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設立

1995年10月

代表者
宮 紀雄

事業内容

•パッケージソフトウェア

「Logstorage」シリーズの開発

•SaaS事業

所在地

東京都港区芝浦2丁目4番1号

インフォサイエンスビル



サイバー攻撃や内部脅威から組織とクラウドを守る！
統合ログ管理のポイントとは？

1. ログ管理とは？

2. 外部からの脅威を統合ログ管理で検出する

3. 内部不正を抑止するための基本的な対策

4. クラウド環境のセキュリティ対策

5. 統合ログ管理製品 Logstorage のご紹介とメリット

6. 事例ご紹介
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ログ管理とは？
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パブリッククラウド

セキュリティ機器 RPAロボット

サーバ ファイルサーバ

端末 複合機

2018年 2017年 2016年 2015年

・・・

ログ収集 長期保管

活用

システムを構成する様々な機器、端末、またはパ
ブリッククラウドサービス等から、ログを一箇所
に集約する

集約したログを長期的に安全、高効率に保管する

集約、保管したログに対して、必要なイベントや
要素を抽出して活用する

蓄積されたログか
ら必要なイベント
を抽出する

定期的にレポート
を作成し、管理者
がレビューする



なぜログを管理しなくてはならないのか？
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「ログ管理」の目的とは？

脅威対策

• 脅威の検出（標的型攻撃／内部情報漏えい）

• フォレンジック（攻撃を受けた際の証拠保全）

コンプライアンス
• 各種法令、業界／団体ガイドラインへのログ管理要件への充足

システム運用

• システムの状態把握

• 障害時の調査、解析



ログでないと検出できない脅威(1)
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従来の対策は「入口・出口」でのポイントの対策

外部攻撃者

C&Cサーバ

ファイルサーバ
社員・職員端末

悪意のある
社員・職員

アンチウイルス
で防御

プロキシ・ファイアウォ
ールで外部通信の制限

従来はネットワークの入口・出口での防御や制限が中心だったが・・・

アクセス制御で
不正なアクセス

の制限

デバイス制御で不
正な利用の制限



ログでないと検出できない脅威(2)
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「入口・出口」対策の限界

外部攻撃者

C&Cサーバ

ファイルサーバ
社員・職員端末

悪意のある
社員・職員

マルウェアの検
知が困難に

マルウェアの巧妙化で外
部通信を抑止できず

入口・出口での個別の対策は限界に達しつつある

設定漏れ、ミスによ
る重要ファイルへの

アクセス

設定漏れ、ミスで不
正なデバイス利用

・アンチウイルスソフトのマルウェア検出手法の限界
・アクセス制御の漏れ、設定ミスを防止しきれない



ログでないと検出できない脅威(3)
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「ログ管理」で侵入を前提とした対策へ

外部攻撃者

C&Cサーバ

ファイルサーバ
社員・職員端末

悪意のある
社員・職員

アンチウイルス
で防御

プロキシ・ファイアウォ
ールログ

ファイルサーバ
アクセスログ

デバイス利用・
アクセスログ

ログを横断的に収
集、分析して侵入

を検出

• システム内のログを横断的に収集・分析を行い、いち早く侵入を検出
• 「侵入を防止する」から「侵入されていることを前提とした」対策へシフト



各種法令／ガイドラインに於けるログ管理要件
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ログ管理に関する要件が明記されている法令・ガイドライン

発行者 タイトル

政府等 個人情報保護法

金融商品取引法

マイナンバー／番号法

政府機関等の情報セキュリティ対策
のための統一基準群

民間／ガ
イドライ
ン等

経済産業省
クラウドセキュリティガイドライン

PCIDSS（クレジットカード）

ISO27001/ISMS

組織における内部不正防止ガイドラ
イン

経産省クラウドサービス利用のための情報セキュリ
ティマネジメントガイドライン

10.10 監視
システムを監視することが望ましく，また，情報
セキュリティ事象を記録することが望ましい。

具体的な要件

10.10.1 監査ログ取得 10.10.4 実務管理者及び運用
担当者の作業ログ

10.10.2 システム使用状況の
監視

10.10.5 障害のログ取得

10.10.3 ログ情報の保護 10.10.6 クロックの同期

クラウド環境を含め、システムのログ管理を行うことは、システムを構築する上でも
はや「前提条件」となっている



システム運用に於けるログ管理
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システム運用に際してもログ管理は必須

