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1 はじめに 

IT 環境では多数の異なる発生元が

ログメッセージを、それぞれのフォー

マットで生成します。ファイアーウォ

ール、侵入防御アプリケーション、ル

ータ、サーバー、VPN、そして多数の

アプリケーションが IT ネットワーク作

業のドキュメントで説明されているよ

うなログを生成します。多くは伝統的な 3タイプになります。サーバーシステムログ、ネットワークデ

バイスログ、アプリケーションログです。大量の生ログから価値のあるビジネス情報を取り出すに

は、各種発生元のログの収集、フィルター、規格化が必要です。そして集中的に保存され、コンプ

ライアンス目的のために容易に閲覧し、アーカイブできなければなりません。大規模で複雑な環境

では、ログデータの量と複雑さに対応できるログ管理のためのインフラ整備が必要です。 

 

ログデータは組織各部門における多種の目的に利用できます。IT 部門内のグループ次第ですが、

キャパシティ管理、トラブルシューティング、ドキュメントコンプライアンス、ユーザー操作測定、脅

威検出補助、その他多数の用途があります。セキュリティや運用グループの共用により、ログ管

理インフラの多額の費用が節約でき、より多くの送信元のログアクセスが可能です。 
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2 ログ管理で解決できる課題 

フォレンジックス 
今日の IT 環境ではセキュリティ侵害が、もし

発生したらではなく、いつ発生したかが問題

です。IT セキュリティ組織の課題は内部と外

部の脅威に即座に反応することです。企業

が DoS 攻撃に遭遇し、機密情報が持ち出さ

れ、あるいは犯罪に利用されたら、ネットワ

ークデバイスやアプリケーションのログメッセ

ージは、その原因を特定する為の決定的な

情報になります。フォレンジック調査にはロ

グメッセージの包括的な収集が不可欠です。

セキュリティ障害の発生前に、どのような情

報が必要になるかあらかじめ知ることができ

ないためです。2012年のVerizonデータ侵害

調査によると、その原因が特定できなかった

理由として十分なログデータがそろっていな

かったことが理由とされています。（調査報

告書（英語）ダウンロード）。IT ネットワークが

侵害されたら、IT セキュリティ組織は可能な

限り早く攻撃を検出しその被害を最小化しな

ければなりません。企業はその顧客と Web

アプリケーションを通して最も強く結びついて

いるため、攻撃の検出と被害の最小化は外

部攻撃に関する主要課題です。 

 

DoS 攻撃、ウイルス、その他の不正ソフトは重要な Web アプリケーションの動作を危機に陥れ、ビ

ジネスの継続に打撃を与えます。システム管理者にとって、攻撃を受けた場合調査すべきものは

各種ネットワーク機器やアプリケーションのログであることを認識してください。ログが失われた場

合、集中管理されていない場合、確実に保存されていない場合、攻撃されたマシンのログが削除

されていた場合、攻撃者によって改竄されていた場合、ログメッセージの閲覧は時間や費用のか

かる作業になります。前述の Verison 報告書によるとシステム侵害の 80％はその発見に 2 週間も

しくはそれ以上の日時が必要だったそうです。 

http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012-ebk_en_xg.pdf
http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2012-ebk_en_xg.pdf
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コンプライアンス 
IT 部門は増加するセキュリティ管理や機密情報保護に、法律・規制・工業規格などのコンプライア

ンスの要求に、かつてないほどの資源を使わなければなりません。組織のタイプや場所に依存し

ますが、いくつものデータ保護やセキュリティ基準が適用されています。これらの基準は領域や業

種によって異なるため理解することは困難とさえ思えます。PCI-DSS の要求は特定のデータ取り

扱いや監査要求も含みます。一方 SOX は一般的な管理手順を要求します。大企業から小企業ま

での広範囲の業界で監査基準を満たすために ISO27001やCOBITのようなフレームワークを使用

します。IT 管理者の課題は最も費用のかからない方法で多数の規制の要求を満たすことです。コ

ンプライアンス対応は費用と考えられていますが、むしろ投資です。Verison 報告書によると

PCI-DSS、未達成原因の 96％はコンプライアンスが不完全だったそうです。PCI-DSS 適合コンプ

ライアンスを実施していた場合セキュリティ侵害は防止でき、ボトムラインの改善がなされていまし

た。 

 

