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1 はじめに 

クレジットカード会員データの保存、処理または送信等、ペイメントカードの処理に関与する組織は、

クレジットカード業界（PCI）データセキュリティ基準（DSS）を実装するようにクレジットカード会社に

よって求められています。 

PCI DSS は、カード会員データを保護するように設計された技術的および運用上の要件のベース

ラインを提供します。 PCI-DSS3.0 は、2013 年に出版されました。この最新版は、次の表に要約

されている 6 つの制御目標と 12 の要件で構成されています。 

 

制御目標 PCI-DSS 要件 

安全なネットワークとシ

ステムの構築と維持 

 

1. カード会員データを保護するために、ファイアウォールをインストー

ルして維持する 

2. システムパスワードおよびその他のセキュリティパラメータにベン

ダー提供のデフォルト値を使用しない 

 

カード会員データの保護 3. 保存されるカード会員データを保護する 

4. オープンな公共ネットワーク経由でカード会員データを伝送する場

合、暗号化する 

 

脆弱性管理プログラムの

維持 

5. マルウェアに対してすべてのシステムを保護し、ウィルス対策ソフト

ウェアを定期的に更新する 

6. 安全性の高いシステムとアプリケーションを開発し、保守する 

 

強力なアクセス制御手法

の導入 

7. カード会員データへのアクセスを、業務上必要な範囲内に制限す

る 

8. システム・コンポーネントへのアクセスを識別・認証する 

9. カード会員データへの物理アクセスを制限する 

ネットワークの定期的な

監視およびテスト 

10. ネットワークリソースおよびカード会員データへのすべてのアクセ

スを追跡および監視する 

11. セキュリティシステムおよびプロセスを定期的にテストする 

 

情報セキュリティポリシ

ーの維持 

12. すべての担当者の情報セキュリティに対応するポリシーを維持す

る 
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1.1 ログ管理の役割 

ログメッセージは、ネットワーク、デバイス、およびこれらのデバイス上で動作するアプリケーション

のイベントに関する重要な情報を提供します。ログメッセージはユーザーとシステムの活動を記録

し、セキュリティインシデント、運用上の問題、その他、ポリシー違反等の問題の検出に使用する

ことができるため、状況の監査とフォレンジックにおいて有用です。PCI DSS の要件 10 を満たすに

はログの収集、保存およびレビューが必須ですが、ログメッセージは標準の他の要件の遵守を証

明するために非常に便利なツールです。次の表は、ログ管理が直接または間接的に PCI DSS に

準拠することができる例です。 

この文書では、ペイメントカード業界のデータセキュリティ基準(PCI-DSS)に準拠したシステムログ

(syslog)およびイベントログメッセージを収集、保存、および管理する際にsyslog-ng Store Boxアプ

ライアンスと syslog-ng Premium Edition のアプリケーションを使用する利点について説明します。 

この文書は一元化されたログソリューションの実装に取り組んでいる技術的な専門家や意思決定

者のために推奨されていますが、基本的なネットワークの知識を持つ人なら誰でも完全に内容を

理解することができます。 

ここで説明する手順と概念は、SSB version 3 F2 と syslog-ng Premium Edition version 5 LTS にも

適用可能です。 

 

1.2 コンプライアンス遵守のための syslog-ng PE と SSB の利用 

コンプライアンスはいくつかの分野においてますます重要になってきています。法律、規制、業界

基準は、セキュリティ意識の強化と機密データ保護を指示しています。その結果、企業はビジネ

ス・プロセスの取り締まりと監査能力を強化する必要があります。いくつかの規制には（しばしば数

年に及ぶ長時間分のログの保持を含む）ログの一元収集を必要とするため、これには徹底したロ

グ管理が必要になります。 

 

ログメッセージはネットワーク、デバイス、およびこれらのデバイス上で動作するアプリケーション

のイベントに関する重要な情報を提供しています。ログメッセージはユーザーとシステムの活動を

記録し、セキュリティインシデント、運用上の問題や、ポリシー違反等のその他の問題を検出する

ために使用することができ、状況の監査とフォレンジックにおいて有用です。 

PCI DSS の要件 10 にはログの収集、保存およびレビューが必須ですが、ログメッセージは標準の

他の要件の遵守を証明するために非常に便利なツールです。 

 

syslog-ng Premium Edition は企業が IT 環境からログメッセージを収集、フィルター、正規化、転送、

および保存することを可能にします。syslog-ng Premium Edition を使用すると、運用の改善、セキ

ュリティ脅威の視認化、コンプライアンス遵守のためにログ管理インフラストラクチャを一元化、ま

た簡素化することができます。syslog-ng Store Box (SSB)は syslog-ng Premium Edition の強みの 
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上に構築された信頼性の高いログ管理アプライアンスであり、また機能を拡張し、グラフィカル・ユ

