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統合ログ管理を取り巻く現状
A Present State that Surrounds Integrated Log Management

吉岡　哲
YOSHIOKA　Satoru 

1. ログ管理の必要性・ニーズ

2. ログ管理市場の動向・問題点

 

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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2. ログ管理市場の動向・問題点

 

特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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● ビジネスプロダクトソリューション部　営業推進課　主任
● 快速サーチャーLogReviのマーケティング、プロモーション、
　セールスを担当

1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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● ビジネスプロダクトソリューション部　営業推進課　主任
● 快速サーチャーLogReviのマーケティング、プロモーション、
　セールスを担当

1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要
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操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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1. ログ管理の必要性・ニーズ
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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● 快速サーチャーLogReviのマーケティング、プロモーション、
　セールスを担当

1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。
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・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。
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特集1 情報セキュリティソリューション

概要
　2004年に成立した個人情報保護法、2008年から施行されている日本版SOX法など、今日において各企業は様々な

方法により関連法規の対策を実施する必要に迫られている。個人情報保護法成立後に多くの企業が対策として

実施したのは「個人情報管理や個人情報漏洩を防止するための社内規定の策定」「社員向けの教育徹底」

「情報が格納されているデータベース、ファイルサーバから情報漏洩事故が発生しないように未然に防止するための

情報セキュリティ製品の導入」と考えられる。日本版SOX法においてもコンプライアンス対応という名の下に内部

統制、IT統制といった仕組みをあわせて実施するためには、情報セキュリティ製品の導入は避けられない状況と

なっている。情報セキュリティ製品もサーバ、クライアントPCだけではなく、ファイルサーバやログイン認証、入退室、

暗号化など様々な製品が今現在もリリースされており、セキュリティ強化に関する各企業の興味、対応は今後も

継続されると思われる。

　各種の情報セキュリティ製品を導入すると、多種多量のログに悩まされることが多いが、情報セキュリティ対策を

講じたことで必然的にログ管理をお客さまは強いられるのである。ログに対するお客さまの取り組みは様々ではある

が、ログの保管や監視、分析を主とする製品の導入が今後加速度的に進むと思われる。そこで、現在の統合ログ

管理を取り巻く現状として、ログ管理へのニーズ、国内セキュリティ・ログ管理市場動向、構成などを整理し、当社

のログ管理市場への取り組みも交えながら、統合ログ管理について述べる。
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1.1  企業内統制とログ
　各企業は情報セキュリティ対策、法制度・法令コンプライ

アンス対応を行うことが急務であり、情報セキュリティを強

化するために様々なカテゴリにおいて対策を講じる必要がある。

例えば内部統制対策を実施するにしても、大きく２つの内部

統制に分類される狭義の内部統制と広義の内部統制への対策

が求められる。

　狭義の内部統制は、主に日本版SOX法に従うための内部統

制である。同法では「有価証券報告書を提出しなければなら

ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の

発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごと

に、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に

関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制

について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書

と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。

また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証

明を受けなければならないこととする」［1］と定めている。

すなわち、監査法人の監査が実施された際に、監査人が要求す

る事柄について速やかに提示できる体制、環境を構築すること

が求められる。

　広義の内部統制とは、日本版SOX法をはじめとする経済産

業省ガイドライン、新会社法などのあらゆる法律、法令を遵守

すること、リスクコントール・経営コントロールを実施するこ

とといった、企業や従業者が対応しなければいけないことを指す。

　こうした内部統制はさらに２つの統制により対策を講じる必

要がある。予防的統制と発見的統制である。分かりやすい例え

としては、風邪をひく前に予防注射を受けるのが予防的統制、

風邪をひいた後に病院で原因を調べ薬を処方してもらうのが発

見的統制といえる。（図１）

図１ 予防的統制と発見的統制

表１ 国内システムセキュリティ管理製品市場規模　実績と予測

　このように、企業内統制を行うにあたって重要となるのはロ

グの取得と保管であり、情報セキュリティ対策を行うにあたっ

て不可欠な要素となる。経済産業省の「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書」[２] にもログ管理に関する以下の記述