SIEM サポート 
SIEM ソリューションは内部と外部の脅威からネットワークを保護するために広範囲に利用されて

います。大規模組織では、経理や人事部門でも SIEM システムを導入し運用しています。しかし、

しばしばこれらのシステムでは基本的な要素であるログ管理が見過ごされています。SIEM ソリュ

ーションは図やグラフ、ダッシュボードベースの洗練されたイベント相関解析をきれいな形で提供

しますが、これらの解析結果はネットワークデバイスやアプリケーションのログデータの収集が正

しい場合に限り、正しいと言えます。ログの送信元から集中サーバーまで、信頼でき、そして安全

に転送されていることが保証されていることが重要です。堅牢なログ管理インフラ無しでは、SIEM

システムは期待に応えられず、セキュリティ上誤解を与えかねない情報をもたらします。 

 

3 ソリューション － ログ管理インフラ 

大規模組織向けログ管理インフラには 4 種類の属性が必要です 
 

集中化 
インターネットは世界を小さくする一方で IT環境を複雑にします。大規模組織では、地方の営業所

の接続、オフショアサポート、事務所や製造拠点など多くの地域で ITインフラを運用します。さらに、

大規模組織はサーバー、ネットワークやセキュリティデバイス、そしてアプリケーションなども複数

管理が必要です。多くのログは診断のためローカルで収集され保存されます。しかしログ管理は、

しばしば、コンプライアンス、セキュリティ、フォレンジックス目的で必要になります。分散環境でア

プリケーションやデバイスが生成する膨大なログは IT 部門に重要な課題を投げます。 
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高可用性 
ログ解析の目的が運用、アプリケーション管理、セキュリティのいずれでも、今までに無く重要なこ

とはログメッセージを常時収集でき、アクセスできることです。かつて、ログメッセージが運用やセ

キュリティよりも各製品のためのものであると考えられた時代は、転送は UDP で行われました。

UDP は負荷を減らすということに関しては利点がありましたが、多くは信頼性の高い転送プロトコ

ルの TCP で置き換えられました。 

 

では TCP で十分でしょうか？クライアントから集中サーバーへのログ転送は信頼性という点では

一歩前進です。しかし全データが受信、解析、アーカイブされるということは保証されません。ログ

はネットワーク接続や集中サーバーが利用できない場合失われます。クライアントのローカルディ

スクによるバッファーはメッセージ送信できない場合のメッセージロスの可能性を減少させます。ロ

グサーバーがクラッシュすることを考えると、宛先をフェイルオーバー運用することが必要です。ロ

グサーバーによる受信を確実にするには、複数の中継点や通信不能エレメントの有無によらず、

アプリケーションレベルの応答が必要です。ログアーカイブの重要性を考えると、特にコンプライア

ンスの理由で、集中ログサーバーは高可用性クラスタ構成にすることを推奨します。このような構

成はログメッセージのロスが集中ログサーバーの 1 ノードの故障で発生しないことを確実にしま

す。 

 

 

拡張性 
組織の規模によらず、あらゆる組織にとっての課題は、より大量で複雑な IT 環境の管理に対応で

きるかどうかです。ログ管理の観点からはログ送信元の増加や、各送信元からのメッセージの増

加によるネットワーク規模の成長に対応できるソリューションが必要なことです。大規模で多様性

のあるネットワークにはサーバーからカスタムアプリケーションまで数千のログ送信元がありま

す。 

生成されるログデータの量と速度は間に合わせのログソリューションではしのげません。たとえば、

多数の訪問者があれば Web サーバーは大量のログを生成します。同様に Ipv4/Ipv6 転送のため
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のキャリア向けネットワークアドレス変換（OGNAT）は毎秒 100,000 以上のメッセージを生成します。

多くの組織では上記の例は一般的ではありませんが、より多くのログを受信する傾向があるとい

うことは、データ量の増加に対応可能な拡張性のあるログ管理ソリューションが必要なことを示し

ています。 

 

