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快速サーチャー LogRevi による
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概要
タブレット端末やスマートフォンなどのモバイル端末は、単に可搬性に優れるだけでなく様々な分野に新しいビ
ジネスチャンスをもたらす可能性を秘めている。このような状況の中、
モバイル端末を社外での業務に活用する企
業も増えてきている。例えば、
「保険の外交員にタブレット端末を支給し、顧客先で商品の紹介やシミュレーション
に利用する」、
「社員にスマートフォンを支給し、社外からの情報共有やスケジュール確認に利用する」といったビジ
ネスシーンで活用されている。
一方で、
モバイル端末の社外利用の増加は、これまでの社内利用を前提としたセキュリティ対策が通用しなくな
りつつあることを意味する。モバイル端末による優れたメリットを享受するには、
その携帯性故に生じる特有のリス
クを回避、低減するためのセキュリティ対策が必須となる。本稿ではモバイル端末の利用によるリスクについて説
明した後、快速サーチャーLogReviによるセキュリティ管理ソリューションおよび実際の導入事例を紹介する。

1. はじめに

国内モバイルデバイス出荷台数予測：２０１２年～２０１７年によれ
ば、
２０１２年第４四半期の国内スマートフォン出荷台数は、前年同
期比２９.２％増の８８３万台、タブレット出荷台数は、同比８８.３％増
の２０２万台であり、
２０１７年の国内スマートフォン出荷 台 数は
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１ モバイル端末の市場動向と
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, ６５万台、タブレット出荷台数は９０５万台を予測しているとの
ことである。このことからスマートフォンやタブレット端末に代表
されるモバイル端末は、
今後継続的に普及が拡大していく傾向を
読み取ることができる。

26

Note:Data communication は、3G/4G パーソナルルータ、通信データカードが対象

図１ I DC Japan 国内モバイルデバイス出荷台数予測：
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不 正使 用というセキュリティ上のリスクを回避するには、
MDM(Mobile Device Management)での対処が非常に有効
であり、最優先で対処すべきである。MDMはモバイル端末のセ
キュリティ管理やマネジメント管理を行うソリューションであり、
モバイル端末を利用する上で必須のソリューションである。当社
では、MDMでのソリューションの一つとして、smart- letを販売

1.2 モバイル端末のビジネス利用による
お客さま業務の変化と発生するリスク

している。
ただし、MDMによって利用する機能を制限すると、業務にお

デスクトップPCなどの非モバイル端末と比較した場合のモ

ける利便性に大きく影響する場合がある。また、モバイル端末

バイル端末の利点は、携帯性に優れる点である。この携帯性が

からアクセスするシステムの機能や画面単位できめ細かく制御

生み出すビジネス上のメリットは大きく２点ある。従来は社内で

するのは非常に難しい。

しかできなかった業務が社外でもできるようになる点と、社外で

回避が難しいリスクに対して次に考慮するのは、リスクをい

紙媒体を使用していた業務が、モバイル端末の利用によって効

かに低減するかである。不正使用というリスクは、何の対策もせ

率化され、コストが削減できるという点である。

ずリスクを受容するには、リスクが顕在化した際の影響が大き

しかし、携帯性がビジネスにもたらす変化はメリットだけで

すぎる。また、リスクの転移も有効な対策が少なく難しい。不正

はない。紛失、盗難、情報漏えい、不正使用などのリスクが高ま

使用のリスクを低減する方法の一つが、個人情報を含むシステ

るというデメリットもある。従ってモバイル端末を社外利用する

ムへのアクセスログを取得し、その妥当性を確認するという対

際は、これらのリスクに対するセキュリティ上の対策が必要であ

処である。

る。また、これらのセキュリティ上のリスクに対する対策を立案

しかし、この対処にも課題がある。それは、日々発生する膨大

するには、情報システムに対する社内アクセスと社外アクセス

な量のアクセスログを手作業でチェックするには、多大なコスト

を区別すべきである。なぜならば、社外アクセスと社内アクセス

がかかるという点である。従って手作業での運用は事実上不可

では想定されるリスクが異なるため、おのずと対策も異なるか

能である。

らである。社外アクセスでの代表的なリスクは、盗聴、なりすま

上記のような背景を元に、快速サーチャー LogRevi では、個

し、改ざん、不正使用等である。一方、社内アクセスでの代表的

人情報を含むシステムと連携し、モバイル端末を社外使用して

なリスクは内部漏えい等である。

いる社員の行動をチェックする運用を効率化するソリューション

これらのリスクのうち、特に注意しなければならないのは不

を提供している。

27

個別論文

また、国内企業向けスマートモバイルアプリケーション／スマー

2. 快速サーチャー LogRevi によるモバイル端末の
セキュリティ管理ソリューションの紹介
2.1 快速サーチャーLogReviが解決する課題

ントも考慮する必要がある。また、インシデント発見が遅延しや
すい(影響が大きくなるまで事象に気づかない)といった特性も
考慮する必要がある。結論としてモバイル端末の社外利用にあ
たっては、プロアクティブ型、リアクティブ型双方のアプローチ