ログを管理せず、サーバに保存しておくと・・・

管理者はいちいち各サーバにログインしてログを確認
する必要がある → ヒューマンコストの増大

サーバに障害が発生してしまうと、復旧するまでログ
を見ることすら出来なくなる

障害発生

ログ管理を行うことで・・・

ログ管理システムに集約することで、管理者の負担を
低減し、重要な作業にリソースを振り分けられる

障害が発生しても、ログ管理システムに集約しておく
ことでログ確認が可能、早期の原因究明が可能となる

障害発生

ログ管理
システム

ログ管理
システム

ログ管理
システム
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外部からの攻撃と被害が拡大
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標的型攻撃による内部侵入と秘密鍵窃取により、保管されていた約580億円相当の仮想通貨が盗ま
れ、流出。
事業者の信頼のみならず、仮想通貨市場自体が大幅に下落するきっかけとなった。

2018年1月 某仮想通貨交換業者における仮想通貨の不正流出事件

標的型攻撃により1億4000万件（米国人口のおよそ半分の人口に当たる）の個人情報が漏洩。
氏名、住所だけでなくクレジットカード番号や社会保障番号と言った重要度の高い個人情報が漏洩
した。

2017年9月 米国消費者信用情報会社の情報漏えい事件

• 標的型攻撃による被害はますます増加の一途をたどる
• 仮想通貨の登場により、直接「金銭的な被害」を被るケースが出てきている



新たな手口とセキュリティ対策製品

13

攻撃の手口は年々新しくなり、対策製品も新たなものが出てくるが・・・

既存のマルウェア・ウイルスの特徴を
データベース化し、受信したファイル
の特徴とデータベースを比較して検査
するアンチウイルス製品

シグネチャ型ウイルス対策製品

ウイルスが対象毎にカスタマイズされ、
「既存」のウイルスではなくなったた
め、アンチウイルス製品で検査できな
くなった

進化する攻撃に対して、新たなセキュリティ対策製品が出現するが、そ
れを上回る新たな攻撃が生み出されているのが現状



ログを統合管理することで攻撃に備える
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ウイルスや攻撃の痕跡はログに残る

データベース

端末

ファイルサーバ

• データベースアクセスログ
• クエリ実行ログ

• 端末へのログインログ
• PC操作ログ

• ファイルアクセスログ
• 管理者操作ログ

ログを統合管理して、攻撃の予兆/痕跡を検出して対処する



サイバーキルチェーンからの取り組み
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偵察 武器化 配送 感染
侵入/
調査

目的
遂行

対象組織調査 マルウェア作成 送付・設置 マルウェア実行 攻撃基盤構築 内部侵入と探索 情報の窃取

拡大

高度な標的型攻撃の流れを表すフロー
このフローの過程を検出し断ち切ることで、標的型攻撃を防止することが重要

サイバーキルチェーン

フロー 想定される具体的なアクション

偵察 対象組織で公開されている情報（Webサイト、SNS、メール等）から侵入ポイントを偵察

武器化 対象組織に適したマルウェアの開発

配送 メールやWebサイト、脆弱性攻撃等によるマルウェアの配送

感染 対象組織の内部へのマルウェアの感染と実行

拡大 組織内のPC、サーバへの感染の拡大と攻撃基盤の構築

侵入/調査 目的を遂行するための探索、重要サーバ（ADドメインコントローラ等）への侵入

目的遂行 情報の窃取やシステム破壊等の目的の遂行と、痕跡の削除

早期での検出を目指すと
コスト、難易度が上がる



標的のログを管理することから始める
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攻撃者が目標とするポイント（目的遂行）へのアクセスログの管理、調査が効果的。
• 情報系システム → 個人情報や営業秘密が保存されているファイルサーバのアクセスログ
• 制御系システム → 制御機器へのアクセスログ

