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データ活用が成功に導く 
ログ解析ツールの比較 ～Flowerfire 社 Sawmill vs Google Analytics（GA）～ 

 

ビジネスではデータが全てです。販売する製品やサービス、あるいはサポートするシステムに関

わらず、優れたデータは収益にとって重要です。データは市場、顧客、競合の理解を手助けします。

データは重要な決定を導く実践的な情報となります。 

 

バックエンドのデータも同様に極めて重要です。幸いにも技術のおかげでそれを上手く実現して、

ひたむきに処理することができます。アプリケーションとシステムのログは、トラフィック、トランザク

ション、トレンドの詳細データを丹念に取得して記録します。これらのログは以下の鍵となる質問

への解答を提供します。 

 

• システムがどのように動作しているか？ログデータはチームメンバーが帯域幅、ディス

ク空き容量、メモリ使用量を監視して、必要な技術的リソースの追加導入を手助けします。ト

ラブルの最初の兆候があった時点で、内情に通じた者は答えを探すためにログと向き合いま

す。 

 

• 誰がユーザーで、彼らに重要な情報はどれか？ログデータは誰がサイトを訪問したか、

彼らはどこから来たか、どのようにシステムを使用しているかを追跡します。サイトトラフィック

を監視することで、人気のあるコンテンツや機能を特定して、初期のトレンドや新たな機会を

捉えることができます。 

 

• システムは侵入やその他の技術的脅威から保護されているか？ログは絶え間なく

進化する脅威の世界との闘いの最前線です。リアルタイムでアラートを上げるためのリアル

タイムデータはシステムを安全に保ち、重要な機密情報を守るのに最適な戦略となります。 

 

これらの質問は始まりに過ぎません。膨大な量のログデータは究極的に 1 つの目的に寄与します。

即ち、技術投資の確保が顧客やパートナーの現実世界のニーズに見合っているということです。

IT 組織はログデータをビジネスの計画、保護、成長に利用できる答えに変換するという価値ある

仕事を実践しています。しかし、そのために最適なツールが使われているのでしょうか？ 

 

本紙は Flowerfire 社の Sawmill と Google Analytics（GA）という 2 つの定評あるログ解析ソリューシ

ョンについて述べています。Sawmill は 1997 年に最初にリリースされ、様々な規模の IT 組織から

必要不可欠なツールであると長年見なされてきました。Sawmill の豊富な機能と 1,000 種類以上の

ログフォーマットのサポートは重要ですが、本紙では主に Sawmill の Web サイト解析ソリューション
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に限って言及します。 

 

2005 年にリリースされた Google Analytics は、長年 IT 業界で人気のあった別の On Demand 

Urchin をアップデートして改良したバージョンです。Urchin は買収され、その後 2005 年に Google 

Analytics として再登場しました。 

 

最初の課題－ニーズの明確化 

ソリューション選択の最初のステップは、ニーズを明確にすることです。システムやユーザーがど

のようにデータを作り出し、消費しているかをよく理解したら、組織全体に最大限の利益をもたらす

ソリューションを選択することができます。その判断は単にデータについてだけのものではありま

せん。それは技術やユーザーの動きに寄り添ったものでなくてはなりません。 

 

ソリューションの比較 
互いに機能は似ているように見えますが、Sawmill と Google Analytics は極めて異なる動作をしま

す。Google Analyticsは従来型Webベースのクライアントサイドのロギングアーキテクチャーを使っ

ています。一方、Sawmill はログデータをローカルにインポートして処理し、サーバーログからデー

タベース、そしてレポートへとリアルタイムのデータストリームを作り出します。 

 

本紙では、この 2 つの製品を下記の機能やサービスについて比較します。 

 

プロセス 

データの閲覧と共有 

リアルタイムアップデート VS バッチアップデート 

互換性 

パフォーマンス 

拡張性 

サポート 

 

1 プロセス 

 
 