ーザ・インタフェース、柔軟性、高速検索機能、カスタムレポートその他の便利な機能を提供してい

ます。 

 

syslog-ng Store Box ログサーバーアプライアンスと syslog-ng Premium Edition ログ収集アプリケ

ーションは多種多様なオペレーティングシステムからのログメッセージの安全な送信及び保存を

保証し、あなたがクライアントから中央のログサーバーに送られるログメッセージを収集するため

の、完全で信頼性が高く、信頼できるログ・インフラストラクチャーを作成するために必要なツール

を与えます。 

1.3 導入事例 

以下の金融セクターの企業は数ある製品の中で、本番環境で SSB を使用することにしました： 

1.3.1 syslog-ng Store Box 導入事例 

以下の企業は数ある製品の中で、本番環境で SSB を使用することにしました： 

• DATA BASE FACTORY (ケーススタディを参照)  

• Fiducia IT AG 

• LinkedIn Corporation  

• Societe Generale  

• University of Exeter (ケーススタディを参照)   

1.3.2 syslog-ng Premium Edition 導入事例 

以下の企業は数ある製品の中で、本番環境で syslog-ng PE を使用することにしました： 

• Air France 

• Coop Denmark 

• DataPath, Inc. (ケーススタディを参照) 

• Facebook 

• Hush Communications Canada Inc. 

• Tecnocom Espana Solutions, S.L. (ケーススタディを参照) 

• Telenor Norge AS (ケーススタディを参照) 
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2 syslog-ng Store Box と syslog-ng Premium Edition を使用した

ポリシー遵守 

次の表は、ログ管理と監査に関連するペイメントカード業界データセキュリティ基準バージョン 3 の

要件の詳細な説明を提供します。 

 

（翻訳注記：原則として、要件 3、4、10 以外は、間接的な効果となります。） 

 

要件 1：カード会員データを保護するために、ファイアウォールの設定を維持 

 

1.1.1 すべてのネットワーク接

続およびファイアウォール/

ルーター構成への変更を承

認およびテストする正式なプ

ロセス 

ログ管理の役割： 

コンプライアンスを実証するために設定の変更をファ

イアウォールのメッセージに記録することができま

す。 

syslog-ng PEができること： 

ファイアウォールからログサーバーへの信頼できるロ

グのパスを作成し、すべての構成変更の監査証跡を

保管するための改竄防止機能、デジタル署名機能、

タイムスタンプ機能を提供します。 

syslog-ng Store Boxができること： 

 syslog-ng Store Box を使用すると収集、転送、安

全かつセキュアなストレージ、バックアップ、アーカイ

ブ、クリーンアップができ、監査ログのライフサイクル

を管理するのに役立ちます。検索インターフェイスま

たは API を使用して、関連するファイアウォールのロ

グをすぐに見つけることができます。 
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要件 2: システムパスワードおよび他のセキュリティパラメータにベンダー提供のデフォルト値を使

用しない 

 

2.2.1 同じサーバーに異なっ

たセキュリティレベルを必要

とする機能が共存しないよう

に、1 つのサーバーには、主

要機能を 1つだけ実装する。

（たとえば、Web サーバ、デ

ータベースサーバ、DNS は

別々のサーバに実装する必

要がある。） 

注: 仮想化テクノロジを使用

している場合は、1 つの仮想

システム・コンポーネントに

主要機能を 1 つだけ実装す

る。 

ログ管理の役割： 

サーバーログを示すレポートはサーバが単独で主要

な機能を実行していることを証明します。 

syslog-ng PEができること： 

syslog-ng PE を使用すると、ホスト上でメッセージの

送信元の右側に、未知のプログラムからのログにフ

ラグをつけることができ、（例えば、不審なログメッセ

ージのリストとして）区別してルーティング、もしくはそ

れらに基づいてアラートを作成することができます。 

syslog-ng Store Boxができること： 

SSB は、サーバ機能について詳細に記載したカスタ

マイズレポートを生成することができます。 

 

 

2.2.2 システムの機能に必

要なサービス、プロトコル、

デーモンなどのみを有効に

する 

ログ管理の役割： 

ログは、攻撃のきっかけになるかもしれないために以

前に無効化したサービスが実行されていないかどう

かを判断するための貴重な情報源です。 

 

syslog-ng PEができること： 

syslog-ng Premium Edition を使用して、無効化され

たサービスからのログを通常のログトラフィックから

選別（フィルター）し、セキュリティアナリストに警告す

ることができます。 

 

syslog-ng Store Boxができること： 

syslog-ng Store Box を使用して、無効化されたサー

ビスからのログを通常のログトラフィックから選別（フ

ィルター）し、セキュリティアナリストに警告することが

できます。 
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要件 3: 保存されるカード会員データを保護する 

 

