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概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。
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4. おわりに
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。
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表１  快速サーチャー統合管理対象ログ
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2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法
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概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。
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　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。
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力
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データベースアクセス

AIXサーバーのログオン
／ログオフ記録

ファイアウォールログ

千手ログ

JP1ログ

表１  快速サーチャー統合管理対象ログ

LanScope Catなどのログ収集システム 快速サーチャー

前日分のログを出力

CSVファイル
（7GB）

19：00 21：00 23：30

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

DB

DB

DB

DB

DB

イ
ン
デ
ク
シ
ン
グ
処
理

作成システム
5ライセンスでの同時処理

2時間 2.4時間
19：0000：00

・
・
・
・
・

DB

ファイルサーバー J-SOX対象サーバー
Appmanager
管理サーバー

Appmanager
リポジトリ

LanScope Cat5
サブマネージャ
12台

LanScope Cat5
統合マネージャ1

LanScope Cat5
統合マネージャ2

Chakraサーバー

CSV整形用
サーバー

千手、JP/1、AIX、
Exchange
ファイアウォール

PC12000台
快速サーチャー3台＋ストレージ

HP StorageWorks EVA 4000HP ProLiant BL460c

2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法
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2.  導入経緯

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事

SUZUKI Hajime
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

HARA Yasutoshi
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。
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アプリケーションタスクログ
リアルタイムイベントログ
Webアクセスログ
ファイルサーバーアクセスログ
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サーバーローカルのログオ
ン記録
サーバーローカルのFTPログ

DBアクセスログ収集シス
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Unixサーバーへのログイン
ログアウト履歴
Unixサーバーでのスイッチ
ユーザー履歴

F/Wのアクセスログ

オペレーションログ
メッセージログ

JP1のジョブ実行などの情報

Exchangeサーバーのメール
送受信に関する情報

LanScope CatのCSVバックアッ
プ機能によりログをCSV形式のファ
イルに出力

ログオン記録収集システムを
NetIQ株式会社のAppManager
で構築し、ログをCSV形式のファ
イルに出力

Chakraによるネットワークキャプチャ
のログをChakra Data Exchange
を利用してCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに出
力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

LanScope Cat

Windows系のログオン
／ログオフ記録

データベースアクセス

AIXサーバーのログオン
／ログオフ記録

ファイアウォールログ

千手ログ

JP1ログ

表１  快速サーチャー統合管理対象ログ

LanScope Catなどのログ収集システム 快速サーチャー

前日分のログを出力

CSVファイル
（7GB）

19：00 21：00 23：30

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

DB

DB

DB

DB

DB

イ
ン
デ
ク
シ
ン
グ
処
理

作成システム
5ライセンスでの同時処理

2時間 2.4時間
19：0000：00

・
・
・
・
・

DB

ファイルサーバー J-SOX対象サーバー
Appmanager
管理サーバー

Appmanager
リポジトリ

LanScope Cat5
サブマネージャ
12台

LanScope Cat5
統合マネージャ1

LanScope Cat5
統合マネージャ2

Chakraサーバー

CSV整形用
サーバー

千手、JP/1、AIX、
Exchange
ファイアウォール

PC12000台
快速サーチャー3台＋ストレージ

HP StorageWorks EVA 4000HP ProLiant BL460c

2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法
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1.  はじめに

2.  導入経緯

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事

SUZUKI Hajime
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

HARA Yasutoshi

原　安敏

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。
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ン記録
サーバーローカルのFTPログ

DBアクセスログ収集シス
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Unixサーバーへのログイン
ログアウト履歴
Unixサーバーでのスイッチ
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F/Wのアクセスログ

オペレーションログ
メッセージログ

JP1のジョブ実行などの情報

Exchangeサーバーのメール
送受信に関する情報

LanScope CatのCSVバックアッ
プ機能によりログをCSV形式のファ
イルに出力

ログオン記録収集システムを
NetIQ株式会社のAppManager
で構築し、ログをCSV形式のファ
イルに出力

Chakraによるネットワークキャプチャ
のログをChakra Data Exchange
を利用してCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに出
力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