セキュリティ対策のアプローチとして、プロアクティブ型とリ

をバランス良く組み合わせて、セキュリティ向上のPDCAサイク

アクティブ型がある。プロアクティブ型対策は、能動的、事前予

ルを回すことで、セキュリティの質を継続的に改善していくこと

防型の対策である。すなわち、危機発生を可能な限り未然に防

が非常に重要となる(図４)。

ぐことに重点を置いた対策である。一方、リアクティブ型対策

リアクティブ型対策において、モバイル端末から出力される操

は、受動的、事後検知型の対策である。すなわち、インシデント

作ログや、操作の対象となる各システムから出力される処理ロ

発生を検知するための対策や、インシデントが発生した場合に

グは、貴重な情報源となる。まずはこれらの処理ログを収集し

損害を最小に抑えるための対策である。これらはお互いに補完

て管理することがセキュリティ対策の第一歩となる。とは言え、

するアプローチであり、双方からのアプローチでセキュリティの

ログ量が膨大であったり、形式が様々であったり、所在が点在し

質を高めていくのが現実的なセキュリティ対策と言える。快速

ているなど、ログの取り扱いは非常に難しい。さらに、収集した

サーチャー LogRevi は後者のリアクティブ型対策にフォーカス

ログをいかに「使える」状態にしておくかが大きな課題となる。

したソリューションである。

例えば、異常検知や通知の仕組み、インシデント発生時により

モバイル端末を社外で利用する場合のセキュリティリスクを

迅速に原因の究明が行える仕組みなどを整えておく必要があ

低減するには、前述のMDM等によるプロアクティブ型対策が

る。快速サーチャー LogRevi によるソリューションは、ログ管

非常に有効である。しかし、機能の禁止や制限によって社外利

理に関わるこれらの課題を一気に解決する(表１)。また、各シス

用のメリットを失わないようにバランスを考える必要がある。

テムから出力されるログを使用するため、既存システムに対す

利便性を失わないレベルで制限する一方で、ログ管理等による

る改修が少なく済むといった特徴もある。このことは、セキュリ

リアクティブ型対 策はより厳しく実 施するのが現実的である

ティ対策実現にあたってのコスト面に寄与するだろう。

(図３)。より厳しく実施しなければならないのは、社外にあるモ
バイル端末はいわばむき出しの状態であり、
「社内の目」による

2.2 ソリューションの特徴

抑止効果が効かないためである。このため、不特定多数による

快速サーチャー LogRevi は、
「統合ログ管理」に分類される

のぞき見や、外部ネットワークへの情報の拡散などのインシデ

ソフトウェアである。
「統合ログ管理」製品は、一般的に各シス
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図３ セキュリティリスク／タスクと対策
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図４ セキュリティ向上の PDCA サイクル

