
4 5

8 9

6 7

統合ログ管理システム
「快速サーチャーLogRevi」の

実装機能と評価
The Advanced Design and Implementation of “Kaisoku-Searcher LogRevi”

西村　健太郎
NISHIMURA Kentaro

原　安敏
HARA Yasutoshi

鈴木　創
SUZUKI Hajime

上野　香織
UENO Kaori

1. はじめに

4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。
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　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。

西村　健太郎
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統合ログ管理システム
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1. はじめに

4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。
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1. はじめに

4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。
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1. はじめに

4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。
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4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。

西村　健太郎
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統合ログ管理システム
「快速サーチャーLogRevi」の

実装機能と評価
The Advanced Design and Implementation of “Kaisoku-Searcher LogRevi”
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1. はじめに

4. 快速サーチャーLogReviの機能と評価

2. 統合ログ管理システムの要件

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　内部統制や情報漏洩対策を背景として、ログの取得と保管に関する需要が高まってきている。そこで、当社では

ログ管理製品として2005年に「快速サーチャー ログ検索ソリューション」を開発し販売を開始した。このシステム

は、ログを出力する製品毎の専用パッケージとなっていたことから、お客さま独自のログへの対応や、複数システム

のログを取り込むためには個別のカスタマイズが必要であった。そのため、近年のログ管理の需要拡大に迅速に

対応することが難しくなりつつあった。

　そこで、これまでのノウハウを投入して統合ログ管理システム「快速サーチャーLogRevi」を新規開発するに至った。

「快速サーチャーLogRevi」では、ログの取り込みや統合管理が容易に行えるようにしたほか、差分検索、マルチコア

への最適化、検索対象データベース領域の制限などの改良を検索エンジンに加えることによって、「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」を上回る検索性能を実現した。また独自に考案したタイムラインビューによって、複数ログ

にまたがるイベントの関連性を容易に把握できるようにして、閲覧性を向上させるなど、「統合ログ管理システム」

として必要な機能の強化を行った。

　本稿では、「快速サーチャーLogRevi」のコンセプトと特徴とについて紹介する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