Sawmillは選択されたログデータをインポートしてデータベースに集積します。洗練された Webイン

ターフェイスにはログデータのフォーマットに特化・調整したレポートが階層的にグルーピングして

表示され、フィルターの使用によりさらに精緻化したデータを表示することができます。 
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データはリアルタイムで更新され、強力なズームによって必要とするデータの重要な箇所を素早く

絞り込んで見つけ出すことができます。 

 

 

Google Analytics は、固有のサイトコードを監視し、クライアントサイドとサーバーサイドのロギング

を組み合わせて開始します。ダッシュボードには主要なデータ閲覧が集積されていて、レポートに

アクセスできます。データは断続的に更新され、頻繁に更新されるものがあれば、24～48 時間以

上更新されないものもあります。 

 

2 データの閲覧と共有 

各ソリューションは同様のレポートを提供し、同レベルのカスタマイズをサポートしています。現時

点のログファイルのデータに基づき、瞬間かつ最新の統計レポートを可能にする Sawmill のリアル

タイムデータがレポートの可能性を広げる一方で、Google の規定のレポートは Web サイト解析に

密接にフォーカスしています。 

 

2.1 Sawmill データ閲覧 

Sawmillはデータがどのように見えるかを扱うためにレポートを使用します。Sawmillはリアルタイム

でログデータを流すことができるので、レポートは単なるスナップショットではなく、要望通りの生の

データを表示します。リアルタイムの更新は必要に応じて設定したり、無効にしたりすることができ

ます。 

 

2.2 Sawmill レポートのカスタマイズ 

規定レポートはログフォーマットに基づいており、Sawmill には既に探しているデータに関する非常

に良いアイデアが含まれています。この知見に基づいた規定のレポート表示が組み込まれていて、

すぐに適切なデータにたどり着くことができます。即座にレポートからデータを表示/非表示するチ

ェックボックスを使用し、マウスのクリックでいつでもその更新ができます。 

 

強力なカスタマイズレポート機能で規定レポートを編集するだけでなく、プロファイルにカスタマイ

ズしたレポートを追加することもできます。インタラクティブなピボットテーブルを含み、チャートやグ

ラフの作成は簡単です。また、データ表示の最適方法を選択することで、チャート内の個別データ

要素を整形することもできます。 
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2.3 Sawmill レポートの共有 

Sawmillではきめ細かなアクセスコントロールができるので、ユーザーのレポート機能へのアクセス

方法を制限することでレポート機能へのアクセスを管理することができます。必要に応じて ユーザ

ーがレポートを追加または編集することを制限することができます。また、インターフェイスを使用

して簡単にレポートを外部のユーザーに電子メールで送信することができ、しかも設定された間隔

で自動的に送信することができます。さらに、Sawmill レポートは PDF や CSV としてダウンロード

してエクスポートできます。 

 

2.4 Sawmill フィルターの使用 

Sawmill のレポートフィルターで事前定義された要件を満たしていない、または指定された値が含

まれていないデータの表示を制限することにより、関連するデータをさらに簡単に見つけることが

できます。たとえば、特定のドメインからのトラフィック上のデータだけを参照することや、サイトコン

テンツの特定の部分のビューやダウンロードにフォーカスすることができます。 

 

また、複数のフィルターを同時に使用することができます。データがフィルタリングされたら、すぐに

特定の結果をズームインすることができます。ドリルダウンしながらも動的なデータのフィルタリン

グは継続するので 1 つの重要なメトリックの追求をより早く行えます。 

そして、Sawmill の最適化されたインポートプロセスは、ブラウジングが迅速かつ効率的なままで

行えていることを保証しています。 

 

2.5 Google Analytics データ閲覧 

Googleもまた、データの閲覧方法を管理するためにレポートを使用しています。Google のレポー

トはディメンションに編成標準メトリクスデータが含まれています。ディメンションは基本的にレポー

ト列であり、Google Analytics では本国、使用ブラウザ、キャンペーン名などのユーザーがサイト

に来るきっかけとなった属性をマップするものです。 

 

