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企業の課題

ログ(記録)を使えば
目的と手段が明確化できる

業務改革のブレイクダウンは難しい、、

・目的と効果が不明…
・対策には新たな

システムが要る…

働き方改革

・規程の整備だけで
運用までまわらない

コンプライアンス

・攻撃内容/攻撃元/頻度
が実は分かっていない

サイバー攻撃対策

・コストかけ過ぎ…
・全部やろうとし過ぎ…

情報漏えい対策
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ログとは…

さして使い道のないもの

ｰ出力しているものの、蓄積しているだけ

有事に、無いと困る大事なもの

ｰシステムの使用履歴として保管、有事の証拠に

ログとは…

ｰ勤怠管理や労務管理の働き方改革に
ｰ不審者の予兆検知に
ｰサイバー攻撃の回避に

ログとは…

戦略的に攻撃活用するもの

ログ(記録)の活用とは？

大昔

昔

現在
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[レビューと改善][実装][収集対象/ログの特定][目的の明確化]

理想的な業務改革のアプローチ

本番運用/
効果測定

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)の定義
現状調査/
要件定義

目的(理想)があっても、手段(自動化できるシステム)が成立しなければ、
改革そのものが有名無実化してしまいます。今ある記録(ログ)を活用して『手段の自動化』を実現します。

理想的なアプローチ

なぜやる？どんな効果？

でも我々だけで
できるかな…
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[レビューと改善][実装][収集対象/ログの特定][目的の明確化]

ALog EVA 導入コンサルティングサービス

☑ 働き方改革の推進
☑ サイバー攻撃対策
☑ 内部不正対策

☑ 変更管理／障害管理
☑ 電子カルテ管理
☑学校ICT利活用の推進

ALog EVA 導入コンサルティングサービスは、
ログ活用の要件定義（目的の明確化）から設計／導入／運用後
の効果測定までをお客様に代わって推進するサービスです。

ALog 導入支援サービス

多種の業務改革に幅広く対応

ALog EVA 導入コンサルティングサービス

本番運用/
効果測定

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)の定義
現状調査/
要件定義
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ALog EVA とは

ALog EVAは、ALogシリーズの統合ログ版です。
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ALog EVA とは

統一
フォーマット レポート出力

• 閾値を用いたアラート通知
• 複数のログの横串検索
• 定期レポートの自動化

Point

複数のログを共通のインターフェースで管理。
フォーマットを統一して検索・レポートを容易にします。

自動化
＋

長期保管
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超過残業の抑制
残業の多い部署や従業員を
把握して改善を促す

総務省の通達を受け、働き方改革に乗り出した〇〇市。
過重労働と低生産性の実態把握を目的にログ管理を行うことにした。

地方自治体様

【事例紹介】働き方改革 編

認証ログ

Webプロキシログ

目的 ログの種類 レポート

低生産性の調査
勤務中に不要なWebを
見ている人を抽出する

累計残業時間
ランキング

休日/深夜勤務者
TOP30

SNSヘビーユーザー
TOP20
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機密情報への
アクセス監視

【事例紹介】内部不正対策 編

内部不正による情報漏えいを発生させてしまった物流大手CT社。再発防止のため、
機密データアクセス監視とデータ持ち出し監視のため、ログ管理を行うこととした。

大手物流センター様

ファイル持ち出し
の把握

外部デバイスへの
コピー記録

機密情報フォルダへの
アクセス記録ファイルサーバログ

PCログ

目的 ログの種類 レポート
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【事例紹介】サイバー攻撃対策 編

ネットワーク強靭化の一環として
サイバー攻撃とネットワーク障害の対策を目的に、既存のログを活用した。

インターネットサービス事業者様

通信障害の
原因究明 syslog

ランサムウェアの
被害範囲特定 ファイルサーバログ

外部アタック監視 FWログ/UTMログ
攻撃手法ごとの
アタック数

トラフィック過多
アラートの監視

短時間での
大量のRENAME操作

Cisco Catalyst

目的 ログの種類 レポート
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１. 目的 ２. 期待する結果 ３. 把握する事項