　内部統制や情報漏洩対策、インシデント発生時の原因究明

など様々な理由によって、各種システムが出力したログの取得・

保管・分析というログ管理の重要性が近年高まってきている。

当社ではログを管理するための製品として、２００５年に「快速サー

チャー ログ検索ソリューション」を開発して販売を開始した。

以降、多くのお客さまに導入していただき、高い評価を得て

いる。

　「快速サーチャー ログ検索ソリューション」は、エムオー

テックス社の「LanScope Cat」対応版を皮切りとして、個々

の製品専用のパッケージ製品として、継続的に対応製品を追

加してパッケージ化を行ってきた。しかし、対応していない

製品については、ログをお客さま自身で取り込むことができず、

カスタマイズでの対応が必要となっていた。

　近年では、お客さまから、新しい製品への対応やログの統合

管理に関する要望が増加し、その対応が急務となっていたため、

これまでのノウハウや要望などを取り込んで、統合ログ管理に

フォーカスした新しい製品として「快速サーチャーLogRevi」

を開発した。

5. おわりに

3. 快速サーチャーLogReviとは
3.1 概要
　快速サーチャーLogRevi は、第２章に示した６つの要件を

踏まえて開発した統合ログ管理システムである。クライアント／

サーバーシステムを採用しており、ログを収集して取り込み保

管するためのサーバーサイドと、利用者がログの表示・検索や

サーバー管理を行うためのクライアントサイドから構成されて

いる。

　また、大容量のログを取り扱う場合に処理能力を増強するた

め、サーバーをスケーラブルに拡張できる構成となっている。

3.2 製品コンセプト
　２００８年現在、ログの統合管理は比較的新しい市場であり、

また今後の拡大が見込まれているが、当社が「快速サーチャー 

ログ検索ソリューション」の販売を開始した２００５年当時より

も競合製品が増加しており、競争が激化している。

　このような環境の中で、どのような機能がお客さまに本当に

必要とされているのかを検討した結果、当社ではログの調査追

跡能力を追求した統合ログ管理システムとして製品化を行うこ

とにした。そして、そこから (１)圧倒的な検索速度、(２)タイ

ムラインビュー、の２つの製品コンセプトを導き出した。

(１) 圧倒的な検索速度

　各種アプリケーション、ハードウェアなどから出力さ

れるログの容量は非常に膨大であり、ログの総容量が１

日あたり１００ＧＢに達する場合もある。このようなログを

１年間保管して傾向分析、調査などを行うとすると、単

純計算で１００ＧＢ×３６５日＝３６．５ＴＢものログを検索できる

だけの性能が必要になる。

　また、情報漏洩などのインシデント調査を行う場合や、

ログから情報を収集しようとした場合、検索条件を色々

と変更しながら多面的に検索する必要が出てくる。また、

集計レポートなどによって危険な兆候を発見した時にも、

検索することによって初めてその原因を調べることがで

きるため、統合ログ管理システムの機能の大部分は、最

終的に検索に帰結すると言っても過言ではない。したがっ

て、統合ログ管理システムにおいて、検索速度は極めて

重要である。

　当社では、商用ＲＤＢを利用しない独自開発の超高速検

索エンジンを擁しており、今までに多くの製品に搭載し

てきた。統合ログ管理においても圧倒的な検索速度を実

現するため、統合ログ管理に最適化した検索エンジンを

快速サーチャーLogReviに搭載した。

(２) タイムラインビュー

　統合ログ管理システムでは、ログの調査追跡を行う場

合に複数のログを横断的に検索することがある。たとえば、

特定人物の行動を調査するというようなケースでは、ビル

の入退館のログ、アクティブディレクトリの認証ログ、ＰＣ

の操作ログ、印刷ログなどを検索することがあるが、これ

らのログの検索結果を一覧表示するだけでは、各ログに残

されているイベントの関連性を把握できない。ログの調査

効率を向上させるためには、複数のログにまたがるイベン

ト間の関連性を、容易に把握できるようなユーザーインター

フェースが必要である。

　そこで、当社では複数ログを横断的に閲覧するためのビュー

として、全く新しい「タイムラインビュー」を考案して搭

載することにした。

　タイムラインビューでは、横軸にログの種類を、縦軸に

時刻を配置することによって、複数のログのイベントがど

のように関連しているのか、そのイベントが発生した時間

がいつなのかを直感的に把握することができるようになっ

ている。なお、ログの種類によっては時刻体系が日本時間、

協定世界時と異なっている場合があるほか、日時も秒まで

格納されているログと、ミリ秒まで格納されているログが

あるなど、様々な種類のログがあるが、タイムラインビュー

ではこれらの違いを全て吸収し、イベント間の関連を画面

上で正しく認識できるようになっている。このタイムライン

ビューは特許出願中である。

　また、ログを時系列で並べて確認したい時のために、全ての

ログを時系列に縦に並べて表示するマトリクスビューも搭載

しており、タイムラインビューとマトリクスビューは随時切り

替え可能となっている。

　上記に示した２つのコンセプトは、相乗効果によるスパイラ

ルアップを産み出す。探したいイベントを検索で高速に抽出で

きることで、タイムラインのインタラクティブな表示が生かさ

れ、事象の把握が容易となる。その結果として、新たに調査検

索を行う必要のある事象が見つかる。この繰り返しが、ログの

調査追跡に大きな効果をもたらす。

　第４章で示すが、快速サーチャーLogRevi には豊富な検索

機能が用意されており、これらは全てこの２つのコンセプトに

結びつくように、設計している。

　統合ログ管理システムでは、ログを収集して保管するだけで

はなく、インシデント発生時に簡単にログを追跡することが可

能でなければならない。また、セキュリティ上危険な兆候が発

生していないことなどを、常時確認できる仕組みが用意されて