 

安全性 
ログメッセージには機密データが含まれます。メッセージ転送に機密性を提供する TLS 暗号化の

ような安全な転送プロトコルを利用することにより、転送中の盗聴を防ぎ、クライアントサーバー間

の相互認証が可能です。ログにクレジットカード番号、電子受信記録、ユーザー名やパスワードの

ような情報を含む場合、PCI-DSS や HIPPA のような多くのコンプライアンスは暗号化転送を要件

とします。 

同様に、収集したログから安全に保存しなければならないものを決定することが重要です。アーカ

イブの利点はメッセージを暗号化し、タイムスタンプを可能にすることです。まず必要なのは、痕跡

を消すためにログの消去や改竄を行うような不正な攻撃から防御することです。次に、法的な手

続きでログを証拠として採用する場合、ログの正当性を証明できるように安全に保存されているこ

とです。 
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4 業界 

通信 
通信業界のビジネスは ITネットワークの運用に依存

しています。インテリジェントなモバイルデバイス、ビ

デオコンテンツ配信、クラウドベースサービスの爆発

的な増加は、サービス提供者にとって未経験の運用

とセキュリティの課題をもたらしています。今日の急

速に変化する通信市場では、各種デバイスやアプリ

ケーションで構成される、複雑な相互接続ネットワー

クを管理して、革新的で信頼できるサービスを提供

しながら、投資効果を最適にしなければなりません。

通信ネットワークではキャリア級ルータやゲートウェ

イ、音声スイッチ、Web サーバー、そしてセキュリティ

デバイス（ファイアーウォール、IDS、DPS）が膨大な

ログメッセージを生成します。Web サーバー、高性能

コアネットワークルータからファイアーウォール、

VoIP ゲートウェイまで通信ネットワークはテラバイト

のログメッセージを生成します。ネットワーク障害検

知とセキュリティ脅威の対応のキーは 1 日あたり数

百万単位のログメッセージ情報にあります。こ

の膨大なログメッセージの管理が信頼できる

サービス提供の基本です。この膨大なデータ

は会社の別の組織で異なる目的にも利用され

ます。運用者は SLA ペナルティによる、たとえ

ば音声やデータロス、多額の賠償問題に直面

します。しかしネットワークログメッージの豊富

な情報を十分利用できておらず、ログデータを

データを収集する組織の蛸壺にとどめてしま

っている組織もあります。ログデータの収集と

管理が組織をこえて行われれば、問題の特定がよりすばやくでき、ダウンタイムを短縮できます。 
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他の大企業同様、通信会社も各種機密情報を所有しており、管理しなければなりません。個人情

報、顧客情報、従業員記録、経理情報などです。サービスプロバイダーは大規模データベース、

人口統計学やトランザクションデータを持つだけでなく、大量の利用情報データをコールデータ記

録（CDR）、インターネットトラフィックとトランザクションデータ（IPDR）として持ちます。 多数の従業

員でサービスプロバイダーは機密情報アクセス記録を管理しなければなりません。それらは顧客

クレジットカード情報、従業員情報、顧客の利用情報かも知れません。通信会社にとって規制や業

界基準、PCI から自国および国際法で強制されるものまで、データ保護の要求は増大しています。

たとえば、Data Retention Directive (EU 基準）はサービスプロバイダーに 6-24 ヶ月間の通信デー

タ保存を要求しています。公開通信会社は SOX に準拠しなければなりません。 

 

金融 

 

 