がある。

　近年多発している情報漏洩事件に対して、不正ア

クセス・不正行為の記録を追跡するためにもログ確

保の重要性は増しており、その機能としても単一の

システムのログを分析するだけでなく、複数のシス

テムの大量なログを統合し統計分析を行える機能や、

証拠保全のためのログの改ざん防止機能を保有して

いる必要がある。また、日本版SOX法において要求

される IT統制の有効性を証明するために導入されるケー

スも増加しており、今後も需要が見込まれていく分

野であると考えられる。

（出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュ

リティ市場調査報告書（７.２.５ システム

セキュリティ管理製品市場）」［２］)

　また上記報告書には平成１７年度から平成２０年度までの実績と

予測もありログ管理のニーズが高まっていることも報告されて

いる。その実績と予測を表１に示す。なおログ管理製品が属す

るカテゴリは「その他のシステムセキュリティ管理製品」である。

1.2  ログ管理へのニーズと考察
　発見的統制、予防的統制を実施するためには、自社におい

てどの情報セキュリティ分野に注力し対策を講じる必要があ

るのかを検討する必要がある。今現在でもウイルス感染や顧

客情報の流出などのセキュリティ・インシデントは多発して

おり、今後も各企業は継続して対策を講じていくと思われる。

経済産業省が公表した「システム管理基準」[３]において求め

られている項目の中で、ログ管理に関連するものとして、以

下の記載がある。

■「システム管理基準」の運用管理

　●  事故及び障害の内容を記録し、情報システムの運用の責任

　　者に報告すること

　● 事故及び障害の原因を究明し、再発防止の措置を講じる  

　　こと

■「システム管理基準」のネットワーク管理

　●  ネットワークの利用状況を記録し、定期的に分析すること

　このシステム管理基準は、１９８５年に策定された後２００４年

に改訂されているが、この基準を参考として、国内企業は

自社の運用にあわせて活用していると思われる。セキュリ

ティ・インシデントが発生した場合を想定して、何が原因だっ

たのか、発生に至る過程は何だったのかを証明できる管理

体制を整え、再発しないように対策を講じるべきというも

のである。その後２００６年６月に成立した日本版SOX法に

より明確に「 ITへの対応」が提示されているため、経済産

業省としても新たに追補版として具体的な概念や導入ガイ

ダンスを示している。

1.3  ログ取得と利用に関する運用面での留意点
　経済産業省のシステム管理基準追補版[４] ではリスクの

例、統制の例、統制評価手続の例の３つの具体例を示して

いるが、この導入ガイダンスの中に「ログ」に関する記述

が多いことが特長的である。この追補版にログの取得、監視、

保管に関する具体的な記述が存在することが統合ログ管理

製品に注目が集まっている要因ではないだろうか。追補版

の統制評価手続きの例として、ログについて以下のような

記載がある。

　　　企業に、ログ採取に関する方針があることを確か

める。次に、必要なログ（不正操作等のモニタリン

グに必要な項目）が記録され、保管されていること、

また、保存されたログを利用できることを確かめる。

　（出典：経済産業省、システム管理基準

追補版 第4章 p. ２６ ３-(２)- -ヘ）

　ここで注目すべきキーワードは「必要なログが記録されて

いる」「保存されたログを利用できる」という二点であり、

運用するにあたって留意すべきことである。一点目の「必要

なログが記録されている」ことについては、まずログを取得

することを目的としており、予防的統制のことを指している。

ここで課題となるのは必要なログを取得できているかどうか

だが、対象システムにより対応方法が二つに分かれると想定

される。一つは市販されているパッケージを導入しているケー

ス、もう一つは自社開発（もしくは外部の開発会社に委託）

したケースである。市販パッケージを導入している企業は、

そのパッケージを開発しているベンダーが実装した機能によ

り出力されるログを管理すればいいため企業側での開発作業

は発生しない。自社開発したケースであれば、どういった操

作ログを取得する必要があるのかという実装内容の選定と追

加開発を要する。自社で自ら対応しない限りログ取得機能が

実装されることはないのである。

　二点目の「保存されたログを利用できる」ことについては、

ログを取得する機能を対象システムに実装した後の運用面で

の事項であり、発見的統制のことを指している。ログの利用

とは、「取得したログを予め定めた検索条件に沿って定常的

に対象のログを抽出し、分析すること」という表現に置き換