いることも重要である。

　以下に、統合ログ管理システムに求められている主な要件を

示す。

(1) 複数ログ統合

　様々なシステムが、様々な形態で出力したログを収集し

て一元管理するとともに、全てのログを閲覧可能な状態で

維持しなければならない。

　また、同じ意味の項目であってもシステムによって異な

る名前、形式で管理されている場合があるが、それらを同一

の項目として取り扱うことができる必要がある。

(２) 長期保存

　ログは長期に渡って保存可能でなければならない。ログ

を出力するシステムによってログの容量は様々であるが、

１ヶ月あたりのログ容量が１TBを超えるものも存在する。

そのため、大容量のログを高速で取り込めること、取り

込んだログを圧縮して保管できることが必須である。

(３) 高速検索

　インシデント発生時やログを調査する必要が生じた場合、

取り込んだログ全体から問題のイベントを高速に検索でき

なければならない。ログを検索する時には一度の検索で必

要な結果が得られることは少なく、何度も検索を繰り返す

ことで初めて問題のイベントが抽出できることが一般的で

ある。このため、実運用において検索速度は極めて重要で

ある。

(４) セキュア

　取り込んだログは、悪意のある人物に利用されることの

ないよう安全が保障されなければならない。各種システム

のログには、個人情報を含めて極めて重要な情報が記録さ

れているため、暗号化などによって保護されていなければ

ならない。また、改竄されずに保管されていることが保証

されている必要がある。

(５) 閲覧性

　ログを時系列に検索(縦串検索)するだけではなく、複数

のログを横断して検索(横串検索)できなければならない。

横串検索を行うと複数のログのイベントが該当するが、ロ

グの種類によって項目名が異なるため、それぞれの項目名

とその内容とを正確に把握できる必要がある。

(６) 集計・レポート

　統合ログ管理システムは、インシデント発生時などの事

後調査にだけ利用するものではない。たとえば、ログイン

失敗回数が前月よりも急増していないことを確認するなど、

問題が発生していないかを定期的に確認することが可能で

なければならない。さらに、問題が検出された場合は、問

題となっているログを速やかに確認できる必要がある。

図１ 「快速サーチャーLogRevi」全体概念図

図２  タイムラインビューとマトリクスビュー

図３  快速サーチャーLogReviコンセプト

4.1 ログの取り込みと保管
　快速サーチャーLogRevi では、ログの統合管理を実現する

ため、多様なログを取り込むことができるインターフェース

を開発し、またその定義作業をＧＵＩから簡単に行うことがで

きるようになっている。また、ログをデータベースに取り込

むタイミング（期間）は、ログを出力するシステムによって

まちまちであるが、どのような単位で出力されるログであって

も柔軟に取り込むことを可能とした。

　ログは容量が膨大であるため、統合ログ管理システムでは

ログを取り込む速度も非常に重要な要素である。快速サーチャー

LogReviでは、取り込み速度を向上させるために、複数のサー

バーでログ取り込みの分散処理ができるようになっている。

また、フォールトトレラント構造を取っているため、一部のサー

バーがダウンしてもログの取り込み処理を継続することが可

能である。この分散処理によってログの取り込み速度が飛躍

的に向上し、サーバー４台構成時には６０GB/H以上のログ取

り込み性能を記録している。

　ログを長期に保存するため、データベースの圧縮も重要である。

快速サーチャーLogReviでは、元ログデータ比５０%という圧

縮効率を実現している。また、圧縮と同時にAES128bit暗号化を

することによりセキュアなデータベースとしている。

4.2 検索
　快速サーチャー LogReviの検索機能とは、複数のログを横

串検索して検索条件に合致するイベントを抽出する機能である。

具体的には、任意の検索条件によってイベントを抽出する「絞

り込み検索」、特定イベントに結びつくイベントを抽出する「ク

ロスリファレンス」、定期的に絞り込み検索を行う「定型検索」

などをはじめとして、多面的な検索を行うことができるよう、

上記以外にも豊富な検索機能を用意している。そして、これ

らの検索機能を支えているのが、ログの統合管理に最適化し

て搭載した、当社独自の高速検索エンジンである。具体的な

最適化内容を以下に示す。

(１) 差分検索

　ログを連続して検索する際に、前回の検索結果を元に

して差分だけを検索するようにした。実際の運用では、色々

と条件を変更するなどして、試行錯誤しながらイベント

を探し出すが、このようなプロセスで検索を繰り返す場

合の検索速度の向上を図っている。

(２) スレッドレベルパラリズム

　２００８年現在、CPUのインストラクション性能の向上は低迷

しており、今後はマルチコア化・メニーコア化というよ

うに、マルチスレッディング性能の向上がCPU性能向上

のキーテクノロジとなることが見込まれている。そこで、

マルチスレッディング性能の向上が、検索速度の向上に

結びつくアーキテクチャとした。

(３) 領域制御

　検索を開始する前に検索条件を精査し、検索対象とな

るデータベース領域を限定することで、最小限の検索処

理で検索結果が得られるようにした。そのため、膨大な

レコード数のログであっても、短時間で検索することが

できる。

　上記のような最適化を行い、Dual Core XEONサーバーに

て検索速度を検証した。その結果、ログ11億７千万レコード

に対して検索した場合に1分１８秒で検索完了という検索性能を

得ることができた。なお、商用のＲＤＢにて同条件で検索した

場合、検索完了まで1時間２３分５６秒が必要であった。

　また、上記とは異なるデータでの比較ではあるが、当社の「快

速サーチャー ログ検索ソリューション」との比較でも、検索

時間を３０～５２%短縮という結果が得られている。