偵察 武器化 配送 感染
侵入/
調査

目的
遂行

対象組織調査 マルウェア作成 送付・設置 マルウェア実行 攻撃基盤構築 内部侵入と探索 情報の窃取

拡大

攻撃対象のログの管理、調査から始める

標的型攻撃による不正なアクセスログを発見した時点で、攻撃者の意図は一定のレベルで達成されてしまうケー
スも多いが、
• より大きな被害の拡大を防止する
• 類型の被害を予防する
という点で、攻撃者の目標に対するアクセスログをきちんと保持しておくことが重要。

攻撃の対象へのアクセスログを管理

攻撃対象のアクセスログを管理するのはなぜか



重要な目標へのアクセスを監視する
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偵察 武器化 配送 感染
侵入/
調査

目的
遂行

対象組織調査 マルウェア作成 送付・設置 マルウェア実行 攻撃基盤構築 内部侵入と探索 情報の窃取

拡大

一つ手前のフローを把握し、ログを管理、調査する

侵入者は攻撃目標へのアクセスを確保するため、攻撃基盤を対象システム内に構築することが予想される。
そのため、
・AD ドメインコントローラー
・管理者のPC
等のログを管理、調査することで、攻撃基盤の構築の予兆を捉え、攻撃目標へのアクセスを防ぐことが重要。

ログの統合管理により、標的型攻撃の痕跡や予兆を確実に捉え、いち早
く対処することで被害を抑え込むことが重要となります。

攻撃基盤や調査のためのシステムのログを管理する
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なぜ内部脅威に備えるのか？
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2014年某教育関係企業での個人情報漏洩

派遣社員が顧客の個人情報（2,300万件）
を外部に持ち出し販売。
企業は260億円以上の特別損失を計上。

2018年 EUでGDPRが施行される

個人情報の取扱に関するEU指令。
「72時間ルール」や企業に対して高額な
罰金が適用される点が特徴。

犯人の初回～数回の持ち出しは数百件程
度だったと判明している。
この時点で検出・予防できていれば、被
害をもっと小さくできた。

GoogleのGDPR違反が認定された（制裁金
は約62億円）。
日本の個人情報保護法も相互十分性認定
を受け、EUとのデータ交換が活発化。

• 内部での重要データへのアクセスを適切に管理・記録する
• 不適切な管理は企業・組織にとって大きな問題となりうる



内部不正を防止するための考え方
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何を守る必要があるか？

• 個人情報が含まれるファイル、データ
ベース

• 企業の営業秘密（顧客／個人情報、技
術情報）

どう守るのか？

• 適切なアクセス権の設定
• デバイス利用制限
• アクセスログの取得と保管

• 個人情報保護法の観点からも、個人
情報が含まれるポイント（ファイル、
データ）は保護が必須となる

• PCIDSS等業界標準のガイドラインが
あればそれに従うこと

• EU GDPRにおける「データ侵害から72
時間の報告」を行うには普段からア
クセスログの管理が必須

ログの統合管理は個人情報の直接的な保護にも、インシデント発生時の
状況把握にも大きく役立つ



内部犯行に対する抑止力
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ログ管理を告知することの効果

ログを監視していますよ

情報漏えいによって得られる利益は想像よりも遥かに少ない・・・
（前述の事件では2,000万件に対して300万円以下と言われる）

操作を監視していることを社内に告知することで、「犯行がすぐに、いずれ判明す
る」「手間の割に実入りが少ない」ことを実感させ、犯行への意欲を減衰させる

ログを見られている
なら情報を盗むのは
やめよう・・・

システムのログを
統合管理



どんなログを監視すべきか？
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退職者・予定者 システム管理者