働き方改革 業務と無関係なWeb閲覧の把握
（生産性を下げる行動の把握）

• 業務時間中の閲覧禁止Webサイトへの接続状況を把握したい
• 閲覧禁止サイトへの接続が多い従業員を把握したい

働き方改革 労働時間や残業時間の管理 • 残業時間の多い従業員を把握したい
• サービス残業の有無を確認できるようにしたい

サイバー攻撃対策 外部攻撃の把握 • どのような攻撃手法でアタックを受けているか把握したい
• どの発信元IPアドレスからの攻撃が多いのかを把握したい

迷惑メール対策 迷惑メールブロックの把握
標的型攻撃の把握

• 迷惑メールがどのアドレスからどの程度送信されたかを把握したい
• 標的型攻撃のターゲットになっていないかを把握したい

要件定義

目的の明確化と期待効果の明確化

現状調査/
要件定義
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１. 目的 ３. 把握する事項 ４. 収集する情報

働き方改革 [Webフィルタリングサーバ]Webフィルタログ

• 閲覧をブロックしたWebサイトURLのリスト化
• 社員ごとの累計を集計

働き方改革 [Active Directoryサーバ]Windowsイベントログ

• PC起動/終了時間を抽出
• 社員ごとの月間累計を集計。残業累計と超過残業者ランキングを集計。

サイバー攻撃対策 [UTM/Fwサーバ]セキュリティログ

• 攻撃の発信元、攻撃内容の情報を表示
• 攻撃別の月間回数を集計

迷惑メール対策 [メールサーバ]メール受信ログ

• スパムブロックしたメールの宛先メールアドレスをリスト化
• 発信元ドメイン別の月間送信件数を集計

情報 (ログ)の定義

収集する情報の特定（収集可能なログの調査）

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義
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１. 目的 ５. レポート設計 ６. 運用スキーム ７. 保管

働き方改革 • 業務に不要なサイトの閲覧回数トップ20
（ユーザー別）

月次
(部門別)

1. 部門責任者によるレポート確認
2. ログ検索で実態把握し、勤怠指導 3年

働き方改革 • 業務時間外のPC利用累計時間トップ30
（ユーザー別）

月次 1. 人事部門にて調査対象者の特定
2. 超過残業とサービス残業の有無を把握 3年

• 日別の業務時間外PC利用時間（ユーザー別） 月次

サイバー攻撃対策 • 攻撃手法別の攻撃回数 週・月次 1. 情シスにて、攻撃のトレンドと発信元IPを把握
2. 攻撃に対する影響を評価
3. ＊＊＊＊＊ 1年

• IPアドレス別の攻撃回数トップ20 週・月次

迷惑メール対策 • 送信元ドメイン別のメールブロック件数 週・月次 1. ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2. ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
3. ＊＊＊＊＊＊＊＊

1年
• 宛先別メールブロック件数トップ20 月次

設計

運用スキームの確立

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義
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構築

ログ収集方式/マッピング 設定ファイルの提供
までサービス範囲Point

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義
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本番運用/効果測定

Webプロキシのログを収集し、「転職サイト」のWebサイトの閲覧状況を集計

本番運用/
効果測定

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義

詳細なアクセスログを見てみると…
ある人物が頻繁に転職サイトを見ている
ことが発覚。これを注視し、この人物の
全てのアクセスを監視する体制をとった。
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メールアーカイブのログを収集し、社員別のメール送信数を集計

本番運用/効果測定

メール送信数から業務の偏りをチェック。
上司が把握しきれていない
頑張っている人⇔頑張ってない人
の抽出を行い、各部署長に配布還元した。

本番運用/
効果測定

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義
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時刻 ユーザー 操作
2018/03/26
08:38:03 amiya.co.jp¥amiya92 LOGON