4.3 タイムラインビューとマトリクスビュー
　特定のファイルに対するアクセスやオペレーションを、ログ

から調査する例を考える。ファイルへのアクセスは多数のロ

グに分散して記録されていることが多い。たとえば、ファイ

ルへのダイレクトアクセスがファイルアクセスログに、印刷

が印刷ログに、メール送信がメールサーバーログに、グループ

ウェアからのアクセスがグループウェアログに、といった具

合である。さらに印刷ログに関連するログとして、アプリケー

ション起動ログやＩＤ監査ログがあるなど、上記それぞれのログ

に間接的に結びつくログが他にも多数存在する。

　ここでログの調査にタイムラインビューを利用すると、各

ログからの出力状況や操作順が一目で把握できるようになる。

さらに、ファイルアクセスがメーラー起動、ファイルアクセス、

メール送信、メーラー終了という順で処理されていることが

パターン化して見えるが、平常時と異なる操作や作業が行わ

れるとそのパターンが変化する。そのため、イベントのメッセー

ジと併せて閲覧することで、平常時と異なるパターンを視覚

的に発見し易くなる。また、タイムラインビューとマトリクス

ビューは随時切り替えられるため、着目すべき場所をタイム

ラインビューで大まかに探索し、マトリクスビューで個々の

イベントの詳細を確認する、という利用が可能となっている。

4.4 レポート機能
　快速サーチャーLogRevi では、ログデータベースの内容を

分析するために必要な情報を、表やグラフ形式でレポート出

力する機能を搭載している。作成可能なレポート内容は、取

り込みを行ったログに依存するが、たとえばｗｅｂアクセスロ

グを元にして時間帯別ｗｅｂアクセス件数推移レポートを作成

する、ＰＣ操作履歴ログを元にして部署別操作アラーム件数レ

ポートを作成する、ということが可能となっている。このレポー

ト機能を利用することで、異常な事象が発生していないことや、

前月までのログと比較して何らかの変化が発生していないか、

等の情報を定期的に調査確認することができるようになって

いる。

　また、快速サーチャーLogRevi のレポート機能は、既に述べ

た高速検索とタイムラインビューのコンセプトに密接に結びつ

いていることが大きな特徴である。たとえば部署別操作アラー

ム件数レポートを確認した結果、特定の部署がアラームを大量

に出力していることが判明した場合、問題のアラームイベン

トをタイムラインビューで直ちに確認することができる。高

速検索機能を活用して、そこから更にログを絞り込むことが

できるなど、レポート機能はログ調査追跡を行うためのベース

として活用可能な構造となっている。

　なお、レポートのテンプレートは、快速サーチャーLog-

Revi に取り込むログに適合するものを当社からオプションと

して提供するほか、お客さまにて自由に作成していただくこ

とも可能である。

4.5 ログの追跡調査
　ログを追跡する場合、検索機能を駆使してデータを少しず

つ絞り込んでいくことが基本的なオペレーションとなる。し

かし、検索を繰り返すだけではなく、少し手前の検索状態に

戻して改めて違う方向に検索を進める、あるいは複数の検索

結果を見比べる機能もログ調査の効率アップには欠かせない。

　このような追跡調査を実現するため、快速サーチャー

LogRevi では絞り込んでいった検索条件を巻き戻すことを可

能としている。さらに、先行する検索条件の一部を差し換え

たり、MDI（Multi Document Interface）によって検索結

果を多重化して異なる検索条件での追跡を同時に進めたりす

ることを可能とするなど、高度な追跡調査が行えるような設

計にしている。また、ログのイベントそのものをクリップボー

ドのように保存しておき、他のイベントとの比較時に利用でき

る詳細表示ボード機能も搭載している。

4.6 評価
　快速サーチャーLogRevi は、発売後の短期間で何社ものお

客さまに導入していただいており、つぎのような評価をいただ

いている。

● 検索速度が圧倒的に速いので、ログを探すことが非常に短

時間でできる。

● タイムラインビューで、イベント間での関連が非常に把握

しやすい。

● 各システムのログを全て取り込んでタイムラインビューで

閲覧すると、障害発生時にどのシステムで障害が発生し、

それがどのように広がっていったのかが簡単に把握できる。

● 様々なレポート機能が作成できるので、ログを有効に活用

することができるようになった。また、レポートから直接

ログの内容を確認できるのが便利である。

　特に高い評価をいただいているのが検索速度に関するもので

ある。実際に使っていただくとその検索速度に驚かれるお客さ

まが非常に多く、タイムラインビューの仕組みと併せて高い評

価をいただいている。

図４  レポート機能
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　本稿では、快速サーチャーLogRevi のコンセプトから機能

の紹介を行った。お客さまからは、特に検索速度およびタイ

ムラインビューについて高い評価をいただいており、当社が

打ち出した統合ログ管理製品としてのコンセプトが、快速サー

チャーLogRevi を選択していただく際の最大要因であり決め

手になっている。

　現在は「圧倒的な検索速度」と「タイムラインビュー」を

２本柱として展開しているが、これはまだ快速サーチャー

LogReviとしてのプロローグに過ぎない。検索速度に関しては、

検索速度を更に向上させるための余地がいくつも残っている

ため、今後検索速度を更に向上させて利便性を一層向上させ

るとともに、オリジナリティのある機能を創り上げることによっ

て差別化を図っていきたい。また、お客さまの要望を積極的

に取り込んでいくことによって、ログの統合管理システムに

最も有効なシステムと言われる製品に成長させていきたい。
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