• 機密情報を転職先に持ち
出すなどの不正事例

• 退職リスクを確認してか
らは重点的に監視

• 強力な権限を持ち、各種
情報への操作が可能

• 作業の正当性、真正性を
チェック

• 重要なファイル・データが配置されているファイルサーバ、データベースへのアク
セスログ

• 管理者操作（アカウント設定・削除、ログの変更・削除）を含むセキュリティ・監
査ログ

重点的にチェックすべきログ

各種ログの統合管理、レビューで内部不正を抑止する
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パブリッククラウドログの管理
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パブリッククラウドのログを管理する目的とは？

脅威対策 コンプライアンス システム運用

考え方は通常のシステムと同じだが・・・

ログ管理を始めるタイミングがカギとなる

一般的な
システム構築

パブリック
クラウド構築

設計 構築 試験 運用

設計 構築 試験 運用

ログ管理

ログ管理

パブリッククラウドシステムの構築は
WebGUIやAPIで操作が行われるため、
作業／操作内容が把握しづらい

構築時のログを残しておくことで、
障害／セキュリティ事象に際して、
環境の再現を容易に行うことが出来る



パブリッククラウド固有の課題とは？
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Amazon 

EC2

アプリケーション
動作ログ

DBログ セキュリティ
監査ログ

一般的なログに目が行きがちだが・・・

仮想ホスト
操作ログ

ネットワーク
疎通ログ

アカウント
操作ログ

クラウド固有のログも基盤に存在する

• 仮想ホストの生成・削除
• 仮想ネットワークの構築・設定変更、ネットワーク疎通
• クラウド基盤の管理者操作、アカウント変更

パブリッククラウド基盤固有のイベントも把握する



仮想基盤管理コンソールの管理
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クラウド基盤
管理コンソール

企業内LAN

企業内PC 社外からの
アクセス

社外ネットワーク

従来はクラウド基盤管理コンソールには社内からアクセスできれば良かったが、
働き方改革、テレワークの推進等で社外からもアクセス出来る環境が増加

• 社外ネットワークからのアクセス制限の解除
• 特権管理製品による特権アカウント利用の管理と保護

• クラウド基盤の操作ログの取得
• 社外からの利用状況の把握

基盤の保護

利用状況の
把握と管理



オンプレミス・パブリッククラウド環境のセキュリティ
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標的型攻撃はオンプレミス・パブリッククラウドを問わず、どの環境からも侵入され、相互に侵害
が発生する可能性があります。

標的型攻撃は侵入場所を問わない

想定される攻撃例

• EC2インスタンスへのマルウェア感染
• DDoS踏み台化
• RDSからの重要情報漏えい

• boxからのファイル漏えい、削除
標的型メール攻撃でPCがマルウェア感染

ハイブリッドクラウド環境はシステム構成が複雑化する傾向にあります。
そのような環境下でいかに侵入をいち早く検出し、被害を押さえ込むことが重要な
ポイントです。



パブリッククラウドの共有責任モデル
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・ユーザのデータ
・アプリケーション
・セキュリティグループ
・OS／アカウント管理

・ファシリティ
・物理セキュリティ
・物理インフラ
・ネットワークインフラ

ユーザが
管理

AWSが
管理

パブリッククラウドはユーザも主体的に管理を行う必要あり

責任の所在 利用者 提供者

データの分類と管理 ○

クライアントの保護 ○

IDとアクセスの管理 ○

アプリケーション管理 ○

ネットワーク管理 ○ ○

ホストのインフラ ○ ○

物理セキュリティ ○

AWS EC2サービスの共有責任モデル Azure IaaSサービスの共有責任モデル

各種法令／ガイドラインへの準拠の際にも注意が必要
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統合ログ管理のポイントとは？