2018/03/27
03:39:08 amiya.co.jp¥amiya92 LOGOFF

2018/03/27
08:36:56 amiya.co.jp¥amiya92 LOGON

2018/03/27
18:49:21 amiya.co.jp¥amiya92 LOGOFF

ログオン／ログオフのログから社員別の月間勤怠表を作成

本番運用/効果測定

1ヶ月あたりの累積残業時間を算出。
人事部へ回覧し、ランキング上位者へ残業改善を指導。
改正職安法の対策として
『前日終業から当日始業間のインターバル』も
同時に報告できる体制が取れた。

（休息時間）

本番運用/
効果測定

設計/構築/
試験運用

情報 (ログ)
の定義

現状調査/
要件定義
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多くの対応実績（機器別）

◆ネットワーク/アプライアンス機器
Cisco ASA シリーズ
Cisco Catalyst シリーズ
Juniper SSG シリーズ
Juniper MAG シリーズ
PaloAlto Networks PA シリーズ
Blue Coat ProxySG シリーズ
Fortigate シリーズ
Infoblox DHCP
ヤマハ RTX シリーズ
IBM Flex System EN スイッチ
Hitachi Load Balancer EL130
Aruba Networks モビリティ・コントローラー
トレンドマイクロ Deep Discovery Inspector
Soliton Systems NetAttest EPS シリーズ
SonicWall シリーズ

◆NAS/クラウドストレージ/汎用機
Hitachi Virtual File Platform (CIFS)
NetApp ONTAP (NFS audit)
HPE 3PAR StoreServ
Nutanix Files (Nutanix AFS)
QNAP
I-O DATA LAN DISK
Amazon Web Services CloudTrail
Box
FOBAS クラウドストレージキャッシュ
IBM AS/400

◆各種サーバ
Apache HTTP Server (Linux)

IBM HTTP Server (Linux)

DHCP Server (Windows)

DNS Server (debug log) (Windows)

Microsoft Exchange Server (Windows)

RADIUS Server (Windows)

WebDAV (Windows)

Squid common (Linux proxy server)

Sendmail (Linux mail server)

Postfix (Linux mail server)

Samba (Linux)

◆データベース
MySQL (Linux)

PostgreSQL (Linux)

FUJITSU Symfoware Server (OPEN)

FUJITSU Symfoware Server (NATIVE)

日立 HiRDB
IBM DB2

◆セキュリティ製品
SKYSEA Client View
LanScope Cat
Soliton Systems SmartOn
ディー・オー・エス System Support best1 (SS1)
クオリティソフト QND
デジタルアーツ i-FILTER
デジタルアーツ m-FILTER
トレンドマイクロ ウイルスバスター
トレンドマイクロ InterScan Messaging Security
アルプス システム インテグレーション InterSafe ILP
アルプス システム インテグレーション InterSafe IRM
Symantec Messaging Gateway
日立ソリューションズ 秘文
ZenmuTech ZENMU
Cisco クラウド Web セキュリティ
IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス
Pulse Secure シリーズ
Logstorage

◆アプリケーション
SAP
NEC Explanner
PCA シリーズ
OBIC シリーズ
ニッセイコム GrowOne
Microsoft SharePoint     (AvePoint)
Cybozu Office シリーズ
Cybozu Garoon シリーズ
Access Analyzer
日立 JP1
FUJITSU Systemwalker
富士ゼロックス DocuShare
富士ゼロックス ArcSuite

※2018年9月末時点、順不同
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参考価格

１ month ２ month 3 month

現状調査/要件定義

ログ運用設計

システム設計・構築

レビュー＆改善

お客様：B

１ month ２ month

現状調査/要件定義

ログ運用設計

システム設計・構築

お客様：A

PCログ200台、
ファイルサーバ4台

PCログ、Webフィルタ、出退勤ログ、
ADサーバ、Fileサーバ

御見積りは個別となります。下記は過去の実績です。

※レビュー＆改善はお客様側で実施
※体制はコンサルタント１名、SE１名で対応

※体制はコンサルタント１名、SE２名で対応

データアクセス監視要件

働き方改革全般要件

対象規模 ログ種類 期間 金額

２００名 ２システム １.５か月 １８０万円

対象規模 ログ種類 期間 金額

１,０００名 ５システム ３か月 ４００万円
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