを作成しなくてはいけません。その典型的な例は、異なる都市に事業所を持ち、本社で全てのファシリティのログを保存したいという企業や組織です。制限がある帯域を提供するWide Area Network(WAN)リンク経由のインターネット接続のファシリティは一般的ではありません。分散型シスログソリューションを実装するとポリシーコンプライアンスで要求されるログの管理、分析、アーカイブを単純化します。


分散型システムロギングインフラストラクチャーを実装する時には、以下の要件を満たす必要があります。


· エンドシステムで送信されたメッセージがサーバーに到達できる（信頼できる転送）


· ネットワークやサーバーが一時的にダウンした時にメッセージを喪失しない（ディスクバッファー）


· 中央サーバーへの通信が暗号化されており、第3者が機密データにアクセスできない（SSL/TLS　サポート）


· エンドシステムが識別され、中央ログに偽のログメッセージを入れることができない。

2 イントロダクション

オペレーティングシステム、アプリケーション、そしてネットワークデバイスは、ユーザーログインやファイル作成、リモートホストへのネットワーク接続の開放などのイベントのテキストメッセージを作成します。


これらのメッセージはログメッセージと呼ばれ、セキュリティに関する出来事や操作上の問題、ポリシー違反の発見に使用することができ、監査やフォレンジックに役立ちます。昔からログメッセージの分類は、様々なログファイル解析ユーティリティで、外部のシスログシステムで行われていました。しかしSyslog-ngの新しい特長は、シスログデーモン内で処理を行おうとすることです。

それらを認識するためのメカニズムに加えて、ログメッセージを類型化するために、より単純なシンタックスを使用することによって、syslog-ngのメッセージ分類はログファイルのポスト解析の必要性を減少させることができ、システム管理者の負担を緩和することができるでしょう。

ログメッセージには定義済みのコンテンツがありません。そのため、メッセージを書いた開発者の考え方によって、明瞭にも曖昧にもなり得ます。どちらにしても多くの場合、人間の読み手を意識して書かれています。これは最近ではより多くの会社や組織が社内のログメッセージを中央ログサーバーで収集し、不法侵入やネットワークエラー、そしてその他の問題を自動的に発見しようと試みていることを考慮に入れておりません。

Syslog-ngでのメッセージ分類は、ログメッセージへのメタデータ（例えばユーザーログインやハードウェアエラーのようなイベントタイプ）の追加を可能にすることによってこの状況を改善します。また、メッセージから関連データ（ユーザー名など）を抽出することもでき、この情報を基にして何をするか、またはログメッセージをどこに保存するかを決めることができます。例えば、特定のイベントに関するレポートを作成する必要がある場合、レポートのベースに使うことができるログファイルに分けられている関連イベントのメッセージを収集することが可能です。

3 シスログとSyslog-ngの概要

アプリケーションは通常、ログメッセージが保存されている場所かローカルマシンのログファイル（通常は/var/log/の下）もしくはリモートサーバーにメッセージを送るオペレーティングシステムのシスログデーモンにログメッセージを送ります。UnixやLinux OSの多くは、シスログデーモンとしてsyslogdアプリケーションを使用しています。このシスログデーモンは受信したログメッセージに、メッセージを受信した日付や時間、またはメッセージが作成された場所のホスト名やアドレスのような、シスログヘッダーと呼ばれるメタ情報を追加します。

シスログデーモンの代替としてのsyslog-ngの9年間に及ぶプロジェクトは有名で、信頼性のあるメッセージ転送と柔軟性のあるメッセージフィルター、そしてソート機能により、その名前を確立しました。そのときに、SQLデータベースへの直接ログやTLS暗号メッセージ転送、ログメッセージのコンテンツの解析や変更を含む多くの新しい機能が付け加えられました。ほとんどのSUSEとopenSUSEの配布にはデフォルトのシスログデーモンとしてsyslog-ngが使われています。


Syslog-ng 3.0では新しいメッセージ解析と分類機能（パターンデータベースやpatterndbのダビング）が紹介されました。3.1での最近の改良と、ログメッセージの処理と解析に対する要求の増加により、Syslog-ng機能への注視が当然のこととなっています。

中央syslog-ngログサーバーの主要な役割は、クライアントから送られたメッセージの収集と、シスログメッセージのヘッダーやログメッセージ内で受け取った情報によって、適切なデスティネーションにメッセージを送ることです。様々なフィルターを使うことによって、複雑なツリー状のログルートを作ることも可能です。