1. ログ管理とは？

2. 外部からの脅威を統合ログ管理で検出する

3. 内部不正を抑止するための基本的な対策

4. クラウド環境のセキュリティ対策

5. 統合ログ管理製品 Logstorage のご紹介とメリット

6. 事例ご紹介

29



Logstorage ご紹介
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あらゆる場所・フォーマットで点在するログを管理・分析する、純国産の統合ログ管理システムです。内部統制、情報漏
えい対策、サイバー攻撃対策、システム運用監視、業務効率改善など、多様な目的に対応できる、統合ログ分野でのデフ
ァクトスタンダード製品です。

出典：ミック経済研究所「情報セキュリティソリューション市場の
現状と将来展望2018 ④ガバナンス＆監査編（ログ管理、DB監査、システム証跡監査、
PC操作ログ管理など」

Logstorageは12年連続市場シェアNo.1
導入実績 累計 3,100社！

「Logstorage」とは

Logstorage

A製品

その他

B製品

C製品

47.4％



Logstorage ラインナップ
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日本国内のセキュリティ運用にフィットした
SIEM製品

AWSを始めとして、Microsoft Azure等の様
々なパブリッククラウドのログ管理ツール

統合ログ管理製品の決定版

Windows、ファイルサーバログに特化した
オールインワンパッケージ



「ログ管理」に必要な要件
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「ログ管理」に求められる機能・要件とは？

ログを集める

• 多様なファイル、転送方式でログ
を集約する

• 侵入者からログを守る

ログを保存する

• 大量のログを効率よく保管する

• 集約したログの安全な保管

ログを検知する

• システム側で能動的にイベントを
検出し、管理者にアクションを促
す

ログを調査する

• 大容量のログから必要なログを横
断的に高速・ピンポイントで検索

• レポートで定期的にレビュー

Logstorage でログ管理に必要な要件を満たすことが出来る



機能・システム構成
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ログ収集機能

[受信機能]
・Syslog / FTP(S) / 共有フォルダ / SNMP

[ログ送信・取得機能]
・Agent
・EventLogCollector
・SecureBatchTransfer

ログ保管機能

ログ検知機能 検索・集計・レポート機能

・ポリシーに合致したログのアラート
・ポリシーはストーリー的に定義可能

(シナリオ検知)

・ログの圧縮保存／高速検索
・ログの高速検索用インデックス作成
・ログの改ざんチェック機能
・ログに対する意味（タグ）付け
・ログの暗号化保存
・保存期間を経過したログを自動アーカイブ

・ログの検索／集計／レポート生成
・インデックスを用いた高速検索
・検索結果に対する、クリック操作による絞込み
・レポートの定期自動実行(HTML/PDF/CSV/TXT/XML)

<Logstorage システム構成>



ログ収集実績／連携製品
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日本国内で利用されているソフトウェア・機器を中心に250種以上のログ収集実績

【Logstorage アライアンス製品】

LanScope Cat SecureCube / AccessCheck

CWAT InfoTrace

MylogStar IVEX Logger シリーズ

i-FILTER MaLion

VISUACT SSDB監査

PISO SKYSEA Client View

Palo Alto Networks NGFW Amazon Web Service (AWS)

Microsoft Azure 秘文

［OSシステム・イベント］
・Windows

・Solaris

・AIX 

・HP-UX

・Linux

・BSD

［Web/プロキシ］
・Apache 

・IIS

・BlueCoat

・i-FILTER

・squid

・WebSense

・WebSphere 

・WebLogic

・Apache Tomcat 

・Cosminexus

［アンチウィルス］
・Symantec AntiVirus

・TrendMicro InterScan

・McAfee VirusScan

・HDE Anti Vuris

［複合機］
・imageRunner

・Apeos

・SecurePrint!