2.6 Google Analytics レポートのカスタマイズ 

Google AnalyticsはWebトラフィックを分析するために構築されているため、規定のレポートはその

タスク中心に構築されています。規定のダッシュボードには、ページビュー、ソース毎の訪問数、

訪問者（新規/再訪）のような一般的なレポートが表示されます。このダッシュボードは必要に応じ

て再構築することができ、他のレポートや既存データのカスタマイズされたビューを追加すること

ができます。 
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また Google Analytics はカスタマイズされたレポートをサポートしています。そのカスタマイズのほ

とんどは既存のレポートからのデータの削除を伴い、あなたや他のユーザーにとって重要なデー

タがハイライトされたレポートを作成することができます。しかし、より多くの、またはより豊富なデ

ータセットを取り入れるためのGAのレポート拡大能力は、動きが鈍いか、もしくは使用不可のどち

らかです。 

 

2.7 Google Analytics レポート共有 

カスタムレポートは、Google Analytics のプロファイルへのアクセス権を持つユーザーに自動的に

入手可能であり、また、ユーザーのレポートへのアクセスを管理する独自の権限を設定できます。 

Google Analyticsもまた、すぐに他のGAチームのメンバーや他の非GA Googleのユーザーとレポ

ートを共有することができ、レポートが設定された間隔で自動的にユーザーに送信されるようにス

ケジュールすることもできます。他のGoogleユーザーとGoogleのレポートを共有することも簡単で

す。 Google Analyticsのレポートはダウンロードし、PDF、XML、CSV、およびTSVファイルとしてエ

クスポートすることができます。レポートデータのエクスポートはアプリケーションで設定された制

限の対象となります。 

 

2.8 Google Analytics フィルターの使用 

Google Analytics のレポートフィルターは、事前定義された要件を満たしていないデータ、もしくは

指定された値が含まれていないデータの表示を制限することにより、データ表示を簡素化します。

特定のブラウザを使用している訪問者だけを見たいのか、または特定の参照元 URL から来てい

る訪問者を見たいか選択できます。検索と置換フィルターは、長くて使いにくい URL のようなデー

タの表示を簡略化するためにも使用することができます。 

 

3 リアルタイムアップデート VS バッチアップデート 

Sawmill と Google Analytics の基本的なレポート機能は似ていますが、1 つ決定的な違いがありま

す。Sawmill では、ユーザーがリアルタイムのデータに直接アクセスできますが、一方、Google 

Analytics のユーザーはバッチアップデートでデータが更新されるのを待つ必要があります。

Google には 2～3 時間ごとに更新される情報もあれば一日一度だけ更新される情報もあります。 

 

3.1 リアルタイム/バッチは重要ですか？ 

バッチデータで十分な場合が多くあります。Google Analytics があらゆる規模の業界リーダーに人

気なのがその証拠です。一週間前のユニークなサイト訪問者の履歴ビューは、リアルタイムのレ
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ポートを必要としません。上位の検索キーワードの概要でさえ、1 日か 2 日古かったとしても関連

性を失うことはありません。 

 

しかし、バッチデータはより高度な計量には適していません。現行イベントやトラフィックを活性化さ

せるための他の特別プロモーションに依存しているサイトは、一日旧いデータを待つわけにはいき

ません。リアルタイムデータをこうしたサイトが、断続的なバッチアップデートで実現できないような

方法で機会を捕らえたり、挑戦への準備をしたりできるようにします。 

 

3.2 リアルタイムアラートはどうですか？ 

多くの企業は技術を監視するためにリアルタイムアラートを使用しています。問題が起こると間違

いなくログに表示されます。リアルタイムアラートは、その問題が起こった時間や必要な情報を持

っていることを保障します。リアルタイムレポートは、同じ値をあなたの Web サイト解析に追加する

ことができます。 

• Twitter や他の「リアルタイム」のフィードのようなサイトからのトラフィックを監視 

• 新しいコンテンツや機能の評判のフィードバックを即座に提供 

•  トラブルを示している可能性があるデータの急増を監視 

 