3.4 以下の手法を使用して、

すべての保存場所で PAN 

を少なくとも読み取り不能に

する（ポータブルデジタルメ

ディア、バックアップメディ

ア、ログを含む）。 

 強力な暗号化をベースに

した一方向ハッシュ（PAN 

全体をハッシュする必要が

ある） 

 トランケーション（PAN の

切り捨てられたセグメントの

置き換えにはハッシュを使用

できない） 

 インデックストークンとパッ

ド（パッドは安全に保存する

必要がある） 

 関連するキー管理プロセ

スおよび手順を伴う、強力な

暗号化 

 

ログ管理の役割： 

PCI DSS では、PAN データをログに含む必要がある

場合には、ログを読めなくするように求めています。

ログには、個人識別番号（PIN）、カード検証コードな

どの機密情報を含むかもしれません。 

 

syslog-ng PEができること： 

The syslog-ng Premium Edition のアプリケーション

は、必要に応じて強い、暗号化された安全なハッシュ

を使用して、任意の番号を隠すためにカード会員デ

ータを含むすべてのログをリライトすることができま

す。 

このリライトは、カード会員データがシステムから流

失していないことを確認するために、メッセージの送

信元で適切に行うことができます。 

また、ログは機密データが安全であることを確認する

ために、強力な暗号化機能を使用したバイナリで、タ

イムスタンプ付きのファイルに保存することができま

す。 

許可されたユーザーのみが復号キーにアクセスする

ことができます。 

syslog-ng Store Boxができること： 

syslog-ng Store Box は、機密データが安全であるこ

とを確認するために、強力な暗号化を使用してログメ

ッセージをバイナリで、タイムスタンプ付きのファイル

に保存することができます。許可されたユーザーの

みが復号鍵にアクセスすることができます。さらに、

syslog-ng Store Box は、検索インターフェイスへの

きめ細かいアクセス制御と暗号化機能を提供し、知

る必要性に基づいてPANデータを含む必要があるロ

グへのアクセスを可能にします。 
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要件 4：オープンな公共ネットワーク経由でカード会員データの暗号化送信 

 

要件 4.1：オープンなパブリックネ

ットワークを使用して重要なカード

保有者のデータを転送するとき

に、それを保護するために、強力

な暗号化技術とセキュリティプロト

コルを使用してください（たとえ

ば、SSL/TLS、 IPSEC、SSH な

ど）。その保護方法は、以下を含

みます。： 

■信頼できるキーと証明書のみ

が受け入れられます。 

■使用中のプロトコルは安全なバ

ージョンと構成のみをサポートし

ます。 

■使用中の暗号法を使用するこ

とで、暗号化の強度が適切になっ

ています。 

 

ログ管理の役割：ログには個人識別番号などの

情報（PIN）やカード検証コードのような、重要機

密情報が含まれています。このようなデータは

オープンなパブリックネットワークを介して送受

信をされる時、保護される必要があります 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition アプリケーションは、トランスポート層の

セキュリティ（TLS）をサポートし、クライアントとロ

グサーバー間の通信を暗号化します。また、メッ

セージの完全性を保護します。TLS 暗号化を使

用して、第三者が通信にアクセスし、修正を加え

るのを防ぎます。syslog-ng PE クライアントと

SSB ログサーバー間の通信は、X.509 証明書を

使用することでクライアントと相互認証すること

ができ、通信相手の身元を確認します。ログファ

イルに偽のメッセージを注入することから攻撃を

防ぎます。syslog-ng PE アプリケーションは、証

明書チェーンを検証し、選ばれた、強力な暗号

のみを使用します。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB はクライ

アントとログサーバー間を暗号化して、トランス

ポート層セキュリティ（TLS）の通信をサポートし

ます。またメッセージの完全性を保護します。

TLS の暗号化を使用して、第三者がアクセスし

たり変更することを防ぎます。syslog-ngPE クラ

イアントとの SSB ログサーバーの通信は X.509

証明書を使用してクライアントと相互認証するこ

とができ、通信相手の身元を確認します。ログフ

ァイルに偽のメッセージを注入することから攻撃

を防ぎます。Web インターフェイスと SSB の検索

API のみが、暗号化された HTTPS プロトコルを

介してアクセス可能です。 
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要件 5：マルウェアに対するすべてのシステムを保護し、定期的にアンチウイルスソフトウェアやプ

ログラムを更新します。 

 

要件 5.2：すべてのアンチウイル

スメカニズムは下記が維持されて

います。 

■リアルタイムであることが、保

持されます。 

■定期的なスキャンを実行しま

す。 

■PCI DSS要件 10.7によって、保

持されている監査ログを生成しま

す。 

ログ管理の役割：ウィルス対策ツールからのロ

グはアクティベートしたロギングを表示するだけ

でなく、アンチウイルスの更新が失敗したときに

も表示することができます。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition アプリケーションが大手ベンダーのアン

