
製品紹介資料

Ver. 202106_1

株式会社LogStare



© LogStare Inc. 2

会社概要

設立 2020年8月20日

資本金 5億円（資本準備金2.5億円含む）

代表者 米今 政臣

事業内容 セキュリティ運用支援製品

およびサービスの開発と販売

本社 東京都中央区明石町8－1

聖路加タワー 40階

グループ企業 株式会社セキュアヴェイル

株式会社キャリアヴェイル

株式会社セキュアイノベーション

セキュアヴェイルのグループ戦略

本社ビル



Overview
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LogStareとは

LogStareは、システム監視、ログ管理、AI予測、すべての機能を1つのソフトウェアで実現する、

次世代のマネージド・セキュリティ・プラットフォームです。

100種類以上のレポートテンプレートを標準搭載しているので、専門知識不要で導入直後からすぐに使用でき、

また、クラウドの利点を活かしてビッグデータ解析などの高度な分析が容易に実現できます。



LogStareの適用領域
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LogStareはシステム監視業務からインシデント発生時におけるログの分析、原因分析まで、IT管理者の日々の

運用業務を包括的に支援します。

⚫ トラフィックログ分析（Syslog）

⚫ ネットワーク機器ログ分析（Syslog）

⚫ サーバーログ分析（Syslog/WMI）

インシデント発生時の業務

⚫ 死活監視（Ping監視）

⚫ ネットワーク監視（SNMP監視）

⚫ サーバー監視（SNMP監視）

日々のIT運用業務
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LogStareの特長

クラウドからオンプレまで

全方位

障害検知・ログ分析・レポート

一気通貫

LogStareがあれば企業のITシステムの運用業務が網羅できます。

従来のようにクラウドとオンプレでそれぞれに監視システムを運用したり、ログ収集・アラート発報・レ

ポート作成それぞれに専用ツールを用意したりと言った煩雑さがありません。

主な監視対象
AWS, Azure, Microsoft365, 

ファイアウォール, IPS, IDS, UTM, 

スイッチ, ルーター, 無線AP, 

Windowsサーバー, Linuxサーバー, 

Webサイト, etc..
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LogStareの効果

⚫ アラート受信/障害把握

⚫ 障害箇所の特定/情報連携

⚫ 原因調査

LogStareの場合

障害発生

障害復旧対応

⚫ 障害発生報告受付

⚫ 障害内容の確認

⚫ 障害箇所の特定・切り分け

⚫ 担当者間の連携（支援要請）

⚫ 調査データ（ログ・アラート）収集

⚫ 原因調査

一般的な対応手順

- 障害発生から対応までに要する時間を大幅に短縮 -

システムの監視状況とログを同時に確認できる統合インタフェースで状況を把握。障害対応に要する“手間”を

削減し、復旧に要する時間を大幅に削減。復旧後には事象をレポート（報告書）出力することも可能です。
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LogStareのしくみ

日本のSOCモデルに適した
セキュリティ運用製品として

評価されています。

ログ収集・監視モジュールがエージェントレスで監視対象機器と通信し、データを収集して

データベースに蓄積します。蓄積されたログデータ・監視データは、リアルタイムに画面上で

閲覧できるほか、任意に定義した条件に従いレポート出力やアラート発報が可能です。

システム監視・ログ管理基盤

監視・ログ収集
モジュール

DWH
(データウェアハウス)

画面上で分析

レポート出力

アラート発報

分散処理／
暗号化保存

バックグラウンドで
監視対象と通信



© LogStare Inc. 9

LogStareが選ばれる4つの理由

✓ 歴20年のネットワークセキュリティ専業事業者が開発

✓ 豊富なSOCノウハウを反映させた機能・画面設計
SOC監修

✓ 既存環境に影響を与えないエージェントレス方式

✓ 監視対象を自動認識するので初期設定が簡単
すぐ使える

✓ SOCが使う100種類以上の分析テンプレートを標準搭載

✓ ログ解析やシステム監視の専門知識が無くても使えます
専門知識不要

✓ セキュリティを海外製品に頼らない純国産ソフトウェア

✓ サポートはもちろん日本時間・日本語対応です
純国産
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LogStareによる課題解決