［Lotus Domino］
・Lotus Domino 

・Notes AccessAnalyzer2

・Auge AccessWatcher

［クライアント操作］
・LanScope Cat

・InfoTrace

・CWAT

・MylogStar

・IVEX Logger 

・秘文
・SeP

・QND/QOH

［メール］
・MS Exchange 

・sendmail

・Postfix 

・qmail

・Exim［データベース］
・Oracle

・SQLServer

・DB2

・PostgreSQL

・MySQL

［ネットワーク機器］
・Cisco PIX/ASA 

・Cisco Catalyst

・NetScreen/SSG

・PaloAlto PA

・VPN-1

・Firewall-1

・Check Point IP

・SSL-VPN 

・FortiGate

・NOKIA IP

・Alteon

・SonicWall

・FortiGate

・BIG-IP

・IronPort

・ServerIron

・Proventia

［サーバアクセス］
・ALogコンバータ
・VISUACT 

・File Server Audit

・CA Access Control

［その他］
・VMware vCenter

・SAP R/3 (ERP)

・NetApp (NAS) 

・ex-SG (入退室管理)

・MSIESER

・iSecurity

・Desk Net’s

・HP NonStop Server

・BOX

・Office 365

…その他

［データベース監査］
・PISO 

・Chakra 

・SecureSphere DMG/DSG 

・SSDB監査
・AUDIT MASTER 

・IPLocks

・Guardium

［ICカード認証］
・SmartOn

・ARCACLAVIS Revo

［運用監視］
・Nagios

・JP1 

・Systemwalker

・OpenView



ELC Analytics
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Logstorage Ver.7 の標準機能に、Windowsイベントログ・ファイルサーバのログ収集・解析機能を追
加したオールインワンパッケージ

・エージェントレス(非常駐プログラム)

による自動ログ収集機能
・イベントログの解析／変換機能

・ログの圧縮保存／高速検索機能
・ログの暗号化／改ざんチェック機能
・ログの自動アーカイブ機能

・ログの検索／集計／レポート
・検索結果からクリック操作による絞込み
・レポートの定期自動出力

ログ収集・解析機能

ログ保管機能

ログ分析機能

※ELC Analytics に同梱されるLogstorageの機能には一部制限がございます。



Logstorage X/SIEM
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リアルタイムでの高度なログ分析を提供

ログ収集機能

[受信機能]
・Syslog / 共有フォルダ

[ログ送信・取得機能]
・Agent
・EventLogCollector

アラート

・ユーザが自由に作成・編集可能な高度なポリシー
・ポリシーに合致したログのアラート
・相関分析を用いた動的かつ高度なポリシーの作成
・メール、または外部コマンドの実行

検索／高度なGUI

・ログの検索
・容易かつ高度な検知ポリシー作成・編集
・ダッシュボードを用いた同時監視
・リアルタイムモニタ

高度な連携

・脅威DBとの連携機能提供
（提供元との別途ご契約が必要）

receive

Firewall
ルーター
スイッチ

Windows

ELCAgent

ファイルサーバ Linux

sensor

APIGUI

web

アラート
（メール、コマンド

実行）

indexer



Logstorage Cloud Solutions
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Logstorage for AWS/
Logstorage 連携パック for AWS

Logstorage クラウド向けログ収集モジュール

Logstorageはマルチ／ハイブリッドクラウド対応を進めています

Logstorageはパブリッククラウドサービスへの取り組みを通じて、来るマルチ／ハ
イブリッドクラウドへの対応を進めています。

box 監査ログ、 Office365 監査ログに対応

Logstorage Azure 連携パック
アクティビティログ、仮想マシン、ストレージ、
ネットワークセキュリティグループに対応



大量ログを圧縮＆インデックスで効率よく管理
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ファイルサーバやファイアウォール
のログは大容量になりがち・・・

収容・管理

ログ専用
データベース

ログ専用高速
インデックス

ログ専用
データベース

ログ専用高速
インデックス

• 元ログに対して最大1/10の高圧縮で保存
• 他社のデータベースを必要とせず、単独で管理可能

• ログ管理に最適化されたインデックス
• 数十GBのデータから数秒で結果を返す高速検索



Windowsイベントログも解析して理解できる形式に
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日時 サーバ名 アクション ドメイン名 ユーザ ファイルパス ファイル名 成功／失敗