えられる。「ログの利用」を行うにあたって、企業が最初に

直面する課題は「求めている情報がどのシステムのどのログ

に格納されているか」「どのログを組み合わせれば必要とす

る報告書が作成できるのか」の二点と思われる。ログの内容

を把握していれば、検索条件式を組み合わせて必要とするロ

グを抽出し、報告書を作成することができる。企業によって

は必要となる対象システムの数が単一であったり複数だった

りするし、企業規模により膨大なログになる可能性がある。

統合ログ管理製品といった専用製品を導入しなくても対応で

きる企業もあれば、導入を余儀なくされる企業もあると思わ

れる。

1.4  ログ取得に取り組んだ企業の現状
　実際にログの取得から利用に取り組んだ企業の現状について、

日本情報処理開発協会 (JIPDEC) は、上場企業３,９２５社の情報

システム部門長を対象とした実態調査を実施した [５]。この

調査によると、日本版SOX法対応への取り組みにおいてログ

管理を実施したが無駄と思えるログが多いという調査結果が出

ている。システム部門における課題点の一つに「有効とは思え

ないログ管理が増えた」という設問に対し、約４６%の部門長

が「非常にあてはまる」「やや当てはまる」と回答している。

　これはログ管理を実施してはみたが、必要なログとそうでは

ないログも精査せずにまとめて保存してしまっているからとい

うことに他ならない。また「無駄と思えるログが多い」と回答

したということは、ログを保管する前に自社にとってどういう

ログが必要なのかを精査せずにログを取得、保管したと想定で

きる。「とりあえず出力されているログは全て保存しておく」

「ログさえ取得、保管しておけばインシデントが発生しても原

因追及できるだろう」という安易な考えではログの運用が非常

に困難であるということの証明とも言える。この「有効とは思

えないログ管理が増えた」というのも、企業内にあるシステム

のログはなんでも保存すべきという運用をしている企業に多い

傾向であり、何の目的でログを取得、保存しているのかが分か

らなくなってしまっているケースと想定される。どういったロ

グを取得すべきか自社内で精査し、どういった報告書を作成す

る必要があるのかを検討した上でログ管理を行えば、有効では

ないログを管理する必要は全くないはずである。今後重要になっ

てくるのは、ログの取得内容と取得目的の明確化と考える。自

社がどういう監視、管理、分析をしたいのかによってログ取得

の管理対象を決定し、どういった管理ツールを導入する必要が

あるのかをしっかりと分析した上でログ管理を行う必要がある。

表２  監視対象となるシステム、セキュリティ管理ツール例

図２　管理対象と統合ログ管理製品の連携例

2.5  統合ログ管理製品の動向
　ここでは特に統合ログ管理製品についての動向について詳細

に述べる。上述のように、企業においてログを管理するという

行為は、ファイルサーバ、データベースなど個々のシステム毎

に対応することではなく、対象とするシステムのログを一元的

に統合管理することを指している。

(１) 国内市場の動向

　国内には様々な統合ログ管理製品が存在しており、その特

長、金額も様々なである。大きくは海外製品と国産製品の二

つに分類される。特にアメリカにおいてはSEC（米国証券

取引委員会）で電子メールの保存義務は７年間とされている

し、SOX法においては３年間保存するよう義務づけられて

いる。こうした背景があるため、アメリカではログを保存す

ること自体上場企業では既に当たり前のことになっており、

多くのログ管理製品が市場に流通している。統合ログ管理製

品としての立ち上がりは米国の方が早く、日本国内において

も海外製品が多く見受けられる。だがまだ日本語化されてい

ない製品もあり、日本文化に沿った機能拡張や機能修正はこ

れから本格化するものと思われる。また海外製品はネットワー

ク機器を対象とした統合ログ管理製品が多く、ルータやファ

イアウオールなどのログ管理をするには最適だが、企業内情

報システムのログをそのまま取り込むには現時点では日本語

の取扱の問題などもあるため今後のバージョンアップなどに

より日本で流通している製品のログを取り込めるような対応

を図っていくものと思われる。

(２) ログ取得方法から見る統合ログ管理製品の分類

　統合ログ管理製品にとって重要なポイントは、どの対象シ

ステムのログをどう取得できるかという点である。製品動向

としては、ログ取得対象と方法により次の３つに分類される。

●  対象システム限定型

　データベースのログだけ、ファイルサーバ上にあるファ

イルアクセスログだけなど特定のシステム、ログファイル

だけに対応とする製品。

●  対象システム非依存型製品

　対象システムは関係なくSYSLOG形式や正規表現を使っ