テムから出力されるログを収集、一元管理し、検索、集計機能を

るレコードフィルター機能など蓄積したログの「活用」をより強

有するソフトウェアを指す。快速サーチャー LogRevi は、独自

く意識した製品である。もちろん、ログ定義エディタによる様々

DBによる超高速検索、プログラミングレスでのきめ細やかな検

なログへの対応や高圧縮率による効率的なログ保管など一般

索条件／レポート設定/アラート条件、タイムラインビューに代

的なログ収 集機能はカバーしている。表１に、快 速サーチャー

表されるログトレースに特化したビュー、ログの種類毎のアクセ

LogRevi によるソリューションを示す。

スコントロールに加え一部のレコードだけに可視範囲を制限す
表１ ログ管理の課題とソリューション
ログ管理の課題

説明

収集
活用

ログの所在が点在している

ログは、各システムから出力され場所が分散しているので、
直ぐに利用できない。

ログの量が膨大である

ディスク容量を圧迫する。

ログの形式が様々である

文字コードや形式（csv、タブ区切り、固定長など）、日付
の表現方法などがシステム毎に別々であり、統一されてい
ない。

検索に時間が掛かる

ログは量が膨大であり、手作業で管理、チェックするのは
現実的ではない。

複数ログにまたがる分析ができない

インシデント発生時は、例えば「PC操作ログ」と「ファイル
操作ログ」などのように、複数ログを関連づけながらトレー
スしたいケースが多い。

定常状態の把握ができない

ログを収集するだけでは、状況の把握ができない。俯瞰す
るための仕組みが必要。

インシデントに気づかない

予め設定したしきい値を超過した場合などに、メール等で
の通知が必要。

どう調べて良いかわからない

ドリルダウン機能（レポートから集計範囲を一段階絞ってよ
り詳細な集計を行う仕組み）や、サジェスト機能（検索キー
ワード候補を表示する仕組み）などが欲しい。

部門毎／子会社毎に参照範囲を制限できない

部門毎にログのチェック業務範囲を絞り、負荷を軽減した
い。または、他部門、他の会社に参照させたくないログがあ
る。

ソリューション
LogRevi利用

一般的なパッケージ利用

※1：元データの1/10〜1/3に圧縮
※2：元データの1/10〜1/5に圧縮
※3：ログ定義エディタによりプログラムレスでの対応が可能
※4：ログの形式ごとに変換が必要
※5：8億件のログを約1分
※6：8億件のログを約60分（商用RDB）
※7：タイムラインビューにより1画面で確認可能
※8：複数のビューで確認する必要がある
※9：き
め細やかな条件設定（プログラムレス）によるレポート機能を提供
※10：キーワードの有無以外にも件数の比較等が可能
※11：キーワードの有無のみ
※12：ドリルダウン機
能あり
※13：ドリルダウン機能なし
※14：レコードフィルタ機能あり
※15：参照範囲を制限したい場合は予めログを分割しておく必要がある
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図５ 快速サーチャー LogRevi を使用したモバイル端末のセキュリティ管理ソリューションの概念図
図５に快速サーチャー LogRevi を使用したモバイル端末の

のシステムを利用できる環境整備の検討を開始し、
７５０台のタ

セキュリティ管理ソリューションの概念図を示す。各々のシステ

ブレット端末を配布する検討を始めた。配布対象は顧客先を訪

ムから出力されたログをファイル転送により取り込み、高速検

問して営業活動を行う渉外担当者で、タブレット端末を利用す

索を実現するためのDB化処理を行う。DB化処理の過程でロ

ることで顧客への提案力とサービスレベルを向上させることが

グのレコード毎に社内利用、社外利用を識別するための識別情

主な目的である。

報を付与する。識別情報の付与は、接続元のIPアドレス等を利
用する。DB化処理が完了すると、利用可能な状態になる。一定

3.2 タブレット端末配布に関する課題

時間毎に動作するようにスケジュール登録しておくことで、レ

渉外担当者のタブレット端末の利用を実現するためには、こ

ポートのメール配信や、(設定条件に合致する事象が存在した場

れまで行内でのみアクセスすることができた行内システムや顧

合に)アラート通知が実施される。例えば、調査対象を「社外利

客情報を、行外でも閲覧・検索できるようになるので、行外での

用」に制限するような検索条件を設定すれば、社外での利用状

不正使用に対するセキュリティ対策を実施する必要があった。

況を把握するためのレポート作成や、社内のみに制限した機能

そのセキュリティ対策の実現手段の一つとして、行外に持ち出

を社外で使用した場合にアラート通知することも可能である。

したタブレット端末の操作証跡をチェックするシステムの構築

もちろん任意のタイミング、条件でログの閲覧、検索もできる。

を検討していた。

当社オリジナルの超高速検索エンジンにより、
８億レコードから

タブレット端末の操作証跡をチェックするには、タブレット

なるログでも約1分で目的のレコードが抽出できる。このため、

端末を操作した際に発生するログと行内のシステムにアクセス

トライ＆エラーで検索を繰り返しながら様々な視点での分析、

した際に発生するログを組み合わせて点検する必要があった。

調査が可能となる。

しかし、これらのシステムのログは、わずかな操作でも大量の
ログが発生するため、システムの運用上、以下の三つの課題が

3. 導入事例の紹介
3.1 導入の背景

あった。
●

行外で行われた操作のログだけを点検の対象とすること

●

特定の機能を利用した操作のログだけを点検の対象とす

A 銀行様ではシンクライアントシステムを採用しており、約
３５００台の行内PC端末の仮想化を実現している。
２０１１年１０月、
シンクライアントシステムの仕組みを利用して、行外からも行内
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ること
●

点検担当者に高度な操作を要求せず運用負荷を軽減する
こと
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この課題を解決したシステムが快速サーチャーLogReviを