チウイルスツールのログを含んだ多種多様な

供給源から、ログを収集、集中管理することが

できます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB は、多種

多様な供給源からのログを収集、集中管理する

ことができます。PatternDB 機能を使用して、あ

なたはログを解析することができます。主要ベン

ダーからのウィルス対策ツールのログを分析し、

その情報を基づいてリポートを作成し、アラート

が発せられます（例えば、最新のデータベース

の更新、ソフトウェアバージョンなどです）。 
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要件 6：安全性の高いシステムとアプリケーションの開発と維持 

 

要件 6.3：内部および外部のソフト

ウェア・アプリケーション（Web ベ

ースのアプリケーションへの管理

アクセスを含む）下記のように、

安全に開発します。：  

■PCI DSS に従います（例えば、

安全な認証とロギング）。 

■業界標準とベストプラクティス

に基づきます。 

■ソフトウェア開発のライフサイク

ルを通して、情報セキュリティに

取り組みます。 

ログ管理の役割：ログ管理が今日のアプリケー

ション・セキュリティの主要な役割です。カスタム

アプリケーションは、アプリケーション・アクティビ

ティを追跡するログ生成機能を含んでいる必要

があります。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition のアプリケーションは多種多様なプラッ

トフォームの上で動作し、カスタムアプリケーシ

ョンのログ管理設定を容易にします。syslog-ng 

PE アプリケーションは様々なフォーマットと（例

えば、プレーン・テキスト、JSON、RFC3164、

RFC5424など）、様々な方式（例えば、UNIXドメ

インソケットや TCP などのファイルから読み取

り、SQL から直接取り込み、オペレーティングシ

ステムにロギング機能を組み込む）を使用し

て、アプリケーションからログを直接収集するこ

とができます。PatternDB 機能を使用して、セ

キュリティ・イベントを特定するカスタムアプリケ

ーションのためのパターンを書くことができま

す。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB は、様々

なログソースからログを収集、集中管理すること

ができます。syslog-ng PE の機能に加えて、

SSBは開発者とオペレータ（DevOpsチーム）が、

強力な検索インターフェイスと API を通して、適

切なオペレーション（セキュリティ面を含む）で、

カスタムアプリケーションを監視できる手助けを

します。 

 

 

要件 6.6：一般公開のウェブアプリ

ケーションは、継続的に、新たな

脅威や脆弱性に対処します。こ

れらのアプリケーションは、以下

のいずれかの方法による既知の

攻撃から保護されています。： 

ログ管理の役割：ログはトラフィックと Web アプリ

ケーションに関する豊富なデータソースを提供し

ています。ネットワーク層とアプリケーション層か

らログを収集、一元化することで、攻撃を識別す

ることが可能なコンテキストを提供することがで

きます。 
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■手動または自動化されたアプ

リケーションの脆弱性のセキュリ

ティ評価ツールや方法を介して、

一般向けの Web アプリケーション

のレビューをします。変更があっ

た後、少なくとも 1 年ごとに確認を

実行します。 

■自動の技術ソリューションをイ

ンストールします。継続的にすべ

てのトラフィックを確認し、一般公

開のウェブアプリケーションの前

で、Web ベースの攻撃（例えば、

目の前で Web アプリケーションフ

ァイアウォール）を検出、防止しま

す。 

 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition のアプリケーションは、ファイアウォール

や IDS などを含む様々なセキュリティデバイス

から、ログを収集し、処理することができます。

PatternDB または syslog-ng PE の正規表現マ

ッチング機能を使用して、既知の攻撃パターン

のログに対して、アラートを作成することができ

ます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB は、ファ

イアウォールや IDSなどを含む様々なセキュリテ

ィデバイスから、ログを収集し、処理することが

できます。これらのシステムのログから、既知の

攻撃パターンを探す検索機能を、自動でまたは

手動で、使用することができます。 
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要件 7：ビジネスニーズによりカード会員データへのアクセスを制限します。 

 

要件7.1：システム・コンポーネント

とカード会員データへのアクセス

制限をし、仕事でアクセスを必要

とする人々のみにアクセスを限定

します。 

 

ログ管理の役割：ログはシステム・コンポーネン

トとカード会員データへのアクセスを実証するた

めに使われます。 

syslog-ng PE ができること：すべてのログメッセ

ージは、いわゆるログストア™ファイルとして中央

ログサーバー上に、公開暗号キーを使用して、

暗号化されます。 syslog-ng PE アプリケーショ

ンは、デジタルファイルに署名することができ、

信頼性の高い日付を提供する外部のタイムスタ

ンプ局（TSA）に格納されたデータのためにタイ

ムスタンプのリクエストを送ることができます。 

syslog-ng Store Boxができること：SSBは、強力

な認証と細かなアクセスポリシーを使用して、ロ

グへのアクセスを制限することができます。すべ

てのログメッセージは、いわゆるログストア™ファ

イルとして中央ログサーバー上に、公開暗号キ

ーを使用して、暗号化されます。 syslog-ng PE

アプリケーションは、デジタルファイルに署名す

ることができ、信頼性の高い日付を提供する外

部のタイムスタンプ局（TSA）に格納されたデータ

のためにタイムスタンプのリクエストを送ることが

できます。 
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要件 8：システム・コンポーネントへのアクセスを特定し、認証します。 