て対象システムからのログ取得を実現する製品。

●  疎結合連携型

　CSVファイル形式であればどんなログでも取り込めるが、

CSVファイル形式をログ取込形式の前提としている製品。

統合ログ管理製品においては、ネットワーク系の機器のロ

グに特化した製品であったり、情報セキュリティ製品全般

に対応した製品であったり、ある特定の製品にのみ対応し

た製品など、様々なログに対応する必要があり、各メーカ

によっても特長、取込方法は多種多様である。例えば、当

社製品の「快速サーチャーログ検索ソリューション」は、

エムオーテックス株式会社製「LanScope Cat６」や日

立ソフトウェアエンジニアリング株式会社製「秘文」といっ

た特定製品が出力するログだけを対象にしている対象シス

テム限定型の製品である。また、「快速サーチャーLogRevi」

は、ネットワーク機器や様々な情報セキュリティ製品が出

力するログを統合管理できる疎結合連携型の製品である。

(３) 統合ログ管理製品を取り巻くベンダー連携

　また昨今の統合ログ管理製品にはお客さまが製品を導入し

やすくするために分かりやすい製品特長を持っている製品が

増加している。対象システム非依存型製品でありながら、特

定製品のログファイル用の専用オプションを提供するという

ケースである。ログを統合するという発想をお客さまに持た

せるのではなく、導入済みの製品のログを統合管理できると

いう販売戦略である。どんなログでも統合できるという特長

から、この製品のログであれば統合管理できるというような

形へ変化してきているのも事実である。また取得したログの

量は非常に膨大なものであるため、ストレージベンダーとの

組み合わせ型製品も増加している。最近の傾向としては、従

来製品よりも安価で運用が簡単なものから、高価ではあるが

絶対にデータ消滅しないことを保証するストレージなど、企業

規模、予算、運用ポリシーにより様々なストレージを選択するこ

とが可能となってきている。今後はこうした傾向がさらに

強まり、統合ログ管理製品ベンダーを中心に、セキュリティ

対策製品ベンダー、ストレージベンダー間で事前検証を行い、

別製品でありながらお客さまは自社における検証なしに導入

が可能な連携販売といった動きが活発になると思われる。

3. 当社の取り組み・考え方
3.1  製品特化型ログ管理製品の市場投入
　当社におけるログ管理市場への取り組みは２００５年からである。

１９９４年に電子帳票システムとして販売開始した「快速サーチャー」

に当社独自データベース、検索エンジンを採用し、CSVファ

イル出力されたログをデータベース化、ログの長期保管、高

速検索するための製品として「快速サーチャーログ検索ソリュー

ション」の名称で販売開始した。発売当時の戦略としては、ログ

を取得するセキュリティ製品にフォーカスし、CSVファイル

で出力されるログを快速サーチャーログ検索ソリューションに

取り込むことで長期保管を実現するだけではなく、AES１２８

bitで暗号化されることによるセキュリティレベルの強化、高

速検索エンジン搭載によるインシデント発生時の速やかな原

因特定を製品のアピールポイントとしていて、各種製品に対

応した。

　快速サーチャーログ検索ソリューションは、２００５年８月の

「LanScope Cat」を第一弾対応製品とし、２００６年４月にク

オリティ株式会社製「eX CLT」、２００７年５月に「秘文」に

対応した。これらの３製品はいずれもクライアントPC操作を

取得する情報セキュリティ製品であるが、３製品ともログの

長期保管及び高速検索機能には対応していないため、それを

補完する形で連携製品として販売してきた。

　２００７年１１月には内部統制対応が求められるようになり、そ

うした背景からデータベース・ログ取得製品である株式会社ニュー

システムテクノロジー製「Chakra」に対応、また日本版SOX

法対応という背景から住商情報システム株式会社製ERPパッケー

ジ「ProActive E２」に対応した。いずれも法制度、コンプラ

イアンス対応という背景からログの長期保存が求められるよ

うになったためであり、ログの長期保管、高速検索機能は有

していなかったことから協業という形で製品化を行ったもの

である。

　こうした中で、内部統制、法制度、コンプライアンス対応

するために対象となるシステムのログを一カ所に集中保存し

横断検索できなければ本当のログ管理は行えないといった風

潮が強くなってきた。快速サーチャーログ検索ソリューショ

ンに対しても同様の要望をあげるお客さまが増加して、当社

としても特定製品のみ対応するのではなく、複数ログを統合

管理できる製品のリリースが急務となった。そして２００８年８

月に統合ログ管理製品として「快速サーチャー LogRevi」を