LanScope Cat

Windows系のログオン
／ログオフ記録

データベースアクセス

AIXサーバーのログオン
／ログオフ記録

ファイアウォールログ

千手ログ

JP1ログ

表１  快速サーチャー統合管理対象ログ

LanScope Catなどのログ収集システム 快速サーチャー

前日分のログを出力

CSVファイル
（7GB）

19：00 21：00 23：30

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

DB

DB

DB

DB

DB

イ
ン
デ
ク
シ
ン
グ
処
理

作成システム
5ライセンスでの同時処理

2時間 2.4時間
19：0000：00

・
・
・
・
・

DB

ファイルサーバー J-SOX対象サーバー
Appmanager
管理サーバー

Appmanager
リポジトリ

LanScope Cat5
サブマネージャ
12台

LanScope Cat5
統合マネージャ1

LanScope Cat5
統合マネージャ2

Chakraサーバー

CSV整形用
サーバー

千手、JP/1、AIX、
Exchange
ファイアウォール

PC12000台
快速サーチャー3台＋ストレージ

HP StorageWorks EVA 4000HP ProLiant BL460c

2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。
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ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに出
力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

LanScope Cat

Windows系のログオン
／ログオフ記録

データベースアクセス

AIXサーバーのログオン
／ログオフ記録

ファイアウォールログ

千手ログ

JP1ログ

表１  快速サーチャー統合管理対象ログ

LanScope Catなどのログ収集システム 快速サーチャー

前日分のログを出力

CSVファイル
（7GB）

19：00 21：00 23：30

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

DB

DB

DB

DB

DB

イ
ン
デ
ク
シ
ン
グ
処
理

作成システム
5ライセンスでの同時処理

2時間 2.4時間
19：0000：00

・
・
・
・
・

DB

ファイルサーバー J-SOX対象サーバー
Appmanager
管理サーバー

Appmanager
リポジトリ

LanScope Cat5
サブマネージャ
12台

LanScope Cat5
統合マネージャ1

LanScope Cat5
統合マネージャ2

Chakraサーバー

CSV整形用
サーバー

千手、JP/1、AIX、
Exchange
ファイアウォール

PC12000台
快速サーチャー3台＋ストレージ

HP StorageWorks EVA 4000HP ProLiant BL460c

2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2006年6月7日に金融商品取引法が成立し、日本版SOX法（J-SOX）が2008年4月1日以後に開始する事業

年度から適用されることとなった。その中のITに係る全般統制として、システムの管理や安全性の確保がもとめ

られている。ログを管理することは、システムが適切に運用されている証明のためだけでなく、適切に運用を維持

するためにも、非常に有効な手段であると認識されている。

　アステラス製薬株式会社様（以下、お客さま）では、金融商品取引法が成立した2006年にJ-SOXの予備評価を

行い、同年にログを統合管理する目的で当社が販売している統合ログ管理システム「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（以下、快速サーチャー）の導入検討を開始した。

　本稿では、統合ログ管理システムとして採用された快速サーチャーの導入経緯や、導入後に実施したシステム

拡張を中心に、J-SOX対応の強化を目的とした統合ログ管理の事例を紹介する。また、統合ログ管理に求めら

れる具体的要件や、管理の実状について説明する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

4. おわりに
FUKUHARA Reishi

福原　礼伊爾 

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発／営業支援／技術支援業
　務に従事

SUZUKI Hajime
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

HARA Yasutoshi
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● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
● 「快速サーチャー」シリーズの開発業務に従事

（１）C2監査：アメリカ国防総省により、Trusted Computer System Evaluation Criteriaで定義されているセキュリティの評価基準のレベル。評価基準は最下級のDからC1, C2, B1, B2, B3, A1の
       7つのレベルに分けられている。