金融サービス業界は IT ネットワークに対し固有の課題に直面しています。地域銀行、大規模投資

銀行、ヘッジファンドや保険会社にかかわらず、IT ネットワークが毎日の業務の中心になります。

今日の環境では、顧客の信頼を得ることは難しく、失うことは簡単です。金融会社は顧客と規制の

両方からのセキュリティに、今まで経験したことが無いくらいに直面しており、IT ネットワークが顧

客に信頼でき安全なサービスを提供できることが確実に必要とされています。 

金融会社は大規模な、各種標準およびカスタムソフトウェアを遠隔地で実行する高性能データサ

ーバーを接続した分散ネットワークを運用しています。支払い処理、取引処理、インターネットバン

キングは金融サービス会社で IT 部門がサポートしなければならない、ほんの一部の例です。ビジ

ネスに必要な速度は、金融サービス会社では IT の改良が進むにつれ、加速されています。ネット

ワーク障害で失うものが大きくなるため、運用の可用性は今までになく高まりました。障害時間の

単位は時間から、分、そして秒になりました。時間の短縮は、障害からの回復がボトムラインに必

須であることを意味しています。 

金融サービス会社は膨大な時間と費用を GLBA、SOX、PCI-DSS、BASEL II のような規制適合に

費やしています。多くの会社は ISO27001 や COBIT のようなフレームワークを実装して SOX や

BASEL II のような規制に適合しています。定期的な内部および外部監査は管理システムのバック
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ボーンとなっています。 

金融サービス業界はサーバー犯罪の最大の標的です。金融取引が IT インフラに依存することが

一般的になっているためです。金融会社は内部と外部の脅威から自分を保護しなければなりませ

ん。機密情報のアクセスは厳密に管理され、記録されなければなりません。疑わしいイベントの検

出のため、ネットワークは定期的に監視されなければなりません。通信の安全は確保されなけれ

ばなりません。サーバー、ネットワークデバイス、ファイアーウォール、各種アプリケーションなどの、

セキュリティ脅威からネットワークを保護するデータはログメッセージに含まれます。 

 

医療機関 

 

医療関連機関は私的業者であろうが、政府機関であろうが、複雑な IT 環境で増加する機密情報

管理という課題に直面しています。病院、診療所、健康保険会社は ITシステムで電子的診療記録、

請求記録、保険請求、処方、デジタル画像、診断結果、その他多くのデータ管理を行うようになっ

てきました。データの爆発的増加は、IT 組織に大きな投資の必要性をもたらしました。標準および

カスタムアプリケーション、それらをサポートするサーバーやネットワーク機器などです。これらの

重要な機密データを含む複雑な IT 環境の管理は医療業界が直面する重大なビジネス上の課題

です。 

病院、診療所、健康保険業者の IT 環境に規模と複雑さは増大し続けています。医療関連組織は、

しばしば、千台のサーバーや数千台のクライアントの分散ネットワークで広範な標準およびカスタ

ムヘルス情報システムソフトウェアをサポートしています。各デバイスやアプリケーションは IT ネッ

トワーク操作情報を含むログメッセージを生成します。大量のログメッセージは技術上の問題の特

定や対処を困難にします。 

患者情報、保険請求、その他の医療関連情報は書類から電子情報に変化し、規制当局は健康情

報保護(PHI)取り扱いの厳格なルールを規定しました。患者情報取り扱い業者は各種データプライ

バシー規制、HIPPA や HITECH Act、に適合するように要求されています。 

保険の悪用の増加により、機密情報アクセスは厳格に管理と記録をされなければならなくなり、疑

わしいイベント検出のためにネットワークの監視が常時要求され、通信安全確保が必要になりま

した。サーバー、ネットワークデバイス、ファイアーウォール、各種アプリケーションなどの、セキュ



BalaBit Whitepaper 

ログ管理の基礎 

9 

 

 

 

リティ脅威からネットワークを保護するデータはログメッセージに含まれます。 

 

大学 

 
 