ログ管理をしていない／
ログを手動orバッチでコピーしている／
ログ収集はしているが活用できていない

運用監視ツールは導入しているがログ管
理はしていない

ログ管理システムを導入しているがログ
の長期保管にコストがかかる

高機能のログ管理システムを導入したが
使いこなせない

セキュリティ対策の効果やシステム運用の健全性が把握で

き、優先度に応じた経営資源の分配を支援します。

システム全体が可視化され、投資効果が明らかに

システム障害時の原因特定やベンダーとの意思疎通がス

ムーズになり、障害からの復旧が迅速化されます。

収集・保管したログが障害対応時に活躍

ログをファイル形式で圧縮保管するので、最低限のスト

レージコストで無理なく運用できます。

コストを抑えてログの長期保管が可能に

自社の実情に合った必要な機能だけを選んで契約できるの

で、運用リソースの最適化が実現します。

必要な機能だけを選んでログ管理を最適化

>>

>>

>>

>>
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製品ラインアップ

LogStare Collector

LogStare Collectorは、ユーザーのオンプレミス環境またはクラウドサーバー等で稼働
し、監視対象のシステム監視とログ収集を行なうモジュールです。
簡易的な検索機能やアラートメール送信機能も備えており、Collector単体で運用するこ
ともできます。

LogStare Reporter

LogStare Reporterは、Collectorが収集したログデータを構文解析してレポートを作成
したり、監視データとの相関分析や高度な複合条件によるアラート通知を行なうSaaS
型のログ分析システムです。
標準で100種類以上のレポートテンプレートが用意されています。

LogStare Manager

LogStare Managerは、SOC / NOC事業者向けの統合運用管理システムです。SaaSで
提供され、複数のReporterの統合管理をしたり、Reporterで使用するログパーサー（構
文解析定義）の作成やレポートテンプレートの標準化をしたりといった管理が可能です。

LogStare Quint

LogStare Quintは、Collector / Reporter / Manager すべての機能をパッケージにした
オンプレミス用のソフトウェアです。クラウドの利用が困難な場合にご検討ください。
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ラインアップ別機能

機能 Collector Reporter Manager Quint 概要

収集 ◎ - ◎
監視対象からログを収集します。Syslog、WMI、HTTP(S)や
FTPによるファイル収集などが可能です。

保管 ◎ ○ ◎
収集したログを独自の圧縮方式により約1/10に高圧縮し、暗号
化して任意の期間保管します。

監視 ◎ - ◎
PingやSNMPによる死活監視/稼働状況に加え、収集したログの
リアルタイム監視を行います。

検索 〇 ◎ ◎
ログを検索します。キーワード検索や正規表現による検索はも
ちろん、複数のログソースを横断した横串検索も可能です。

分析 - ◎ ◎
特定のログのドリルダウン分析や、複数のログソースの相関分
析などができ、PDFファイルへの出力も可能です。

レポート - ◎ ◎
任意の条件に従って作成するセキュリティログレポートと、決
められた集計軸でログを集計する集計レポートがあります。

アラート 〇 ◎ ◎
監視対象デバイスが応答しない場合や、指定した条件にログが
合致した場合などにメールやチャットで通知します。

AI予測 - ◎ ◎
コンピューターリソースの使用率やトラフィック量、ログ出力
量などの定量的なデータの将来予測を行ないます。

ULP ◎ ◎
ログフォーマットの解析を強力に支援するULP（Universal Log 
Parser）を用いてログの構文解析定義を作成します。

SOC管理機能 ◎ ◎
インシデント管理、SOCダッシュボードなど、SOC/NOC事業者
向けの機能です。詳しくはお問い合わせください。
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購入プラン

Small Start Plan
✓ 小規模環境の監視やログ収集をしたい
✓ 高度な分析機能やオプションがあっても使いこなせない

Standard Plan
✓ 収集したログや監視データをレポートにしたい
✓ 複数のログソースを相関分析したり、複合条件でアラートを発報したい

SOC/NOC Plan
✓ SIEMとして高度な活用をしたい、SOCの基盤として使いたい
✓ オールインワンのセキュリティ運用システムが欲しい

On-premises Plan
✓ ポリシー上クラウドが使えない
✓ 資産をすべて自社に持ちたい



Function
-監視・ログ収集-
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監視・ログ収集モジュールの特長

導入負荷 環境負荷

監視対象デバイスに常駐モジュールのインス

トールが不要なので、既存環境に与える影響が

少なく、導入の手間もかかりません。

エージェントレス1

豊富な監視データベース2

各ベンダーの拡張MIBの情報をデータベース化し

て内部に保有しているので、機器ごとに監視可

能なMIB項目を自動で認識します。

DSVによる全体可視化3

DSV（Dynamic Status Viewer）でネットワーク

全体を可視化。異常時にはアイコンが点滅する

ので障害箇所が即座に特定できます。
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機能概要 - 収集

収集機能 概要

Syslogによるログ受信
ネットワーク機器などは内部にハードディスクを有していないため、ログを外部
に転送する仕組みが必要です。LogStareではUDP、TCP、Syslog over TLSでロ
グを受信することができ、監視対象ごとにログファイルを分けて保管します。