3. システム概要

図１  データベース取り込み処理スケジュール

図２  システム概念図

　ログを管理する上で、まず問題となるのは、検索した結果

を得るのにかなりの期間を要してしまうということが挙げら

れる。件数が膨大であるがゆえに、ログを調査したいというニー

ズが発生しても、目的のログを抽出することの作業負荷が高い。

さらに、ログは機密情報であるため、改ざんされないようセキュ

リティを確保した状態で保管することも求められる。ログを

管理すべき対象のシステムは多岐にわたり、ばらばらで管理

されている。これらの課題を解決するのが、統合ログ管理シ

ステムである。

　とはいえ、単にログを集約すれば統合ログ管理が実現でき

るのではなく、置かれている環境を分析し、課題を明確にし

たうえで、システムを導入しなければ、その効果も十分に得

ることはできない。今回の事例では、快速サーチャーを選定

するまでの過程で課題が明確化されていたことが、統合ログ

管理の成功につながった。

　統合ログ管理システムには、様々な検索条件で検索できる

こと、検索にレスポンスがかからないことなどが、重要な機

能要件として求められる。快速サーチャーは、上記の機能に

優れているため、お客さまに採用され、ログの調査にかかる作

業負荷を軽減することができた。

　今後の快速サーチャーの機能追加では、これらの作業負荷の

軽減だけでなく、ログをどのように有効利用できるのか、どの

ような形でお客さまに提供できるのかを十分に考え、お客さま

の要望をこぼすところなく吸収し、運用改善やシステム改善に

役立つシステムとして、より強化していきたいと考えている。

　本論文には、他社の社名、商標、登録商標を含みます。

　企業が保持するログには、サーバーやクライアントPCのロ

グ、ファイアウォールなどのネットワークデバイスのログな

ど様々なものがある。それらのログを個別で管理した場合、

それぞれのシステムでログを確保する必要がある。さらに、

調査対象のログが複数のシステムに分散している場合、シス

テム毎に調査した結果を比較・集計するといった作業が必要

になる。

　統合ログ管理システムにより、それらのログを集約し一元

管理することで、各システムのログを横断的に検索することや、

ログの保全や長期保管への対策を一括で行うことができる。

　お客さまは、２００６年に金融商品取引法が成立したのと同時に、

J-SOX対応への検討を開始し、ログ管理システムの強化が急

務であると結論付けた。

Exchangeログ

アプリケーションタスクログ
リアルタイムイベントログ
Webアクセスログ
ファイルサーバーアクセスログ

ドメインへのログオン記録
サーバーローカルのログオ
ン記録
サーバーローカルのFTPログ

DBアクセスログ収集シス
テムで収集したDBアクセス
のログ

Unixサーバーへのログイン
ログアウト履歴
Unixサーバーでのスイッチ
ユーザー履歴

F/Wのアクセスログ

オペレーションログ
メッセージログ

JP1のジョブ実行などの情報

Exchangeサーバーのメール
送受信に関する情報

LanScope CatのCSVバックアッ
プ機能によりログをCSV形式のファ
イルに出力

ログオン記録収集システムを
NetIQ株式会社のAppManager
で構築し、ログをCSV形式のファ
イルに出力

Chakraによるネットワークキャプチャ
のログをChakra Data Exchange
を利用してCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに出
力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

