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1. 情報セキュリティとログ管理 
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個人情報保護法 

プライバシーマーク ISO27001/ISMS 

経産省/クラウドセキュリティガイドライン 

PCI DSS 

様々なルールや脅威への対応のために、ログの管理が行われている 

金融商品取引法(IT全般統制) 

不正アクセス禁止法 

マイナンバー/番号法 

サイバーセキュリティ基本法 

情報セキュリティに於けるログ管理 3つの目的 

APT/標的型攻撃（外部脅威） 個人情報・機密情報漏えい（内部犯行） 

情報セキュリティの最後の砦であるログ管理は、 
あらゆる法令・ガイドラインで対応が求められている 

ログ管理の目的 

不正抑止 

予兆検知 事後調査 
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2. マイナンバーとログ管理 
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マイナンバーとは 

2015年10月より、住民票を有する者全てに、12桁の番号（マイナンバー）の通知が行わ
れ、2016年1月より、各種行政手続きでマイナンバーの利用が開始される。 

行政機関や地方公共団体等で、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で保有する個人情
報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用し
て、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り（情報連携）
することが可能になる。  

マイナンバーとは 

アメリカでのマイナンバーに相当する「社会保障番号」は、民間利用の制限が無く、成
りすまし犯罪が多発、深刻な社会問題化。 

民間への利用拡大は、法律施行後3年を目処に検討することとされている。 

マイナンバーは機密レベルの高い個人情報として扱う必要がある。 
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マイナンバーとは 

マイナンバーの利用に関する法律／番号法 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法） 

民間企業への影響 

・民間企業も、従業員とその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や 
 社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要がある。 

・個人情報保護法は、5,000件以上の個人情報を持つ企業が対象だが、番号法は規模に関 
 わらず全ての事業者に適用される。 

・マイナンバーも個人情報の一部であるため、個人情報保護法が適用される。さらにマイ 
 ナンバーは、厳しい保護措置を番号法で上乗せしており、個人情報保護法よりも重い罰 
 則が設けられている。 
 (4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科) 

民間企業も、人事給与システムなどを中心に情報保護対策が求められる 
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特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン 
（事業者編）／特定個人情報保護委員会  (平成26年12月) 
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２ 講ずべき安全管理措置の内容 

Ｃ 組織的安全管理措置  

事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる組織的安全
管理措置を講じなければならない。  

ｂ 取扱規程等に基づく運用  

取扱規程等に基づく運用状況を確認するため、システムログ又は利用実
績を記録する。  

≪手法の例示≫  

 * 記録する項目としては、次に掲げるものが挙げられる。  

・ 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録  

・ 書類・媒体等の持出しの記録  

・ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録  

・ 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等  

・ 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、事務取扱担当者の情報システムの利用状況 
 （ログイン実績、アクセスログ等）の記録  
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２ 講ずべき安全管理措置の内容 

Ｆ 技術的安全管理措置 

事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全 
管理措置を講じなければならない。  

ｃ 外部からの不正アクセス等の防止  

≪手法の例示≫  

＊ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。  

＊ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入する。  

＊ 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する。  

＊ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。  

＊ ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。  

情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する
仕組みを導入し、適切に運用する。  

特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン 
（事業者編）／特定個人情報保護委員会  (平成26年12月) 

ログの管理・分析は必須要件 
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マイナンバーとログモニタリング 
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人事給与システム ファイルサーバ 人事・経理担当者PC 

運用担当者PC 

マイナンバー 

操作 帳票出力 

データベース 
アクセスログ 

ファイルサーバ 
アクセスログ システム利用ログ PC操作ログ 

PC操作ログ 

入退室ログ 
マイナンバー 

マイナンバー利用区域 

マイナンバー対策に於けるログのモニタリングポイント 

ログ・モニタリングの対象は人事給与システムだけではない 

・・・モニタリング対象ログ 
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統合ログ管理システムによるマイナンバーアクセス監査 

人事給与システム 運用担当者PC 

      ログを可視化・モニタリングするための仕掛け 統合ログ管理システム 

高圧縮保管 自動レポート出力 改ざん検出 

横串・横断検索 

アクセス制限 

ログ分析・グラフ化 リアルタイムアラート 

統合管理されたログ 

ログ 

ログ 

人事・経理担当者PC 入退室管理 

ログ ログ ログ ログ 

ファイルサーバ 

データベース 

ログ 

データベース 

統合ログ管理システムによるマイナンバーアクセス監査 

マイナンバーに対するアクセスログを一元管理し、モニタリングする事で不正に対する 

抑止効果を発揮すると共に、マイナンバーが適切に扱われていることを証明する。 
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3. 統合ログ管理システム「Logstorage」 
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 設立 
1995年10月 

 
 代表者 

  宮 紀雄 
 

 資本金 
 1億円 
 

 事業内容 
・パッケージソフトウェアの開発 
・データセンタ運営  
・受託システム開発サービス  
・包括システム運用サービス  
 

 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  

統合ログ管理システム「Logstorage」 

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2014(統合ログ管理市場)」  

導入社数 1,800社 
8年連続 シェアNo.1 

51.1% 
A社 

21.2％ 

B社 

8.8％ 

C社 
(7.9%) 

D社 
(5.3%) 

E社 
(3.5%) 

その他 
(2.2%) 