 

要件 8.1：全てのシステム・コンポ

ーネント上の非消費者ユーザー

と管理者のユーザーID 管理を保

証するためのポリシーと手続き

は、以下のように定義、実装され

ます。： 

■要件 8.1.1：システム・コンポー

ネントやカード会員データにアク

セスを許可する前に、すべてのユ

ーザーに固有の ID をアサインし

ます。 

ログ管理の役割：ログは、度重なって失敗したロ

グイン試行のように疑わしい動作を検出するの

に必須なだけでなく、ユーザーのアクセス要件

の遵守を実行させる優れた手段です。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng PE の

PatternDB 機能を使用して、正常なログインとロ

グアウトのログはユーザーのアクセス追跡を容

易にするために、セッションイベントを作成し、ペ

アリングすることができます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB はカスタ

ムレポートを生成し、システム・コンポーネントへ

のアクセスを表示します。SSB はユーザーネー

ムをアクティブ・ディレクトリ、または LDAPデータ

ベースに接続することができます。強力な

RADIUS ベースの認証は（例えば、認証キーフォ

ブを使用して）、またカード会員データが潜在的

に含まれたログにアクセスする人々のためにア

カウンタビリティの確保を可能にします。 
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要件 10：ネットワークリソースおよびカード会員データへのすべてのアクセスを追跡、監視します。 

 

要件 10.1：個々のユーザーへ、各

システム・コンポーネントへのす

べてのアクセスをリンクして、監査

証跡を実装します。 

ログ管理の役割：ユーザーアクセスとシステム・

コンポーネントをリンクするログ管理は基本的な

ツールで、セキュリティチームが特定のユーザー

の疑わしいアクティビティを追跡するのを可能に

します。 

syslog-ng PE ができること： syslog-ng Premium 

Edition のアプリケーションは、このような監査

証跡のためにログを収集、保存する、信頼でき

るログ管理インフラストラクチャを提供します。

全ての必要なログデータが無ければ、セキュリ

ティチームは、攻撃やそのソースの識別を失敗

するかもしれません。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB は、この

ような監査証跡のためにログを収集、保存す

る、信頼できるログ管理インフラストラクチャを提

供します。全ての必要なログデータが無けれ

ば、セキュリティチームは、攻撃やそのソースの

識別をし損ねるかもしれません。 

 

 

要件 10.2：自動実装 

以下のイベントを再構築するため

に、すべてのシステム・コンポー

ネントに自動実装される監査証跡

は、以下の通りです。： 

■要件 10.2.1：カード会員データ

への個々人全てのユーザーアク

セス 

■要件 10.2.2：ルートや管理者権

限により、個人によって実行され

るすべてのアクション 

■要件 10.2.3：すべての監査証跡

へのアクセス 

■要件 10.2.4：論理的に無効なア

クセスの試み 

ログ管理の役割：これらのアクションの生成ログ

は、悪意ある活動を識別、追跡するためのコン

テキストを提供します。これらのイベントは、厳重

な検査に値する高いリスクのある活動を表示し

ます。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition のアプリケーションは、このような監査

証跡のために、ログを収集し、保存する信頼で

きるロギング・インフラを提供します。Syslog-ng 

PE の PatternDB 機能を使用して、特権ユーザ

ーによるログインやログデータへのアクセスの

ような特別なイベントを含むコンテンツに基づ

いて、ログはフィルターされます。 

syslog-ng Store Boxができること：SSBはこのよ

うな監査証跡のために、ログを収集し、保存する

信頼できるロギング・インフラを提供します。イベ
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ントは、直感的な検索インターフェイスを使用し

て、その内容を調査することができます。

syslog-ng PE の PatternDB 機能を使用して、特

権ユーザーによるログインやログデータへのア

クセスのような特別なイベントを含むコンテンツ

に基づいて、ログはフィルターされます。 

 

 

要件 10.3：各イベントを構成する

全てのシステム・コンポーネント

のため、少なくとも下記の監査証

跡エントリーを記録します。： 

■要件 10.3.1：ユーザーID 

■要件 10.3.2：イベントの種類 

■要件 10.3.3：日付と時間 

■要件 10.3.4：成功または失敗の

表示 

■要件 10.3.5：イベントの発生 

■要件 10.3.6：影響を受けたデー

タ、システム・コンポーネントまた

はリソースの ID または名前。 

ログ管理の役割：ログの詳細情報を収集するこ

とで、潜在的な出来事を識別するために必要な

時間を短縮することができ、セキュリティ・エキス

パートがユーザーの行動を分析することができ

ます。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition のアプリケーションは、マクロと強力なメ