例）：




図1. syslog-ngでのログメッセージのルーティング


同様に、フィルターの代わりにルールの書き換えを使って、必要に応じて簡単にメッセージを変更することもできます。ルールの書き換えは簡単に検索と置換ができ、特定の値にメッセージフィールドを設定することもできます。これはクライアントがsyslog RFCに応じるログメッセージの適切なフォーマット化をしない場合に便利です（これは、意外にもルーターとスイッチでは一般的です）。ｖ3.1では、最新のシスログメッセージフォーマット（RFC5424）を使ったメッセージでデータ要素の構成を書き換えることができます。

4 Artificial ignorance（人工無能）

ログメッセージの分類および識別には多くの用途があります。レポートやコンプライアンスに便利なだけでなく、セキュリティおよびシステム保守の観点から見るとさらに重要です。Syslog-ngパターンデータベースは、ログの処理方法としてMarcus J. Ranum (MJR) が述べている“artificial ignorance（人工無能）”を使っている場合にも好都合です。

Artificial ignorance-興味のないログ入力を捨てるプロセス。必要ないものを捨てた後に何かが残った場合、残ったものは必要なものであるはず。

Artificial ignoranceは、動作中のシステムで例外を発見する方法です。ログ解析では、これはシステムの通常動作に起因するよくあるログメッセージであまり必要のないものを認識し、無視することを意味します。しかし、事前にログに現れない新しいメッセージは重要なイベントであると考えられるため、念入りに調査する必要があります。

5 syslog-ngパターンデータベース

syslog-ngのアプリケーションを使えば、受信したログメッセージの中身を所定のメッセージパターンと比較することができます。それによって、syslog-ngはログメッセージを正確に識別して、ログメッセージを引き起こしたイベントを記述するメッセージに、クラスを割り当てることができます。デフォルトでは、syslog-ngはunknown、system、security、violationというクラスを使用しますが、このクラスをカスタマイズすることもでき、識別されたメッセージにさらにタグを割り当てることもできます。


ログメッセージを識別する従来からの手法としては、（例えばLogcheckプロジェクトが行っているような）正規表現が使用されます。syslog-ngのパターンデータベースは、この業務にラディックスツリーを使用していますが、次のような重要な利点があります：


· 正規表現に基づく手法よりも、遥かに素早くメッセージを素早く分類できます。パターンの総数は、メッセージを処理するスピードにはほぼ影響を与えません。影響を与えるのは、ラディックスツリーにおける結合数と同じように、メッセージの長さと、“同じような”メッセージの数です。


· 正規表現に基づく手法では、パターンの数が比例して処理が遅くなります。ラディックスツリーを使えば、メッセージの解析にはパターンとの簡単な比較がごく少数実行されるだけなので、極めて容易に拡張できます。


· syslog-ngのメッセージパターンは簡単に記載し、理解し、メンテナンスすることができます。


次の例で比べてみましょう：

OpenSSHサーバーからのログメッセージ：


Accepted password for joe from 10.50.0.247 port 42156 ssh2

ログメッセージを記述する正規表現と変数：


Accepted \


(gssapi(-with-mic|-keyex)?|rsa|dsa|password|publickey|keyboard-interactive/\


pam) for [^[:space:]]+ from [^[:space:]]+ port [0-9]+( (ssh|ssh2))?

syslog-ngのパターンデータベースの同様のパターン：

Accepted @QSTRING:auth_method: @ for @QSTRING:username: @ from \


@QSTRING:client_addr: @ port @NUMBER:port:@ @QSTRING:protocol_version: @

同じイベントを記述するログメッセージは、明らかに異なっています：ログメッセージには、メッセージごとに異なる、ユーザー名、IPアドレス、タイムスタンプなどの様々なデータが含まれています。これらのデータによって正規表現ではメッセージを解析することが非常に困難になっているのです。syslog-ngでは、メッセージの中のこれらの箇所はパーサーという特別なフィールドで囲むことができます。パーサーは上記の例の中で@で区切られた箇所です。これらのパーサーは、文字列(@STRING@)、ナンバー(@NUMBER@または@FLOAT@)、IPアドレス(@IPV4@、@IPV6@、@IPVANY@)のような特別な形式のデータを処理します。また、パーサーには名前を付けることができ、フィルターの中で参照したり、ログファイルまたはデータベーステーブルの名前でマクロとして参照したりすることもできます。