Web サイトの統計から離れるにつれてリアルタイムのレポートがさらに重要になることは明白です。

侵入検知、サーバロードバランシング、および保守·サポートサービスのほとんどは、リアルタイム

のレポートとアラートを必要としています。在庫や請求などの、多くの他の重要なビジネスアプリケ

ーションも、リアルタイムレポートや sawmill が提供するような警告機能から大きな恩恵を受けるこ

とができます。 

 

サイトトラフィックを監視し、履歴レポートを生成するだけの場合であっても、リアルタイムデータの

ポテンシャルは強力なままです。ソリューションを選択する際に、リアルタイム機能を持っているか

どうかを考慮するべきです。データにアクセスするために何時間も待ってはいられないはずです。 

 
 

4 互換性 

 

 

Sawmillは、Windows、Mac、およびUNIX上で動きます。また、CGIモードでも動きます。データベー

スサポートは MySQL、MS-SQL、および Oracle ODBC を含みます。 
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すべてのデータは Google ハードウェアで処理、格納されるので、Google Analytics を使うには、

Web ブラウザだけで十分です。 

5 パフォーマンス 

 
 

Sawmill の性能は、ある程度、処理されているログファイルのサイズによって決まります。2 種類の

プロセスがあります。データのインポートとレポート生成です。マルチプロセッササポートにより

Sawmill 処理を視覚化することができ、スピードの飛躍的な増加が可能になります。いったんデー

タベースが構築されると、生きたデータを使用した最新のレポート・ビューがすぐに手に入ります。 

 

新しいデータが入手可能な時、レポートのリフレッシュ率は、かなり早いです。ページタグを付ける

と、実際の Web ページの表示速度が落ちることが報告されています。いったん GA.を実行したら、

Web サイトは減速する可能性があります。 

 

6 拡張性 

ベストなソリューションにはいつも付加価値がついています。Sawmill も Google Analytics も、他の

サービスによる付加や API（アプリケーション・プログラミング・インターフェイス）の使用によって、

デフォルトの機能セットを拡張することができます。 

 

 

 

一般的なログツールとしてデザイン、開発されたSawmillは、既に1,000種類以上のログフォーマッ

トと統合され、様々なハードウェアとソフトウェアのアプリケーションとアプライアンスに対応してい

ます。最近のリリースでは、Sawmill の Web トラフィック分析機能が拡大、改善されています。 

 

ClickStreamサイトのトラフィックプラグインとGeoLite Cityジオグラフィックオーバーレイを追加する

Sawmill は決定しました。これにより Sawmill は、Google Analytics が実現しているように、今や、ほ

とんどのクライアント側の分析機能セット・ソリューションと合致することができます。 
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6.1 Sawmill 強力な言語 Salang 

よいプログラマーはより深く Sawmill を導入することができます。開発者は Sawmill に融和的で、強

力な拡張性言語である Salangを使うことができます。これによりWebとレポートインタフェースを完

全にカスタマイズすることができます。これは、ユーザーインターフェイス、レポートインタフェース、

ログパーサーでさえ、お客様の組織に合うように、修正・改善できることを意味しています。 

 

Urchin を買収した時、Google は Urchin を他の人気のある Google のマーケティングサービスと統

合するのが必要不可欠であることを知っていました。結果として、Google Analytics は AdWords や

AdSense のような他のポピュラーなアプリケーションと滑らかに動作するようになりました。Google

がこのパッケージを拡張するために、これらのサービスはまた、Google Analyticsにプラグインする

べきです。 

 