大学は学生の教育義務だけではなく学生が学ぶための安全な環境を満たす複雑なエコシステム

になりました。高等教育機関は、しばしば寄宿舎や学生のためのヘルスサービスを提供します。

多くは自衛警察を組織し、数千人、場合によっては 1 万人を超えるユーザーがネットワークにアク

セスします。学校は教育記録、健康記録、クレジットカードデータ、個人 ID 番号などの個人情報を

保護しなければなりません。 

多数の学部や分校を要する近代的大学は独自の ITニーズを持っています。哲学から最先端の科

学研究まで、キャンパス環境内で各学部のコンピュータニーズは広範囲に渡ります。IT 部門は多

数のタイプの装置やアプリケーションで学生、学科、管理部門の広範なニーズに対応します。各種

機能や規律が要求する、拡散するネットワークにかかわらず、学校 IT 部門は信頼できる運用と機

密情報の安全を確実にするためにネットワークコンポーネントの統合が必要です。 

機能が広範囲に渡るため、各種データ保護規則に適合しなければなりません。連邦教育権とプラ

イバシー法（FERPA)は学校の安全、生徒や学生の記録を守り、漏洩から保護しなければなりませ

ん。多くの大学は各種サービスにクレジットカードでの支払いを提供しており、PCI-DSS にも準拠

しなければなりません。これらが提供するヘルスサービスは HIPPA に適合しなければなりません。



BalaBit Whitepaper 

ログ管理の基礎 

10 

 

 

 

個人データは Massachusetts Data Protection Act のようなプライバシー規則も強制されます。 

 

5 実践 

ログ管理から得られるもの 
投資の最大化 

投資する時間と費用で最大の効果を得るためにはログ管理の範囲をどこまでにするかを決定す

ることが最も重要です。最終目的の設定が不可欠です。どのようなログを収集するか、収集したデ

ータからどんな結果を得るかということです。ログデータから、どのような対応可能な知的情報を

得るかを決定することが最終目標です。ログ管理のためにログを管理することは資源の無駄使い

となります。IT 組織に他のグループを関与させることはログ管理ソリューションの投資の回収を増

やすためにお勧めします。IT運用者と ITセキュリティ専門家の緊急ニーズは異なります。これらの

組織は同一データを使いながら環境内の異なるものを見ています。 

 

送信元の特定 － 必要なものを収集し不要なものを無視する 

ログ管理の範囲が決定できたら、次は収集すべきログの送信元を特定することです。サーバーの

ような送信元は各種フォーマットで異なるログメッセージを生成する複数アプリケーションを実行し

ます。ログ送信がデフォルトで有効であるかの確認も重要です。多くのアプリケーションやデバイ

スはデフォルトではログを生成しません。たいした意味の無いログを無視することも重要です。無

意味なログを収集し保存することは資源の無駄使いであり、無視することによって重要なデータに

焦点があたります。 

 

制約の明確化 

堅固なログ管理ソリューションにはデータの収集や転送を処理するインフラが必要です。計画段

階で、ネットワーク帯域や信頼性、ストレージ容量、資金、人的資源などの制約を明確にすること

が重要です。制約を知ることで採算の取れるログ管理ソリューションの最終目標が決定できます。 

 

ログフォーマットの特定 

考慮すべきは、ログ管理の主要課題が大量のログに含まれている、多様な、そして多くはきちんと

構造化されていないフォーマットのノイズの除去です。ログ収集や規格化可能な多数の主要なフ

ォーマットがあります。 

• シスログは最も広範囲に採用されているログの標準フォーマットです。シスログプロトコルに

は 2 種類のバージョンがあります。RFC3164 と RFC5424 です。後者は新たな改良、RFC3339

によるタイムスタンプ仕様やメッセージのネームバリューペア形式の構造化データ対応、が加
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えられた前者の後継バージョンです。 

• SNMP はもう一つの一般的に使われるフォーマットです。一般的ですが、ネットワークデバイ

スがステータスをレポートするだけのものではありません。 

• Windows は独自形式のイベントログを使います。 

• 標準およびカスタムアプリケーションで一般的なものはデータベーステーブルを使うものです。

プライマリーSQL 変数です。 

• Java では log4j のような新たなログフォーマットが使われます。多数の独自ログフォーマット、

Cisco netflow のような、もあります。 

 

各種ログフォーマットから意味のある情報を拾い出し、無数のアプリケーションが生成する構造化

/非構造化ログを共通フォーマットで転送する必要があります。この規格化プロセスは、どのような

ログ管理システムでも第 2 ステップになります。IT 環境に存在するデータを理解することが重要で

あり、単純にログ管理システムを発注するだけでは不十分です。 

 