ッセージ書き換え能力を提供します。これら

は、共通なフォーマットに変換し、メッセージ中

のデータ・フィールドのフォーマットが、他のメッ

セージと一致するように、メッセージを再フォー

マット化し、正規化させます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB は、マク

ロと強力なメッセージ書き換え能力を提供しま

す。これらは、共通なフォーマットに変換し、メッ

セージ中のデータ・フィールドの順序が、他のメ

ッセージと一致するように、メッセージを再フォー

マットし、正規化させます。直感的な検索インタ

ーフェイスを使用して、イベントのコンテキストを

調査することができます。 

 

 

要件 10.4：時間を同期させる技術

を使用し、すべての重要なシステ

ム時計と時間を同期させます。獲

得、分配、保存に時間が実装さ

れるのを確実にします。 

ログ管理の役割：個々のログメッセージは、しば

しばメッセージに日付を付与するのに、異なるタ

イムスタンプ形式を使用しています（例えば、い

くつかのタイムスタンプ形式は年またはタイムゾ

ーン情報が含まれていません）。これは、後ほど

メッセージを見つけづらく、イベントの流れに沿っ

て適切な場所に見つけることを難しくします。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 
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Edition のアプリケーションは、タイムスタンプ

を、単一のフォーマットに変換します（例えば、

ISO8601 標準に特定されます）。 メッセージを

受信したときに、syslog-ng PE サーバは、自動

的に日付と時間を付与します。たとえクライア

ントホストまたはアプリケーションのクロックが、

時間がズレていたとしても、ログメッセージには

正確な時間情報が含まれています。第三機関

であるタイムスタンプ局（TSA）が使用するデジ

タルのタイムスタンプは、ログストア™ストレージ

形式で利用できます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB はたとえ

ば、タイムスタンプを単一のフォーマットに（ISO 

8601 標準に指定されています）変換します。 

SSB はメッセージを受信した時に、自動的に日

付と時刻を追加するため、ログメッセージは正確

な時刻情報が含まれています。たとえクライアン

トホストまたはアプリケーションのクロックの時刻

がズレていても、当然のことながら、SSB 自身が

NTP サーバへシステムクロックを同期させること

ができます。 

 

 

10.5：変更できないよう監査証跡

をセキュリティで保護する。 

ログ管理の役割：データの侵害が発生した場合、

攻撃者はしばしばログを削除することによって証

拠を隠蔽しようとします。ログを収集して安全な

一元管理サーバーに転送することで、攻撃者が

ログにアクセスできるリスクを軽減します。PCI 

DSS に従ってログを適正に保護するということ

は、ログを見つけて修正することを困難にするた

めに、アクセスを強力に制御すること（“知る必要

のある”ログのみにアクセスを制限する）と物理

的に分離またはネットワーク上分離することを含

みます。 

syslog-ng PE ができること：公開鍵暗号方式を使

って、一元管理サーバ上でログストア™ファイル

内にすべてのログメッセージを暗号化できます。
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syslog-ng Premium Edition アプリケーションはフ

ァイルにデジタル署名を付けることもでき、外部

の TSA（Timestamping Authority）が署名に信頼

できる日付を提供するタイムスタンプを保存され

たデータに対して要求できます。 

syslog-ng Store Boxができること：公開鍵暗号方

式を使って、一元管理サーバ上でログストア™と

呼ばれるファイル内にすべてのログメッセージを

暗号化できます。SSB はファイルにデジタル署名

を付けることもでき、外部の TSA（Timestamping 

Authority）が署名に信頼できる日付を提供するタ

イムスタンプを保存されたデータに対して要求で

きます。syslog-ng Store Box アプライアンスは、

しっかりとした安全な Linux の OS をベースにして

います。不正な外部からのアクセスを防いで安全

なログストレージとして機能するように設定され

ています。BalaBit はすべてのコンポーネントを最

新の状態に保つために、定期的にセキュリティの

アップデートをリリースしています。 

 

 

10.5.1：仕事関連のニーズを持つ

個人に監査証跡の表示を制限

する。 

syslog-ng PE ができること：暗号化されたログメッ

セージを閲覧できるのは、必要な暗号鍵を持つ

ユーザーだけです。 

 syslog-ng Store Box ができること：SSB は強力な

認証ときめ細かなアクセスポリシーを使ってログ

へのアクセスを制限できます。暗号化されたログ

メッセージを閲覧できるのは、必要な暗号鍵を持

つユーザーだけです。例えば、Active Directory

またはその他の LDAP サーバーからの情報に基

づいて、ログへのアクセスをグループの所属関

係に紐づけることができます。 

 

 

10.5.2：監査証跡ファイルを不正

な変更から保護する。 

syslog-ng PE ができること：ログメッセージが

syslog-ng Premium Edition の一元管理サーバの

暗号化されたログストア™に保存されると、変更

ができないようにログメッセージにはタイムスタン
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プが押され、デジタル署名が付けられます。メッ

