
Logstorage 導入・活用事例
日本ビジネスシステムズ株式会社 様

▲ 今回お話をお伺いした日本ビジネスシステムズ株式会社　岩崎 哲也様 ( 左 )　 松方 岩雄様 ( 右 )

日本ビジネスシステムズ株式会社（以下、JBS）は、独立系システムインテグレーターとして、高レベルの IT サー

ビスを提供する企業です。 2015 年に弊社の販売・構築パートナーでもある株式会社イーセクター ( 以下、 イー

セクター ) からの紹介により、 パブリッククラウドである Azure 上で取り扱う個人情報のセキュリティ対策として

「Logstorage」を採用いただきました。 製品選定から構築、運用まで携わったJBS松方様　岩崎様とイーセクター

営業担当の小村様にお話を伺いました。

◇Logstorage 導入の背景
　- Logstorage を導入頂いた部署の業務

内容について教えて下さい。 (JBS)

Microsoft の Azure 上でマイナンバーを収
集代行・管理する SaaS 型のサービスを
提供しています。マイナンバーの管理に
は多岐にわたる法制度対応準備、正確性
が求められる登録作業、安全な保管と適
切な廃棄が必要になりますが、これらを
お客様に代わって管理するサービスです。
本サービスをご利用いただいたお客様は、
事務処理上必要となる各種情報の提供や、
法令等の要件に対応した「業務プロセス」
をご利用いただけます。収集したマイナ
ンバーの情報は暗号化、データベース化
され、権限を与えられた企業の責任者が
必要に応じてダウンロードができる仕組
みとなっています。

　- JBS とイーセクターの関係性を教えてく

ださい。

主にセキュリティ分野において協業関係
にあります。JBS 社のお客様に対するセ

キュリティプロダクトの販売・構築サポー
トを提供しております。( イーセクター　
小村氏 )

6 年 程 前、イ ー セ ク タ ー 社 よ り
Logstorage を紹介され、Logstorage の
販売一次店となりました。弊社が初めて
Logstorage の販売を行った際にも、イー
セクター社の導入の知見をもって、導入
作業にも携わっていただきました。その
際にスキルトランスファーをしていただ
いたので、それ以降はイーセクター社よ
り製品を購入し弊社で導入作業を行って
います。
(JBS　松方氏 )

　- 「マイナンバー収集代行 ・ 管理サービ

ス」 ではどのような目的で Logstorage を

導入されましたか？ (JBS)

パブリッククラウド上で大量の個人情報
を取り扱うため、セキュリティを厳重に
強化する必要がありました。セキュリティ
のガイドラインについては PCIDSS を参
考にしています。

その中で Logstorage はアプリケーショ
ン、OS、DBMS などの短時間内の大量ロ
グイン失敗の検知や、管理者ログインの
レポート作成出力などを目的に導入しま
した。

◇選定のポイント
　- Logstorage を JBS へご紹介していた

だいた背景を教えて下さい。

( イーセクター )

以前からイーセクターのパートナーとし
て JBS 社 よ り、様 々 な お 客 様 に
Logstorage を導入いただいた実績があり
ました。今回はログ保管要件の要素が強
く、製品の特長、実績含め自信をもって
紹介できました。イーセクターでの
Logstorage 取扱いは 10 年以上の実績が
あり、ログ管理システム全般に対する技
術的ノウハウの蓄積も十分にあり、本件
についても事前に色々とヒアリングをさ
せていただき、適切なライセンス構成の
ご案内をさせていただきました。

　- Logstorage を採用した理由について

教えて下さい。 (JBS)

Logstorage が証跡を適切に収集してくれ
たので、監査ログを保管するには最適だ
と感じました。また、弊社が提供する他
のサービスで使用している他社製品との
比較検討や、今回のセキュリティ要件に
対し機能・製品仕様比較を行った上で
Logstorage を選択しました。
特にログの改ざん検知や暗号化が標準機
能で提供されることや EOL を設けないベ
ストエフォートでのサポートポリシーが
決め手となりました。

◇システムの導入とその効果
について
　- Logstorage の導入はスムーズにいきま

したか。 (JBS)

前述の通り、イーセクター社から事前に
導入時に必要な情報のスキルトランス
ファーがありました。今回の自社導入が
JBS として初めての Logstorage 導入作業
でしたが、約 1 日で導入できました。製
品のマニュアルについてもボリュームは
ありますが、分かり易かったと感じてい
ます。

　- Logstorage を実際に使用されてみた

感想をお聞かせください。 (JBS)

現在、Logstorage でアプリケーションロ
グを全て収集しています。また、イベン
トログをエージェントレスで収集する、
Logstorage 付 属 の ロ グ 収 集 ツ ー ル
「EventLogCollector」を 使 用 し、
Windows セキュリティイベントログを収
集しています。定期的なログイン失敗レ
ポートの確認や、データベースに対する
アプリケーションサーバー以外からのア
クセス検知にはとても役立っています。

◇今後の展望
　- Logstorage に期待する追加機能や

ご要望等がありましたら教えて下さい (JBS)

製品マニュアルについては内容が豊富で助
かりました。調べたいことをすぐに参照で
きる構成となれば更に良いと思います。
Logstorage そのものについては、実際に
使ってみて、ログ取得の正常性の確認や
検知アラートの状況などをクリック操作
で確認するのが手間と感じることもあり
ました。新製品の Logstorage X/SIEM の
ように、ダッシュボードに出していただ
けると嬉しいです。

　- ご意見ありがとうございます。

引き続きご期待に添うよう、 新機能追加等

を含め魅力ある製品の開発に努めてまいり

ます。

弊社への期待、 ご要望を教えて下さい。

( イーセクター )

統合ログ管理システムの運用管理にさら
なる効率化が実現できればより導入効果
の高い提案が可能です。弊社はセキュリ
ティ事業だけではなく、RPA 事業など新
しい分野への挑戦もしております。今後
もインフォサイエンス様とは多くの接点
をもって深いお付き合いができればと考
えております。

　- 今後も Logstorage の拡販に向けて

お力添えいただけると幸いです。

皆様、 本日は貴重なお時間を頂戴し
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