市場に投入した。

3.2  統合ログ管理製品へ
　快速サーチャー LogReviは、複数システムが出力するログ

を統合管理可能にするために開発した疎結合型の製品である。

統合ログ管理製品メーカとしては後発となるが、後発だから

こそ他社製品との違いを明確化した製品戦略をとることが可

能であり、お客さまのニーズに対応するために特長的な機能

を搭載することができた。

　これまでの経験から、「ログをただ単に長期保存し検索で

きるだけではこれから本格化する統合ログ管理のニーズには

応えられない」、「複数ログを如何に見やすくするか」とい

う２点を実現するための機能を搭載している。

3.2.1  タイムラインビュー
　「タイムラインビュー」は、取り込んだログを時系列に表示

させるだけではなく、横にログを配置し１画面で複数ログの閲

覧を可能にした当社オリジナルのビューアである。このビュー

アによりログ管理者は同一時刻にどのシステムからどういった

ログが出力されたのかが感覚的に理解しやすくなり、企業全体

で何が起きたのかを容易に確認することが可能となる。

　２００８年９月にはLanScope Cat Receiverをリリースし、

LanScope Catのログであればすぐ取り込むことができると

いう専用オプションを用意した。このオプションにより、

LanScope Catユーザが導入をしやすくする考慮を施した。

従来の製品と大きく異なる点は、LanScope Catのログだけ

ではなく、お客さま自身でログの取込作業が実現する定義エディ

タをオプションとして提供している点である。LanScope 

Cat以外のシステムのログもあわせて管理、閲覧することで、

ログの集中管理だけではなくより詳細に様々な操作履歴や障害

時の原因特定が容易になり、さらにログを有効活用できるとい

う点である。

3.2.2  レビューステーション
　また「複数ログを如何に見やすくするか」という点をさらに

改良し、「ログを検索する」ことに加え「ログを可視化する」

ための機能として、グラフ表示や表形式など統計情報を作成す

ることで、設定したセキュリティルールが守られているかどう

かといった現状が把握しやすくなる「レビューステーション」

機能を２００９年１月にリリースした。この機能により、統計情

報を確認してから気になる箇所だけを検索していくという運用

方法が可能となった。ログ管理者にとっては、ログを統合管理

する、統合管理された膨大なログからある特定のユーザのログ

だけを抽出する、統計情報により自社内の運用状況を把握して

から詳細を検索するという自社のログ管理運用ルールに沿って

快速サーチャー LogReviを利用できるようになった。今後も

継続して「検索性」「閲覧性」の両面において機能を改良、追

加していく予定である。

　今回は２００８年時点での統合ログ管理市場動向及び当社製品

の取り組みについて述べているが、今後はよりユーザニーズ

が多岐にわたり、現在市場に流通している統合ログ管理製品

ではそれらのユーザニーズに対応できなくなると想定している。

市場ニーズに的確に対応していくためにも、これまでの開発コ

ンセプトに加え内部統制、法制度、コンプライアンス対応する

ための機能拡張が重要であると考えている。特に市場ニーズが

強いのが定型検索することで得られるレポート形式でのビュー

もしくは監査レポートである。当社は２００９年１月に定型的に

検索しグラフによる表示を可能としたレポート機能を投入した

が、今後も監査対応の場面で利用できる機能を追加していく予

定である。

　統合ログ管理製品として必要とされるログ長期保存機能、高

速検索機能、ビューア、レポート機能を含めた閲覧性確保など、

「快速サーチャー LogRevi」は、第二ステージに移行したと

言われる内部統制、日本版SOX法対策市場において、十分に

お客さまの運用管理ニーズに貢献できるものである。

　今後、更に本格化し導入が進むと思われる統合ログ管理市場

において、常に利用者、運用管理者のスタンスにたって、真の

意味でログおよび製品を活用してもらえる製品開発、提供を継

続することが当社の命題であり、取り組み方であるということ

を常に忘れずに、お客さまの統合ログ管理という分野で貢献し

ていく所存である。

2.2  企業内情報システムのログ
　企業内には様々な情報システムが存在し、様々なログが出力

されるが、どんなログがどこに格納されているのかを考察する。

例えば基幹システムであれば社員がPC端末を用いて受発注業

務や在庫管理、生産管理業務を実施する中で、ログとしてはい

つ誰がどんな申請、承認を経てどんなことを行ったという結果

がログとして出力される。こうしたログは日本版SOX法上重

要なウエイトを占めており、ほとんどの企業が何らかの形でロ

