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統合ログ管理システム
国内導入 /ログの収集実績多数！

セキュリティと労務管理に役立つログ管理

働き方改革が進む昨今、事務所以外で仕事をするテレワークも積極的に導入が進んでいる。働きやすさに注目が
集まるが、管理面では新たな課題が生まれてきている。サイバー攻撃が多発する現在において、テレワークの導入
は新たなセキュリティホールを作り出す危険性も秘めている。また、管理者の目の届かない場所で業務が行われる
ため、長時間労働の危険性も秘めている。このような課題にログ管理がどう活用していけるのか、統合ログ管理
システム Logstorage を題材に考えていく。

　テレワークを導入に際し発生する課題
として、「セキュリティ対策」、「勤務時間の
把握」、「コミュニケーション方法」、「人事
評価」の 4 点が上げられる。ログ管理は、
前記の課題の内、「セキュリティ対策」と
「勤務時間の把握」に有効な手段である。
また、テレワークを実施するには、様々な
ICT 技術を組み合わせて活用することが
求められる。このため、ログ管理において
は、システム毎のログ管理ができるだけで
なく、複数のシステムのログを一元的に
管理できる統合ログ管理が求められる。

セキュリティ観点で見たログ管理の活用

　テレワークを実施する場合、外部ネット
ワークから何らかの方法で情報資産にアク
セスする必要がある。このため、これまでと
は異なる観点でセキュリティを考えていく
必要がある。これまでのセキュリティ対策
は、社内ネットワーク内で情報のやりとりを
閉じ、外部ネットワークとの出入口を 1カ所
に絞ることを前提としているものが主で
あった。しかしながら、クラウドサービスの
利用促進やトラフィックの増加に伴う
ローカルブレイクアウトの実施などにより、
現在は外部ネットワークとの出入口が多数
存在している。
　テレワークだけでなく、デジタルトランス
フォーメーションの推進によってシステム
構成は今まで以上に複雑化している。複雑
化する中でも、システム管理者には、それ
ぞれの状況に適切に対処していくことが
求められている。そのために、利用する
あらゆるシステムからログを取得し、管理・
活用していくことで、脅威の検出やシステム

運用の監査に用いることが求められる。
　様々なシステムからログを収集し活用し
ていく上での大きな課題として、システム
毎にユーザの識別情報が異なる点がある。
ユーザ名やコンピュータ名、IP アドレス
など、ユーザの識別情報を全システム共通
で出力させることは難しい。また、一部の
クラウドサービスでは、共通認証基盤との
連携ができない場合もあり、ユーザの識別
情報がことなる可能性もある。共通の
ユーザ識別情報を各システムから出力させ
られない状況において、システムを横断して
ユーザの行動を追いかけて行くには、名寄せ
が必要となる。図1に示すように、マスタ情報
と各識別情報を紐付け、ユーザを一意に
認識できる状態とすることが求められる。
　ユーザを一意に識別できるようにする

ことで、ユーザを起点とした分析が可能と
なる。「マルウェアに感染した端末の通信」
や「業務時間外のファイルアクセス」、
「プロキシ未経由のWeb 通信」など、確認
すべきポイントを検索・集計・検知・レポート
といった分析方法で、必要なときに分析
できる状態になる。確認すべきポイントは
多数あるが、システム稼働時点で全てを
網羅する必要はない。世の中で発生する
脅威に合わせて、定期的に見直していく
ことが重要である。

労務管理への対応

　テレワークを行う上で、労働者視点の
課題として「長時間労働になりやすい」、
管理者視点の課題として「労働時間の管理

が難しい」という点がある(厚生労働省『テレ
ワークにおける適切な労務管理のための
ガイドライン』)。勤務時間の把握は、管理
者に求められる責務の 1 つである。みなし
労働時間制が適用される従業員や管理
監督者を除き、従業員の労働時間の正確な
把握が求められている。また、労働時間を
把握する際には、原則としてタイムカード、
ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の
客観的な記録を基礎として確認する必要が
ある ( 厚生労働省『労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置 に関する
ガイドライン』)。オフィスに出社しての勤務
は、入退出時の時刻や業務 PC の稼働時間
などを確認することで客観的に把握しや
すい。一方で、テレワークでの勤務の場合、
業務 PC の稼働時間だけでは把握できない
ことも多く、労働時間の把握に課題が残る。
スマートフォンやタブレット端末を用いた
作業、ネットワークに接続していないPCでの
作業といったように様々な労働シーンを想定
する必要がある。特に、デジタルトランス
フォーメーションの進展が進む昨今において
は、様々な技術が後追いで導入されてくる。
　ここで求められるのは、複数のシステム
を横断しながら各従業員の労働時間を把握
できる仕組みである。この実現に効果的な
手段がログの活用である。各システムから
ログを収集し、ユーザ毎に分析することで、
そのユーザの作業時間を把握できる。例え
ば、業務 PC、スマートフォン、タブレット
端末の稼働ログや SaaS 提供されている
グループウェアの操作ログ、社内環境への
アクセスログを利用した労働時間の把握が
可能となる。図 2 示すように、従業員毎に

発生したログの最初の時刻と最後の時刻を
追いかけていくことで、管理者は客観的に
労働時間を把握できるようになる。ここで
算出された労働時間を基にして、長時間
労働や時間外労働の客観的な把握が可能
となる。

統合ログ管理システムLogstorage

　セキュリティと労務管理の双方の観点
か ら ロ グ 管 理 を 行 え る ツ ー ル が 
Logstorage である。Logstorage はあら
ゆるシステム上、拠点上に点在するログを
一元的に収集管理できる統合ログ管理
システムである。官公庁や地方公共団体、
金融業、製造業など、様々な業種・業態の
ユーザに指示され、3,800 社以上に導入
されている (2020 年 4 月時点 )。単一
システムのログ管理から、数百 GB/ 日の
ログが出力される環境でのログ管理まで、
大小様々な規模のユーザに利用されて
いる。利用用途としても、外部脅威の検知

や内部脅威対策、PCIDSS や ISMS など
各種監査要件への対応、労務管理など様々
である。
　図3に示すように、各種サーバ機器やネット
ワーク機器、クラウドサービスなどログが
発生する様々な箇所からログを収集する
ツールを兼ね備えている。また、図 4にある
ようなセキュリティ製品を中心として日本
国内で高シェアを誇る製品とはアライアンス
を組み、独自のログ収集分析の仕組みを
整えている。さらに、収集したログに対し
ての圧縮保存や暗号化、改ざん検知など、
長期間ログを保存して安全に運用していく
ための機能も兼ね備えている。
　ログの分析機能としても、検索・集計・
検知・レポートの各種機能を有しており、
キーワードやログソース、アプリケーション
など様々な観点からの分析が可能である。
また、「労務管理レポートオプション」を
利用することで、様々なログから各従業員
の労働時間を把握でき、テレワークの労務
管理に関する課題への対応も可能である。
　様々なログ管理製品がある中でも、ログ
収集への柔軟性、ログ保管の信頼性、ログ
分析の容易性を兼ね備えた Logstorage
を活用いただきたい。

図１ マスタ連携

図２ 労務管理のレポート例
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図３ Logstorage システム構成

図４ Logstorage アライアンス