2013-03-01 00:00:00 FS01 ファイル読み込み infoscience yamada D:¥common¥ 顧客リスト.xls 成功

2013-03-01 01:00:00 FS01 ファイル書き込み infoscience yamada D:¥common¥ 顧客リスト.xls 成功

2013-03-01 02:00:00 FS01 ファイルリネーム infoscience yamada D:¥common コピー～顧客リスト.xlsx －

日時 サーバ名 アクション ドメイン名 ユーザ 接続元ホスト 接続元IPアドレス 成功／失敗

2013-03-01 00:00:00 FS01 ログオン
（ローカル認証）

infoscience yamada － － 成功

2013-03-01 01:00:00 FS01 ログオン
（リモート認証）

infoscience yamada YAMADA-
WORK

192.168.0.1 成功

Windowsイベントログはそのままでは活用が難しい・・・

イベント解析機能で活用できる形式に変換



クラウドログの収集・管理を効率的に実施
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クラウドログ収集はログの形式や取得方式がバラバラ・・・

運用担当者

オンプレミス
Agentによる収集

box用APIの実行

AWS CloudTrail用
APIの実行

S3バケットに配置された
アクセスログの収集

オンプレミス

各環境からのログ収集、フォーマット
整形、分析はLogstorageが実施

運用担当者はLogstorageで横断的
にログやイベントの確認が可能



サイバー攻撃や内部脅威から組織とクラウドを守る！
統合ログ管理のポイントとは？

1. ログ管理とは？

2. 外部からの脅威を統合ログ管理で検出する

3. 内部不正を抑止するための基本的な対策

4. クラウド環境のセキュリティ対策

5. 統合ログ管理製品 Logstorage のご紹介とメリット

6. 事例ご紹介
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[事例1] 複数アカウントログの統合管理
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複数のAWSアカウントのCloudTrail/Configログを統合管理

AWS

CloudTrail

AWS

Config

複数のユーザアカウント 統合管理用アカウント

集約されたログを
一括で検索、確認

ハンズラボ株式会社様

導入目的：
• 内部統制、PCIDSS対応
• エンジニア全員がAWSを利用し
ており、AWS上の作業の監視

• AWS上のログデータの統合的な
管理

• ログの集中管理を行うことで、
有事の際の迅速な対応

頂いたコメント（抜粋）
・複数アカウントのログを集中管理でき、調べたい情報（検索結果）を得るスピードが格段に向上しました。
「Logstorage for AWS」に含まれる有用なテンプレートも使用していますが、任意の検索条件を容易に作成するこ
ともできるので、目的に応じ活用しています。



[事例2] ハイブリッド運用

43

社内ルーター router LogGate
（ログ収集サーバ）

ELBWebAPサーバ

Amazon
RDS

LogGate
（ログ収集サーバ）

Console
（管理／GUIサーバ）

事業者データセンター
AWSから一般ユーザ向けに
Webサービスを展開

凡 例
Webサービスの経路
ログデータの経路
Logstorage検索処理

SecureCube AccessCheck でデータセンタ機器と
AWS EC2への事前承認のないアクセスを排除

SecureCube AccessCheckの
ログも収集し、機器・EC2の

ログと突合する

AccessCheckを経由しない違
反アクセスを監査

ログデータ自体はデータセンターとEC2でそれぞれ別個に保存
し、検索結果だけをAWSから取得させることで、AWSからの転
送コストを低減

オンプレミス、AWSの双方にSecureCube AccessCheckを用いて特
権ID管理を実施、ハイブリッドクラウドでの不正アクセス監査
を実現
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ご清聴ありがとうございました

サイバー攻撃や内部脅威から組織とクラウドを守る！

統合ログ管理のポイントとは？

2019/02/27

インフォサイエンス株式会社プロダクト事業部

サイバーセキュリティ・コンサルティングチーム

堀江 翼