ShellScriptでデータを抽出し、
CSV変換プログラムを利用して、
ログをCSV形式のファイルに
出力

LanScope Cat

Windows系のログオン
／ログオフ記録

データベースアクセス

AIXサーバーのログオン
／ログオフ記録

ファイアウォールログ

千手ログ

JP1ログ

表１  快速サーチャー統合管理対象ログ

LanScope Catなどのログ収集システム 快速サーチャー

前日分のログを出力

CSVファイル
（7GB）

19：00 21：00 23：30

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

整形データ

DB

DB

DB

DB

DB

イ
ン
デ
ク
シ
ン
グ
処
理

作成システム
5ライセンスでの同時処理

2時間 2.4時間
19：0000：00

・
・
・
・
・

DB

ファイルサーバー J-SOX対象サーバー
Appmanager
管理サーバー

Appmanager
リポジトリ

LanScope Cat5
サブマネージャ
12台

LanScope Cat5
統合マネージャ1

LanScope Cat5
統合マネージャ2

Chakraサーバー

CSV整形用
サーバー

千手、JP/1、AIX、
Exchange
ファイアウォール

PC12000台
快速サーチャー3台＋ストレージ

HP StorageWorks EVA 4000HP ProLiant BL460c

2.1  導入背景
　お客さまは、PCの利用率および実態を把握することと、セキュ

リティ対策強化を目的にエムオーテックス株式会社のネットワー

クセキュリティ統合管理ツール LanScope Catを導入・運用

していた。

　お客さまが LanScope Catで収集されていたおもな情報は

以下のとおりである。

(１) PCの利用率、実態の把握

● PC上で稼働した実行ファイルの記録（人数、時間、起

　動回数）

● Microsoft Office 製品の利用率

● 自社開発業務システムの利用率

● 市販ソフトウェアの導入済みライセンス数

● 業務外ソフトウェアの検出（違法コピー、ゲームソフト

　ウェア）

(２)セキュリティ対策強化

● PCのアクティブウィンドウの記録

● ファイルサーバー上のファイルアクセス記録

● 利用者、PC毎に閲覧されたWebページの記録

● 外部デバイスへの書き込みアラーム

● 特定プログラムの実行禁止（Winnyを代表とするP２P

　プログラム）

　監視対象は２００８年４月現在で、ファイルサーバーが１０台、

PCが１２０００台である。これらの監視対象から出力されるログは、

1ヶ月で４５GB、１７００ファイルに至る。

　これらのログに対して、毎月1回、ファイル消失調査の依頼

が発生していた。調査対象のログは３ヶ月分で４億件、ファイ

ルアクセス記録に限定しても１６００万件になる。ログを検索す

るには、Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）を直

接検索するか、CSVレポートから文字列検索しなければならず、

３ヶ月よりも過去のログに関してはディスク容量が足りなかっ

たため、バックアップからリストアする必要があった。

　目的のログを抽出するだけで、半日から１週間かかっており、

抽出したログから対象操作の調査は、さらに時間がかかる作業

であった。

　上記のような取り組み状況であったが、２００６年６月に金融

商品取引法が成立したことにより、その年の８月よりJ-SOX

対応への取り組みも開始した。

　取り組み経緯の内容は以下のとおりである。

● ２００６年８月  全社的内部統制の予備評価に基づく改善検討依頼

　　IT内部統制に関する改善事項を検討

● ２００６年１０月  対応方針、実現方法の検討

　　監査法人とJ-SOX要件を確認し、対応方針案を検討

　　要改善点として、特権ユーザーに対する監視を指摘

● ２００６年１１月  改善計画の策定

　　特権ユーザーのログオン記録を保存することに決定

● ２００７年３月  改善の実施

　　ログオン記録を一元管理するシステムを設計

● ２００７年４月  プレ運用

　　長期保存と高速検索の仕組みが必要

　上記の取り組みの過程において、ログを管理する上での課題

がクローズアップされてきた。

　クローズアップされた課題は以下のとおりである。

(１)LanScope Catのログを解析する効率が悪い

● 調査依頼の回答に1日から1週間かかる

● 検索したい過去ログがディスク上にない

● 複雑な検索条件の場合、手間と時間がかかる

(２)J-SOX対応への仕組み作り

● ログオン記録を一元管理するシステムの構築

● 長期保存と高速検索の仕組みが必要

(３)多数のログがばらばらに管理されている

● ユーザー IDを軸に串刺し、横断検索ができない

2.2  導入目的
　前節の背景をうけ、お客さまは、J-SOX対応と IT内部統制

の改善の実現のために、統合ログ管理システムの選定を開始し