また、@ESTRING@のパーサーを使って、特定の文字または文字列で終わるメッセージを解析することもできます。または@QSTRING@のパーサーを使って、指定した2つの文字に囲まれたテキストを解析することも可能です。


syslog-ngのパターンデータベースは、パターンとパターンに関する様々なメタデータを保存するXMLファイルです。メッセージパターンは、受信するメッセージを識別するために使用されるサンプルメッセージです。一方、メタデータには記述やカスタムタグ、メッセージクラス（特殊な形式のタグ）、ネームバリューペア（これも別の形式のタグ）などを含めることができます。


syslog-ngのアプリケーションには分類の結果を活用するためのマクロが組み込まれています：.classifier.classマクロには、メッセージに割り当てられたクラス（例えばviolation、security、unknownなど）が含まれていて、.classifier.rule_idマクロにはメッセージに合致したメッセージパターンの識別子が含まれています。また、メッセージに割り当てられたタグでフィルターをかけることもできます。シスログと同様に、これらのルーティングルールはsyslog-ng.confファイルで指定されます。


6 syslog-ngを使用する


これらの機能を使用するために、syslog-ngの少なくともバージョン3.1（バージョン3.2を強く推奨します）を入手して下さい。古いバージョンでは以前の、今ほど完璧ではないデータベースフォーマットを使用しています。


パターンデータベースファイルの構文は、最初は少しとっつきにくく見えるかもしれませんが、任意の要素がほとんどです。はじめにThe syslog-ng 3.2 Administrator Guide [PDF]とサンプルデータベースファイルを確認しください。

syslog-ngのバージョン3.1では、pdbtoolという小さなユーティリティがパターンデータベースのテストと管理をお手伝いします。特定のログメッセージがデータベースに認識されるかを素早くチェックすることができ、XMLファイルをsyslog-ng用の単一のXMLにマージすることも可能です。詳細はpdbtoolのhelpをご確認下さい。

7 要約

syslog-ngのパターンデータベースはメッセージを分類するための強力なフレームワークとなります。しかし、データベースを動かすメッセージのパターンがなければ無力です。ITシステムは多くのアプリケーションを動作させる複数の構成要素から成っているので、多くのメッセージパターンが作成されます。このため、データベースを効果的に使うために重要なパターンを大量に作成するには、関係者が協力して努力する必要があることは明らかです。


はじめに、syslog-ngの開発元であるBalaBitのこれまでに蓄積した多数のパターンデータベースを利用できます。現在、これらのファイルにはApache、Postfix、Snort、様々な一般的なファイアーウォールのアプライアンスを含む200以上のアプリケーションやデバイスに対応した、8000以上のパターンが記録されています。syslog-ngのパターンデータベースはCreative Commons Attribution-Share Alike 3.0(CC by-SA)のライセンスの使用許諾契約の元で自由に使用することができます。


パターンデータベースを共有するコミュニティサイトは現在作成中で、サイトが完成するまでは、パターンデータベースに関連するディスカッションと質問は一般的なsyslog-ngのメーリングリストで行って下さい。


7.1 Balabitについて


BalaBit IT Security Ltdは、最上級の基準を満たすネットワークセキュリティソリューションの開発者です。BalaBitはハンガリーの会社です。同社の主な製品は次の通りです。シスログに取って代わるソリューションとして世界中で広く使用されているsyslog-ngシステムロギングソフトウェア。syslog-ng Store Boxログサーバーアプライアンス。SSLやSSHで暗号化されたプロトコルを含めて20以上のプロトコルを監視できるZorpモジュラープロキシゲートウェイ。SSH、RDP、VNC、Telnetトラフィックを透過的に管理、監査、応答できるアプライアンスのShell Control Box。


商用およびオープンソースのBalaBit製品について、もっと知りたい場合は、以下のリンクから、評価版をリクエストするか、リセラーを探して下さい：


· BalaBit syslog-ngホームページ

· ジュピターテクノロジーShell Control Boxホームページ 

· ジュピターテクノロジーsyslog-ng Store Box (SSB)ホームページ

· ジュピターテクノロジー製品マニュアルやその他のドキュメント

· お問合せ

日本語マニュアル発行日　2012年7月19日


本マニュアル原文は『Log message classification with syslog-ng』です


ジュピターテクノロジー株式会社 翻訳グループ