グを保管していると思われる。またその基幹システムには別シ

ステムが連携する形で稼働するものも多い。例えば交通費を精

算するために申請者がグループウェアを利用し上司に申請、承

認を得られたデータを基幹システムにデータ連係するといった

具合である。その場合は基幹システム側に申請、承認に関する

ログが残らないケースがあるため、グループウェア上で行った

申請、承認の結果をログとして出力、保管する必要がある。さ

らに基幹システムには専用のデータベースに様々な情報を格納

しており、データベースに対していつ誰がどんな情報を書き

込んだのか、削除したのかといった記録も重要になる。情報

の格納先としてはデータベース以外にもファイルサーバに管理

上必要なファイルや報告用のグラフなどを保存し運用するケー

スもある。最近では人の行動に関係するログは全て取得してお

くという傾向も強くなってきており、ビル入退館システムやセ

キュリティルームへの入退室のログなども取得している企業も

多い。このように情報システムから出力されるログは様々な形

で様々な場所に格納されるため、どんな情報＝ログを取得、保

管する前の調査、精査が重要となる。

2.3  セキュリティ管理ツールのログ
　もう一つのセキュリティ管理ツールとは、上記システムに

対してセキュリティ管理をより徹底するために導入される専

用のツールである。システムに格納されるログは特殊な形式

で出力されるものが多く、人間がその内容を解読、理解する

のに手間と時間がかかる。そうした手間と時間を軽減するた

めに、人間が見て理解しやすい形に、また必要なログだけを

取得、抽出してくれるのがセキュリティ管理ツールである。

セキュリティ管理ツールは管理対象毎に製品化されており、様々

な特長を持ったものが多い。例えばクライアント操作ログ取

得ツールなどはどんなファイル操作が行われたのか、どんな

アプリケーションをいつ起動したのかというログを取得する

ものである。また昨今掲示板への機密情報書き込みによる情

報漏洩やWinnyやWinMXに代表されるファイル交換ソフトで

あるP２Pによるファイル流出事故が後をたたないため、未然

に流出事故を防ぐために不正アプリケーションのインストー

ルを制御したり、不正なWebサイトをブロックし閲覧させな

いWebフィルタリングといったセキュリティ管理ツールも存

在する。このように従業員が利用するPC端末上では様々なロ

グが出力されるため、定常的に監視したり、情報漏洩事故が発

生した際に原因追及するためにログを長期にわたって保存して

おくケースが多い。

2.4  統合ログ管理の必要性
　上述のように、様々な管理対象に対して対策を講じた結果残

るのはログであり、管理対象、導入したツールの数だけ複数の

ログが出力されることになる。そうなると必然的にログを統合

管理する必要性がさらに強くなる。各システム、セキュリティ

管理ツールにもログを収集、監視、保管する機能を有してはい

るが、統合ログ管理製品を導入せずに運用しようとした場合、

各システム、セキュリティ管理ツール内にログが分散している

ため運用担当者にとってはログ管理に対する効率が非常に悪く

なってしまう。また監査部門にとってはインシデントが発生し

たときなど、急を要する場合に監査対象となるログが各システ

ムに分散してしまっていては速やかに原因特定することが困難

になってしまう。原因特定する際には、ある特定システムのロ

グだけを見ていても原因が分かる場合と分からない場合があり、

基本的には複数システムが出力したログの中から関連性のあり

そうなログだけを抽出し調査するといった横断検索が重要とな

る。そうした観点からログを一カ所に統合管理する必要があり、

システム運用者、監査部門にはログが統合されている必要が生

じるのである。

ログ

ログ

個々のシステム内でのログ管理は可能だが、横断検索するためにはログの統合管理が必要

ネットワーク機器

（F/W、ルータ、
Proxyサーバなど）

ネットワーク機器用
ログ管理ツール

ログ

ログ

基幹系システム

（会計、ワークフロー
システムなど）

基幹系システム用
ログ管理ツール

ログ

ログ

クライアント

（ファイル操作、
デバイス制御など）

クライアント
操作ログ管理ツール

ログ

ログ

サーバ

（Windowsサーバ、
ファイルサーバなど）

サーバ
ログ管理ツール

統合ログ管理製品

● 基幹系システム

● データベース

● ネットワーク機器

● 入退室システム

● 認証システム

● ファイルサーバ

● ワークフローシステム

● グループウェア

● クライアントPC操作ログ取得

  ツール

● アイデンティティ管理システム

● 運用管理ツール

● Webフィルタリングシステム

● アクセスコントロールツール