利用することよって点検業務負荷を軽減する

使ったモバイル端末のセキュリティ管理ソリューションである。

これにより三つ目の課題を解決した。

本部は全支店の
ログを閲覧可能

本部

個別論文

3.3 快速サーチャーLogReviを使ったモバイル
端末のセキュリティ管理ソリューションの適用
A銀行様ではPC操作ログ取得システムを導入し全台でログ
を取得している。また、渉外担当者が行外からアクセスするシ
ステムにはCRMシステム、保険窓販システム、投資信託窓販シ
ステムがあり、これらのシステムへのアクセスログを取得してい
る。上記のログを点検対象とし、ログ収集処理の過程で、社外

快速サーチャー
LogRevi

利用のログのみに絞り込んでいる。これにより、一つ目の課題を

B支店
各支店は所属支店
のみに可視範囲を
設定することによって
確認範囲を限定

解決した。
次に、点検、レポーティング時に特定の機能を使用した操作の

アラート機能に
よって点検負荷を
軽減

A支店

ログ
データベース

ログのみに絞り込むため、検索条件を設定した。これにより、

ログトレースに特化した
ビューを利用すること
によって点検負荷を軽減

図６ 利用イメージ図

二つ目の課題を解決した。
また、下記の表２で挙げる機能を利用することによって点検

3.4 予防的統制に主眼を置いたログ活用

担当者の運用負荷を軽減した。

A銀行様では、快速サーチャーLogReviを使ったモバイル端

具体的には以下の三つの機能を利用した。
●

●

末のセキュリティ管理ソリューションを適用することによって構

レコードフィルター機能を利用することによって部門毎に

築したシステムを次のように活用し、不正使用を予防している。

可視範囲を設定し点検担当者の業務担当範囲を限定する

行外で閲覧するのは望ましくない顧客情報等の画面を閲覧禁

アラート機能を利用することによってアラート発生時のみ

止画面として、選定しアラート設定している。アラート情報を週

重点的に点検するものとして点検担当者の業務負荷を軽

次で点検し、必要があれば詳細ログを調査する。

減する
●

また、定期的なアラート情報のチェックのみでなく、随時サン

点検時はログトレースに特化したタイムラインビュー機能を

プル抽出したログを目視でチェックする。

表２ 快速サーチャー LogRevi の主要機能

検索
閲覧
レポート
通知
プッシュ型

キーワード検索

超高速検索を実現。8億レコードの中から400万レコードを中間一致検索するのに約60秒（商用RDBで
は60分）

●

●

クロスリファレンス

気になるキーワードを起点に複数ログの横断検索が可能

●

●

検索結果出力

検索して絞り込んだレコードをCSV形式、テキスト形式（タブ区切り）、Excel形式で出力可能

マトリクスビュー

ログの種類を意識することなく選択したログを時系列に表示するビュー

タイムラインビュー

時間帯別の複数ログ内容をテレビ番組表の様に一画面で閲覧するビュー。LogRevi独自の
ビューで特許出願中

●

レコードフィルター

ログに含まれている部門毎に閲覧権限を設定する機能

●

各種集計

集約フィールドでのキーワード出現数、合計値、最大値、最小値などでの集計結果を、棒グラフ、円グラ
フなどのレポート形式で表示可能。出力は、画面表示の他にPDF形式、CSV形式、Excel形式が可能

●

突合せ

ログとログ、事前申請データとログなど複数のレコード集合を比較／集計する機能。出力は、画面表示
の他にPDF形式、CSV形式、Excel形式が可能

●

ドリルダウン

レポートから集計範囲を一段階絞ってより詳細な集計を行う機能

アラート通知

予め設定した条件（集計値、比較、比率、合計、種類）を満たした場合の通知機能。通知手段として、
メール送信、イベントログ出力、プロセス起動が可能

●

●

メール送信

予め設定した条件でレポートを作成し、メールで送信する機能

●

●

●

二次利用

分析

トラッキング

特徴／説明

運用負荷軽減

機能

傾向把握

分類

効果

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

31

4. おわりに
本稿では、モバイル端末のセキュリティソリューションについ
て導入事例を交えて紹 介を行った。導入事例で紹 介した A 銀
行様では、リアクティブ型のセキュリティ対 策として快 速サー
チャー LogRevi を効果的かつ効率的に活用している先進的な
例である。
今後MDMに代表されるプロアクティブ型の対策と快速サー
チャー LogRevi に代表されるリアクティブ型の対策を組み合
わせることでセキュリティを高めていこうというお客さまが多く
なると考える。
当社としても快速サーチャー LogRevi を利用したモバイル
端末のセキュリティ管理ソリューションをモデル化し、継続的に
セキュリティ対策の重要性を社外へ発信していく必要がある。
また、各企業のモバイル端末利用時のリアクティブ型セキュリ
ティ対策の一翼を担っていくよう今後とも製品の成長に努めて
いく所存である。
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