6.2 データをエクスポートする API 

Google Analytics は API も提供しています。データをエクスポートする API は、クエリを使って戻さ

れたデータ結果を改良するだけでなく、GA からデータを受け取るクライアントのアプリケーションを

発展させるために用いられます。API は今のところまだベータにあり、GA データへのリードオンリ

ーアクセスを可能にするだけです。Google API はまた GA とクライアントアプリケーションに分けら

れうるデータ量の限界を厳しく設定しています。 

 

7 サポート 

分析データの大部分を作成することは面倒な作業かもしれません。技術問題を解決するための

手助けが必要な時、または重大な新しいアイデアを実行に移す時、組織はどこに向かうのでしょ

う。 

 

 

 

Sawmill は管理者とエンドユーザー両方に利用可能なドキュメンテーションを作成します。ドキュメ

ンテーションは Web アプリに埋め込まれているため、クリックするだけです。IT のプロに Sawmill が

長い間人気を得ているのは、専門のユーザーとエキスパートが、インフォーマルな補助を提供す

るフォーラムがあるからです。 

 

Sawmill は公式なテクニカルサポートも提供しています。すべてのユーザーは無料でフォーラムと
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E メールサポートを受けられます。年間料を払えば、テクニカル・サポートスタッフに直接電話でア

クセスできるプレミアムサポートも受けられます。Sawmill は、導入計画を手助けしたり、Sawmill の

サービスを拡張したり、または他の問題を解決したりするために、料金ベースのコンサルティング

専門知識も提供しています。 

 

 

Googleは一般的に、企業用の製品でさえ、サポートをほとんど提供していません。しっかりとしたド

キュメンテーションとユーザーフォーラム（一般に役立つけれども、決して決定的ではない回答）を

抜かせば、どんな公式なサポートも行っていないのは、事実ではあります。幸運にも、広範囲に広

まった Google Analytics の恩恵を受けて、それが本当のテクニカルサポートとしてのレベルで無か

ったとしても、他のGAユーザーが利用する巨大なコミュニティで、アドバイスを入手することができ

ます。もしより専門的なサポートが必要ならば、 Google Analytics・コンサルタントに使用料を払え

ば利用可能です。 

 

まとめ 
お客様がどのような規模の IT 組織を有しているのであれ、大胆にログデータを分け、仕事をさせ

るために、Sawmillのあるバージョンで作動すると激しく動作することがあります。Sawmillは、たくさ

んのパワーを有する大きなツールであるため、その能力はWebサイト分析の狭い仕事をはるかに

越えています。従ってその場合は、Web 自身を改革した当事者によって構築されたより素早く動く

Google のソリューションを選ぶのをお勧めいたします。 

 

もし Google Analytics が他の製品では見つけられない機能と価値を提供しているのであれば、ス

マートな選択と言えます。しかし、Sawmill のソリューションはほぼ Google に合致しており、Web サ

イト分析はアプリケーションの多くの強みのうちの 1 つに過ぎません。最終的にリアルタイムのデ

ータに対するサポートも、本当に進んだカスタマイズもできない Google は新しいものを導入できな

いのです。強みを欠く Google ではなく、Web分析ソリューションとして Sawmill を選ぶのは今まで以

上に容易になりました。 

 

会社概要： Flowerfire 社 
Flowerfire 社は 1996 年に設立されたカリフォルニアのサンタクルスに拠点を置くソフトウェア会社

です。同社はログ分析とレポートソリューションを提供し、主要製品は Sawmill となっております。

Sawmill は 1,000 を超えるログフォーマットからレポートを分析・生成できる世界的なログ分析ツー

ルです。あらゆるポピュラーな Web サーバー、メディアサーバー、セキュリティアプリケーション、メ
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ールサーバー、スパムフィルター、ファイアウォール、プロキシ、ゲートウェイ、および FTP サーバ

ーからのログファイルを分析します。Sawmillに加えてFlowerfire社は、ログ分析とレポートソリュー

ションのためのコンサルティングサービスを提供しています。Flowerfire 社は、非公開の家庭的で

従業員により所有、管理された企業です。 
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