● 暗号化／ファイル制御ツール

● 不正PC接続検疫ツール

● ウイルス感染防止ツール

企業内情報システム セキュリティ管理ツール

市場動向                        年月                             製品／新機能                                         特長

個人情報保護法施行開始

内部統制対応への関心が高まる

日本版SOX法施行開始

2005年

2005年8月

2006年4月

2007年5月

2007年10月

2008年6月

2008年8月

2008年9月

2009年1月

快速サーチャー
ログ検索ソリューション

快速サーチャーログ検索ソリューション
LanScope Cat対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
eX CLT対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
秘文対応

快速サーチャーログ検索ソリューション
Chakra対応
快速サーチャーログ検索ソリューション
ProActive E2対応

快速サーチャーLogRevi
タイムラインビュー

快速サーチャーLogRevi
LanScope Cat 対応

快速サーチャーLogRevi
レビューステーション

ログの長期保管、高速検索を実現

クライアントPC操作ログ

データベース・ログ取得

ERPパッケージ（日本版SOX法対応）

複数ログを並べて閲覧する機能

クライアントPC操作ログ

ログを可視化する機能

ログの普段からのチェック、事後対策は病気の予防、治療と同じ

予防的統制

発見的統制

病気になる前の予防

　＝不正・事故防止のための事前対策

・情報が格納されているファイルサーバ、DBを監視

・社員PCの利用状況を取得し監視、禁止する　 など

病気になった後の原因特定

　＝不正・事故発覚後の事後対策

・複数ログの統合管理、確認

・ログから速やかに原因特定し対策を講じる　 など

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

　　　　　　　  構成比

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

               対前年度比成長率

セキュリティ情報管理システム／製品

脆弱性検査製品

ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品

その他のシステムセキュリティ管理製品

　　　　　　　　合計

売上金額（百万円）　                    平成17年度　    平成18年度　    平成19年度　    平成20年度

10,922

2,436

9,778

4,389

27,525

39.7%

8.8%

35.5%

15.9%

100%

－

－

－

－

－

12,838

3,051

15,741

6,745

38,375

33.5%

7.9%

41.0%

17.6%

100%

17.5%

25.2%

61.0%

53.7%

39.4%

15,391

3,373

18,957

7,538

45,259

34.0%

7.5%

41.9%

16.7%

100%

19.9%

10.6%

20.4%

11.7%

17.9%

15,686

3,626

22,254

8,260

49,827

31.5%

7.3%

44.7%

16.6%

100%

1.9%

7.5%

17.4%

9.6%

10.1%
※平成17、18年度は実績、19年度は見込み、20年度は予測

表３ 快速サーチャーにおける各種製品対応

出典：経済産業省「平成１９年度情報セキュリティ市場調査報告書」［２］

2.1  対象とするシステムとログの種類
　日本版SOX法やIT全般統制を実現するために様々なシステ

ムから出力されるログの保管、利用を行う重要性については上

述の通りであるが、監視対象、セキュリティ管理ツールとして

挙げられるものについて当社におけるログ管理製品の営業活動

の中で得た経験や知識を元に述べることとする。まずログが格

納されているシステムだが、これは各企業によって実施内容が

様々であるため一概にこれだけを監視対象としておけばよいと

いうことは全くなく、多種多様なシステムが監視対象として選

定されているのが現状である。また対象とされるのはシステム、

機器だけではなく、予防的統制を実現するために導入したセキュ

リティ製品、運用監視ツールなども対象となることが多い。

対象となるものの一例を表２に示す。