た。構築するシステムに求める最低限の要件として、下記の

２点を定義した。

ユーザーPC操作記録や重要システムのアクセス記録など、

　機密性のあるログファイルの保管領域を集約し管理すること

アクセスログの調査において、必要な情報を大量のログか

　らすばやく検索できる環境を提供すること

2.3  快速サーチャー選定理由
　導入目的の の要件を実現するためには、LanScope Cat

にて収集した億件単位の大量ログを、セキュリティを確保した

状態で、長期間保管することが求められる。

　快速サーチャーは、LanScope CatがCSV形式で出力した

ログファイルをデータベースに取り込む機能を標準でサポート

している。取り込んだログは、AES（Advanced Encryption 

Standard）１２８bitで暗号化しているため、専用の検索クライ

アントシステムを使用しない限り、ログの内容を把握すること

はできない。

　また、1ヶ月分ごとにフォルダ単位でデータベースを作成す

るため、ディスク容量が許す限り、長期間のログを保管するこ

とができる。保管したデータベースは、レコード数として２８０兆

レコード、連結数として1万データベースまで串刺し検索する

ことが可能である。

　導入目的の の要件を実現するためには、大量のログを高速

検索でき、なおかつ、ログの内容を柔軟に検索できることが求

められる。

　快速サーチャーの検索速度は、1億２千万レコードで４５秒程

度である。３ヶ月分で４億件のログを検索する場合は、２分３０秒

程度で検索することができる。

　また、検索条件として、1テーブル内に３０個までの条件式、

さらに、1回の検索で１６テーブルまでの掛け合わせ検索が可能

である。検索インデックスは、CSV形式で出力されるファイル

のすべてのフィールドに対して設定されている。比較条件は、

キーワードに対する完全一致、前方一致、後方一致、中間一致、

以上／以下、以前／以降、否定検索を指定することが可能で

ある。

　お客さまは、上記の理由をもとにLanScope Catのログが

取得可能で、その他のシステムログも取得可能な快速サーチャー

に決定された。

　お客さまがあげられた具体的な選定理由は以下のとおりで

ある。

(１) LanScope Cat用の標準パッケージがある

● LanScope Cat向けに最適化されている

　快速サーチャーをインストールするだけで、LanScope 　

Catのログをデータベースに格納することが可能

● LanScope Catのログデータ８種類、６００項目が定義

　済み

● LanScope Catのバージョンアップに対応

(２) カスタマイズが容易

● お客さまは、ログが大量のため、PC操作ログとファイ

　ルサーバーへのアクセスログとで２台のサーバーに分け

　て LanScope Catを運用されていた。快速サーチャー

　をカスタマイズすることで、２台のLanScope Catサー

　バーのログを統合してデータベースに格納することを可

　能とした。

● お客さまによるLanScope Catのログの調査は、前日

　分のログが対象となることもあるため、前日分のログを

　快速サーチャーのデータベースに取り込むことを可能と

　した。

(３)ログの串刺し検索が可能

● LanScope Catとその他ログの横断検索が可能

(４)検索エンジンが高速である

●1億２千万件に対しての検索が1分以内で結果を得るこ 

　とが可能

2.4  追加要件
　お客さまは、快速サーチャーを選定した後、統合ログ管理と

しての追加要件もまとめた。要件のポイントは、機密データを

保持するデータベースに対する情報漏えい対策、J-SOX対応

での追加指摘事項への対応、その他のログ管理の３点とした。

　具体的な要件の内容を以下にまとめた。

(１)機密データデータベースの情報漏えい監視

● 株式会社ニューシステムテクノロジーのデータベース監

　視ツールChakraの導入

● 新規SQL Server用に、C２監査(1)の標準を設計

(２)J-SOX追加指摘事項

● データベース直接修正のリスク

　リスクのあるサーバーをChakraの監視対象に追加

● 日本アイ・ビー・エム株式会社のOS AIX (Advanced 

　Interactive eXecutive) のログオン／ログオフ監視

● ファイアウォールの監視

● ジョブ管理、実行の監視

　お客さまは、NRIデータサービス株式会社の統合運用管

　理ツール 千手 と株式会社日立製作所の統合システム運

　用管理ツール JP1 を導入されている。

(３)その他のログ

● Microsoft Exchange Server（以下、Exchange）ログ

　専用サーバーを廃止し統合することが目的

● DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）、

　その他syslogは保留

3.1  対象ログ
　快速サーチャーは、CSV形式のファイルとして出力された