セージの完全性はクライアントからログサーバー

に送信される際にも確認されます。クライアントと

ログサーバーの間の通信は、ログのインジェクシ

ョン攻撃を防ぐために X.509 証明書を使って手動

で認証することもできます。 

syslog-ng Store Boxができること：ログメッセージ

が syslog-ng Store Box の一元管理サーバの暗

号化されたログストア™に保存されると、変更がで

きないようにログメッセージにはタイムスタンプが

押され、デジタル署名が付けられます。メッセー

ジの完全性はクライアントからログサーバーに送

信される際にも確認されます。クライアントとログ

サーバーの間の通信は、ログのインジェクション

攻撃を防ぐために X.509 証明書を使ってマニュア

ルで認証することもできます。 

 

 

10.5.3：監査証跡ファイルは、変

更が困難な一元管理ログサーバ

ーまたは媒体に即座にバックア

ップする。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition アプリケーションは、まさにこの目的のた

めに作られました。すなわち、ホストで作成され

たログメッセージを変更できないように暗号化し

てデジタル署名を付けて保存できる一元管理ロ

グサーバーに転送するという目的です。ログメッ

セージがロストしないように、syslog-ng PE は

TCP ネットワークプロトコル、RLTP(Reliable Log 

Transfer Protocol)経由でのアプリケーションレベ

ルの承認をサポートし、プライマリサーバーが利

用できなくなった場合にログメッセージをバックア

ップログサーバーに送信することもできます。ネッ

トワーク故障の間にメッセージのロストを防ぐた

めに、syslog-ng PE はメッセージをハードディスク

にバッファーリングし、サーバーが利用できるよう

になった際にメッセージを送信します。 

syslog-ng Store Box ができること：syslog-ng 

Store Boxアプライアンスは、まさにこの目的のた

めに作られました。すなわち、ログメッセージを変
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更できないように暗号化してデジタル署名を付け

て保存できる一元管理ログサーバーとして動作

し、アーカイブとバックアップを含むログの全体の

ライフサイクルを処理するという目的です。最少

遅延でログを受信できるように、 SSB は

syslog-ng Premium Edition クライアントと常に連

携して動作してリレーし、サードパーティのソリュ

ーションと通信を行うことができます。 

 

 

10.5.4：外部に公開されているテ

クノロジのログを、安全な一元管

理の内部ログサーバーまたは媒

体デバイス上に書き込む。 

ログ管理の役割：外部に公開されているテクノロ

ジには、ワイヤレスデバイス、ファイアウォール、

DNS、メールサーバーのようなデバイスが含まれ

ます。これらのソースから一元管理のサーバー

にログを転送することによって、ログがロストする

危険性が軽減されます。 

syslog-ng PE ができること：syslog-ng Premium 

Edition アプリケーションは、一定の間隔でデータ

のバッチ処理を行うのではなく、ログメッセージを

ログソースから一元管理のサーバにほぼリアル

タイムでプッシュします。これによって、ログが長

期間ローカルに保存されることがなくなるだけで

なく、バーストトラフィックも軽減されます。 

syslog-ng Store Box ができること：syslog-ng 

Store Box アプライアンスは安全な一元管理ログ

サーバーとして開発されました。 

 

 

10.6：すべてのシステム・コンポ

ーネントのログとセキュリティ・イ

ベントを調べ、異常や怪しい活動

を特定する。 

 

10.6.1：毎日一度以上以下をレビ

ューする 

• すべてのセキュリティ・イベ

ント 

• CHD や SAD を保存、処理、

ログ管理の役割：データの侵害は、数日から数カ

月にわたって行われることが多いので、毎日ログ

をレビューすることでインシデントの危険性と被

害を軽減することができます。PCI DSS は、マニ

ュアルでログをレビューすることを定めていませ

ん；自動でログを収集して分析するツールによっ

てレビューを容易に行うことができます。他のシ

ステム・コンポーネントからのログを定期的にレビ

ューするべきです。 

syslog-ng PE ができること：データの侵害を特定
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または送信する、または