インフォサイエンス株式会社 概要 
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機能・システム構成 

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 
・ログの保存領域管理機能 

・ログの検索／集計／レポート生成 
・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) 
・レポートの出力形式のカスタマイズ 

<Logstorage システム構成> 
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［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 

［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                  

［クライアント操作］ 
・LanScope Cat 
・InfoTrace 
・CWAT 
・MylogStar 
・IVEX Logger  
・秘文 
・SeP 
・QND/QOH 

［データベース］ 
・Oracle 
・SQLServer 
・DB2 
・PostgreSQL 
・MySQL 

［サーバアクセス］ 
・ALogコンバータ 
・VISUACT  
・File Server Audit 
・CA Access Control 

［データベース監査］ 
・PISO  
・Chakra  
・SecureSphere DMG/DSG  
・SSDB監査 
・AUDIT MASTER  
・IPLocks 
・Guardium 

［メール］ 
・MS Exchange  
・sendmail 
・Postfix  
・qmail  
・Exim ［ICカード認証］ 

・SmartOn 
・ARCACLAVIS Revo ［その他］ 

・AWS CloudTrail 
・AWS Config 
・AWS CloudWatch Logs 
・VMware vCenter 
・SAP R/3 (ERP) 
・NetApp (NAS)  
・ex-SG (入退室管理) 
・MSIESER 
・iSecurity 
・Desk Net’s 
・HP NonStop Server 
 
                           …その他 

［運用監視］ 
・Nagios 
・JP1  
・Systemwalker 
・OpenView 

［アンチウィルス］ 
・Symantec AntiVirus 
・TrendMicro InterScan 
・McAfee VirusScan 
・HDE Anti Vuris  

［Lotus Domino］ 
・Lotus Domino  
・Notes AccessAnalyzer2 
・Auge AccessWatcher 

［複合機］ 
・imageRunner  
・Apeos 
・SecurePrint! 

ログ収集実績／連携製品 

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 Sendmail 

InfoTrace Auge AccessWatcher 

MylogStar IVEX Logger シリーズ 

i-FILTER MaLion3 

SecurePrint! VISUACT 

Chakra File Server Audit 

SSDB監査 監査れポータル 

AUDIT MASTER PISO 

Palo Alto Networks next-generation firewalls 

14 



 Copyright(C) 2014 Infoscience Corporation. All Rights Reserved. 

ログストレージで収集できるログ 

テキスト形式で出力されるログは全て収集・管理可能！ 

収集方式・機能名 収集間隔 収集方法 

syslog レシーバ 即時 ログをsyslogプロトコルにて受信する 

SNMP Trap 即時 SNMP Trap をログとして受信する 

FTPレシーバ 定時 ログファイルをFTP/FTPSにて受信する 

Fileレシーバ 定時 監視対象ディレクトリに置かれたログファイルを受信する 

Logstorage標準 ログ収集ソフトウェア 

Logstorage Agent 即時 テキストログ、イベントログを監視し、LogGateに送信する 

Logstorage ELC 定時 エージェントレスでWindows/NetApp/EMCイベントログ、VMwareイベントを収集する 

Logstorage SBT 定時 イベントログ、テキストログを圧縮、暗号化してLogGateに送信する 

独自アプリケーションのログも収集可能 

ログの性質に合わせてリアルタイム／ 
バッチによる収集が可能 

エージェントレスでの収集も可能 

複数のレシーバを組合わせた収集が可能 

<Logstorage ログ収集イメージ> 
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検索機能 

 
•異なるシステムのログも横断・横串検索 

•ログのトラッキング機能 
– クリック操作によるログの絞込み 

– 検索結果画面のカスタマイズ機能 

•検索条件設定・保存機能 
–  パターン化された検索条件を定型化 

•ログのハイライト機能 
–  特定のログをハイライトして表示 

検索結果 

絞込結果 

クリック 

クリックしたユーザー名で絞り込まれた 

横断検索例 

全てのログを横断追跡 
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集計機能 

 
•指定したデータをログから集計 

– 件数、トップ10、最大、最小、平均、合計 

•集計結果を表形式またはグラフ形式により表示 
– 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、２軸グラフ等 

•集計条件を保管して作業を定型化 
•集計結果のCSV形式ダウンロード 

ログから全体の兆候を分析 
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検知機能  

サーバ LogGate  

検知機能 

＜検知条件設定＞ 

条件 

アクション 

障害ログ 

不正アクセスログ 

障害の発生 

管理者、監視サーバ 

通知 

（メール、SNMPトラップ等） 不正アクセス 

•ログの発生頻度による検知 
•多様な通知方法 

– メール送信／SNMP Trap／外部コマンド実行 

•異なる種類の複数ログの組み合わせによる検知 
•時間や曜日別に検知 
•検知後のアクション(通知)間隔制御 
•同時に複数の検知方法を指定可能 
•検知したログメッセージを通知メールで送付 

異常な兆候をリアルタイムに検知・通知 

リアルタイム検知・通知イメージ 
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レポート機能 

•レポート出力の定期・自動実行 
– 時間毎、日毎、週毎、月毎 

•多様な出力フォーマットに対応 
– PDF/HTML/CSV/XML 

•レポート出力イメージを容易にカスタマイズ可 
– レポートに企業ロゴや押印欄を入れる等 

•外部レポートエンジンによるマスタ連携 
– ログに無いデータもレポート出力 

CSV出力例 

HTML出力例 

PDF出力例 

モニタリングの自動化 
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