ログをデータベースに取り込む。お客さまが要件をもとに快速

サーチャーに取り込む対象として選定されたログおよびログの

収集方法を表１に示す。

3.2  ログの取り込み処理
　図1にデータベース取り込み処理スケジュールを示す。

　1日に出力されるログサイズは７GB程度と大量であり、各

ログ収集システムがログの出力を完了するには、翌日の夜間か

ら出力を開始して同日の１９：００程度までかかる。快速サーチャー

には、次の日のログが出力されるまでに、1日分のログのデー

タベース取り込み処理が完了していることが要求される。

　快速サーチャーのデータベース取り込み処理には、1GBの

ログで２時間程度かかり、７GBのログをデータベースに取り

込むには１４時間程度かかる。そこで検索キーのインデクシン

グ処理を行う作成システムのライセンス数を増やして並列処理

することで処理時間を短縮した。1ライセンスではデータベー

ス作成処理に１４時間程度かかるが、ライセンスを追加するこ

とで、処理時間の８５%を各ライセンスに分散することができる。

お客さまの環境では、作成システム５ライセンスを３台のサー

バーで運用することとした。１４時間の８５%の１２時間分の処理

が５ライセンスに分散されるため、処理時間は１４時間の１５%

と１２（時間）÷5（ライセンス）の２.４時間の合計となり、４.４時

間となる。１９：００からデータベース取り込み処理を開始した場

合は当日中に処理が終了する。１CPUに１ライセンスまでの

ため、用意するサーバー機はマルチCPUとした。

3.3  ハードウェア
　図２にシステム概念図を示す。

　お客さまは、快速サーチャーを運用するサーバー機として、

日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、日本HP社）

のブレードサーバーHP ProLiant BL４６０cを採用された。

また、データベースはLanScope Catのログに関しては３年

分、その他J-SOXに必要なログは２年分をディスクに保管す

ることとした。トータルのログサイズは７.７TBになる見込みで

ある。データベースサイズは、ログサイズの最大１.５倍となるため、

１２TB程度を必要とする。従い、データベースを保管するスト

レージは、日本HP社のHP StorageWorks EVA４０００を採

用された。

・快速サーチャーサーバー（３台）

　本体  ：HP ProLiant BL４６０c

　CPU  ：Xeon５１６０ ３GHz Dual core　×２

　メモリ  ：２GB

　ハードディスク ：１４６GB

・ストレージ

　HP StorageWorks EVA４０００  １２TB

3.4  ログ統合における留意点
　ログを統合管理するには、それぞれ別のシステムが出力し

たログを、共通フィールドより串刺し検索できるようにする

必要がある。共通フィールドには、「日付」や「時刻」だけ

でなく「ログオンユーザー」や「IPアドレス」「ホスト名」も

採用した。これらの項目も共通フィールドにすることで、特定

ユーザーや特定マシンからのアクセスすべてを一括検索するこ

とが可能となる。

　さらに、取り込むログの内容は、ありのままであることに留

意した。ログを整形して取り込んだ場合、検索したログがどの

システムによるどの操作のものなのか直観的に判断することが

できないと、お客さまは判断された。必要な内容だけを整形し

て取り込むことも検討したが、快速サーチャーの高速検索エン

ジンで横断検索することのほうが速いと判断され、ありのまま

取り込むこととした。

　また、Chakraについては、Chakraの監視対象データベー

スが今後追加されることも想定されるため、監視対象ごとに出

力されるログファイルを1つにまとめて取り込むこととした。

Chakraのログは監視対象ごとに別のファイルとして出力され

る。快速サーチャーは、登録情報として、取り込むログの検索

キーの定義情報が必要となる。監視対象ごとにファイルが分か

れているので、そのまま分けて快速サーチャーに取り込むこと

も考えられるが、監視対象データベースが追加になると、ログ

定義情報の追加作業も必要となる。まとめて取り込む環境を構

築しておくことで、監視対象データベースが追加された場合で

も、ログの件数およびサイズは増加するが新たなログ定義情報

が不要であり、快速サーチャーでの変更作業は発生しない。

3.5  導入後の利用状況
　目的のログを検索するために、快速サーチャーの導入前は検

索期間として1日から1週間必要としていたが、導入後は１時

間から半日に短縮された。

　LanScope Catのログの調査依頼は、回数が以前より増え、

２００８年５月、６月に関しては毎週受けた。快速サーチャー導入

前であれば、すべての依頼に対応することはできていないこと

が容易に想定される。

　快速サーチャーを導入したことで、いままで非常に負担となっ

ていた、ログ調査依頼への対応が可能となった。

ログの種類　　　　 ログの内容　　　　　 ログの収集方法