CHD や SAD のセキュリティ

に影響を及ぼす可能性のあ

るすべてのシステム・コンポ

ーネントのログ 

• すべての重要なシステム・コ

ンポーネントのログ 

• すべてのサーバとセキュリ

ティ機能を実行するシステ

ム・コンポーネントのログ 

して防ぐには、重要なシステム・コンポーネントの

アクティビティの詳細を明らかにするログが不可

欠です；不明なログイン、ファイアウォール、IDS

のログは、セキュリティを脅かすことになります。

syslog-ng Premium Editionアプリケーションは、メ

ッセージを収集して RLTP(Reliable Log Transfer 

Protocol)を使ってアプリケーションレベルの承認

で一元管理のサーバーにログを転送する際に、

ロストが発生しないようにします。syslog-ng PE を

使えば、ログメッセージのコンテンツ（メッセージ

の内容）を解析して、情報を引き出し、引き出した

情報に基づいてフィルターをかけたりアラートを

あげたり、レポートや統計データを作成したりす

ることができます。これはレビューの際に重要な

ログに焦点を当てるための手助けとなります。

syslog-ng Premium Edition アプリケーションは、

様々な種類の出力フォーマットをサポートしてい

るので、サードパーティソリューションと syslog-ng 

PE をスムーズに統合できます。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB の検索イ

ンターフェイスは、素早いインデックスエンジンで

補完して定期的なマニュアルでのレビューを実行

する際の手助けとなります。また、アドホックチャ

ートとタイムラインを作成して問題のあるポイント

を素早く見つけ出すことができます。検索 API を

使って、スクリプトによるクエリを作成して分析ツ

ールと統合することができます。 

 

 

10.7：監査証跡の履歴を少なくと

も 1 年間保持する。少なくとも 3

カ月はすぐに分析できる状態に

しておく（オンライン、アーカイブ、

バックアップから復元可能な

ど）。 

ログ管理の役割：データの侵害は、数日から数カ

月にわたって行われることが多いです。ログを少

なくとも 1 年間保持することで、調査員は侵害の

程度と被害の大きさを判断するために必要なデ

ータを得ることができます。直近 3 カ月間のデー

タにすぐにアクセスできることで、調査員は素早く

侵害を特定して被害を軽減することができます。 

syslog-ng PE ができること： syslog-ng Premium 
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Edition の一元管理サーバのログストア™にログメ

ッセージを保存する際、ディスク容量を節約する

ためにログメッセージを圧縮することができます。

また、例えばログを受信した日時や送信ホストま

たはプログラム（またはそれらの組み合わせ）な

どのパラメーターに基づいて、ログを異なるコン

テナに自由自在にフィルターをかけることができ

ます。これによって、膨大なログデータの管理と

取り扱いが容易になります。 

syslog-ng Store Box ができること：SSB のログス

トア™にログメッセージを保存する際、ディスク容

量を節約するためにログメッセージを圧縮するこ

とができます。SSB により 1TB から 10TB のログ

データのストレージ容量が確保できるため、セキ

ュリティの専門家は即座にログデータを利用でき

ます。メッセージを自動的に外部ストレージにア

ーカイブできます。アーカイブされたメッセージは

暗号化されたままですが、ストレージサーバーが

オンラインである限り SSB の Web インターフェー

スで利用でき、容易にログをレビューしてフォレン

ジックにおいて古いメッセージを見つけ出すこと

ができます。また、より多くの容量が必要な場合

または既存のストレージソリューションを活用した

い場合には、SSBを使えばNFSまたは SMBプロ

トコル経由でログメッセージにアクセスできます。

SSB の検索機能はテラバイト単位のデータを処

理できるように設計されていて、監査人は、例え

何年もかけて保存したログデータの中からでも、

一見捜しても見つかりそうにないものを素早く見

つけることができます。 
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3 概要 

本書では、PCI DSS を遵守する環境において、syslog-ng Store Box(SSB)アプライアンスと

syslog-ng Premium Edition(syslog-ng PE)アプリケーションを使用してログメッセージを収集して管

理する方法について説明しました。企業がPCI DSSのような外部規制を遵守する必要がある場合、

SSB は IT インフラを強化するための理想的な選択です。 

3.1 BalaBit 社について 

BalaBit IT セキュリティ社は、革新的な情報セキュリティカンパニーで、特権アクティビティ監視と、

内部や外部の脅威から顧客を保護するためまたはセキュリティやコンプライアンス規制に対応す

るための信頼されたロギングおよびプロキシベースゲートウェイ技術の世界的リーダーです。オー

プンソースコミュニティに活動中のメンバーとして、オープンソースや固有のプラットフォーム両方と

もにユニークで幅広いレンジのソリューションを、物理、仮想およびクラウド環境の最も複雑かつ

異種な IT システムにおいても提供します。 

 

BalaBit 社は主力製品であるオープンソースアプリケーション syslog-ng でも有名です。 

 

Deloitte Technology Fast 50(2012)によると、中央ヨーロッパ地域で最も急成長している IT セキュリ

ティ会社として BalaBit 社はリストされています。フランス、ドイツ、ロシアや米国に現地事務所を持

ち、世界中のパートナーと協業しています。R&D やグローバルサポートセンターは、ヨーロッパの

ハンガリーにあります。 

 

商用版およびオープンソースの SSB 製品についての詳細、評価版のリクエストについては、次の

リンク先をご参照ください： 

 

syslog-ng Store Box (SSB)ホームページ 

製品マニュアル、製品ガイド、その他ドキュメント 

評価版のリクエスト 

 

http://www.jtc-i.co.jp/product/ssb/ssb.html
http://www.jtc-i.co.jp/support/documents/ssbdoc.html
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/downloadlist.php
https://www.jtc-i.co.jp/support/download/downloadlist.php
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