機密で重要なログを特定 

収集すべきログを特定できたら、ログタイプの重要度と機密度を特定することが重要です。生成さ

れたすべてのログに同等の価値があるわけではありません。簡単な例で言えば、デバッグメッセ

ージとログイン試行の相対的重要性の違いを認識することです。優先度の高いログは注意深く扱

われなければなりません。高優先度のログは安全で信頼できる転送を使ってください。 

ユーザー名やパスワード、クレジットカード番号やマイナンバー、患者診断データなどの個人情報

を含むログメッセージがあります。データにクレジットカード番号の部分を削除してログメッセージ

を上書きするように匿名化する必要がある場合もあります。 

 

保存期間とアクセスポリシー決定 
正しく計画されなければ、すぐにログストレージが問題になります。比較的小規模な IT 部門でも短

期間で問題になります。ログデータの価値は時間とともに減少します。しかしログ送信元によって

は長期間の保存が推奨されます。セキュリティ関連のログは運用管理ログより長期間保存が必要

な傾向にあります。PCI-DSS や HIPPA のようなデータ保護規制や基準は明示的に保存期間を定

めています。各種コンプライアンスの要件の理解で、どのようなログはどのくらいの期間保存する

かという粒状アプローチが可能になります。このアプローチでストレージ投資を減らすことが可能

です。 

 

集中ログ収集と管理の主要な長所は、ログデータのアクセスが容易になることです。しかしログス

ペースに無制限にアクセスを許可するとリスクが発生します。PCI-DSS のようなデータ保護基準
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は、認定した担当者だけに厳密にアクセス制限することを要求しています。アクセスポリシーは包

括的保存ポリシーの一部です。IT組織内の役割ベースのログアクセス権が付与されなければなり

ません。 

 

ログ閲覧 
ログ収集の最終目的はデータから得られる情報によります。上述したように、ログ管理の最終目

的を知ることが重要です。コンプライアンス要件に適合するためにログを収集しアーカイブするだ

けでは組織に付加価値をもたらしません。PCI-DSS のような基準は、収集と定期的なログ閲覧を

要求しています。ログデータの監視や閲覧のプロセスの確率によるプロアクティブなアプローチは、

組織に価値のあるビジネスデータをもたらします。たとえば、ログインデータは IT セキュリティに価

値があるばかりではなく、社内従業員の人事管理にも価値があり、顧客ログインデータはマーケ

ティングにも価値があります。 

 

ログ管理ポリシーの見直し 
セキュリティポリシー、基準、要件は絶えず改定されます。ログ管理ポリシーはこれらに合わせて

変化しなければなりません。新たな送信元、変化したコンプライアンス要件、変化する脅威、ビジ

ネス面でのニーズの変化で、定期的なログ管理ポリシーや実行見直しを行うことが重要です。 

 

6 まとめ 

セキュリティ強化、運用改善、コンプライアンス適合、IT環境からのビジネス洞察のために、ログデ

ータは価値ある情報を含み、そのデータが重要であり続けます。 

効果的なログ管理ソリューションには集中化、安全性、高信頼性、そして拡張性が求められます。

集中化によりデータの蛸壺化を防ぎ、組織全体でデータを広範囲に活用できます。ログに含まれ

る情報はそれが利用でき、容易にアクセスできて、初めて価値が認められますので、信頼できるソ

リューションの選択が重要です。ログはアクセス可能でなければならず、なおかつ、適切な担当者

だけがアクセスできなければなりません。ログには機密情報が含まれることがあるため、アクセス

は厳密に管理される必要があります。 

ログ管理ソリューションは導入前に、長期の利用に耐えられるように考えなければならないため、

時間と労力をかけて検討する価値があります。不十分な計画では、必要なログ収集ができなく、

欠落があり、誰でもアクセスでき、ログ送信元の増加やメッセージ増加に対する拡張性が不足しま

す。起こりうる問題をあらかじめはっきりさせておけば、後で問題を解決するより、安あがりです。 

最後になりますが、ログ管理は、ある種のコンプライアンス装置のように設置し、そのまま忘れて

良いものではありません。それは継続するプロセスです。IT 環境やセキュリティ脅威は絶えず変
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化します。ログ管理インフラとアクティビティを変化に合わせることを忘れないでください。そうでな

ければ、時間がたつにつれ、ログ管理の効果がどんどん失われ、セキュリティに対し無力化する

ことは避けられません。 
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