WMIによるログ収集
WindowsはOSの機能としてイベントログに様々なイベントを記録することがで
きます。LogStareではWMI（Windows Management Instrumentation）で定期
的にイベントログを収集します。

FTPによるログ受信
監視対象へのアクセスが困難な場合など、LogStareがFTPサーバーとなりテキ
ストファイル形式のログを受信します。監視対象にログイン許可設定を行う必要
はありません。

SCP, FTP, HTTP(S) によるログ収集
LogStareから監視対象にSCPやFTP等のプロトコルを使用してアクセスし、テ
キストファイル形式のログを収集します。

MOVEやCOPYによるログ収集
LogStare Collectorがインストールされたデバイスの、ローカルドライブに保存
されたテキストファイル形式のログをCOPYコマンド等で収集します。

監視対象デバイスの性質に応じて、ログを受信する機能／収集する機能を使い分けることができます。
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機能概要 - 保管

保管機能 概要

圧縮保管
収集したログは、独自の圧縮方式で約1/10のデータサイズに圧縮します。ログ
の完全性を保ったまま、ストレージコストを低減し長期保管を容易にします。

暗号化
証跡として改ざんや削除が許されないログを、独自の暗号化方式で暗号化し、セ
キュアに保管します。

保管期間
保管期間やログ容量に制限はありません。ログ保管領域のディスクサイズが許す
限り保管できるので、法令等で要求される長期間の保管にも対応可能です。
ネットワーク機器やアプライアンスのログ保管先としても活用できます。

原本性の担保
ログは収集時の内容のまま保管しますので原本性が保たれ、フォレンジック等に
も活用することが可能です。

証跡として重要視されるログを、長期にわたって安全かつ効率的に保管しておくための機能を備えています。



© LogStare Inc. 18

機能概要 - 監視

スタンダードな監視プロトコルであるSNMP、ICMPはもちろん、メトリクス監視やURL監視にも対応してい

ます。収集したSyslogやWindowsイベントログのリアルタイム監視も可能です。



Function
-分析・レポート・アラート-
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分析・レポート・アラート機能の特長

SOC専業事業者が現場で使う、セキュリティ

インシデントの発見に役立つレポートテンプ

レートを100種類以上搭載しています。

レポートテンプレート完備1

リアルタイムアラート2

システムダウンやネットワーク障害はもちろん、

複合条件によるアラートで故障や回線輻輳など

の予兆検知/対応に活用できます。

AIによる将来予測3

クラウドの利点を活かした強力なビッグデータ

分析によって、マシン負荷を意識することなく

膨大なログデータからAIによる将来予測を実現し

ます。
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機能概要 - 検索

複数のログソースを
跨いで横串検索できます

収集したログ量をグラフ表示し
極端なログの増減（異常の

可能性）を発見しやすくします

正規表現を用いて
複雑な条件で検索できます

収集したログは自動的にデータベースに蓄積され、様々な軸で検索できます。

生ログの状態で検索できるので、フォレンジックの観点からも安心してご利用いただけます。
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機能概要 - 分析

PDFに出力して報告書
作成の手間を軽減

複数のログソースの
相関分析ができます

相関分析の例

• サーバー監視ログ × アプライアンス Syslog = ブルートフォース攻撃の発見

• NAS監査ログ × UTM アクセスログ = 機密ファイル持ち出しの発見

• トラフィックデータ × イベントログ = ネットワーク障害の原因究明 etc...

あらかじめ定義されたログパーサー（構文解析定義）に基づき見やすく整形することで、任意の条件で集計、

ソート、フィルタリング、複数のログソースの相関分析など、多角的な軸での分析が可能です。
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機能概要 - レポート

その他レポート例
不審なファイアウォールアクセス
社外からの社内アクセス(VPN)
狙われているサービス
攻撃者IP一覧

ネットワークプロービング(ICMP)
大量通信をしているユーザー
ループバックアドレスからの通信
ファイアウォールのルール別使用頻度

豊富なレポートテンプレートを標準搭載。監視対象に合わせてテンプレートを読み込むだけで、すぐにログ

レポートが作成できます。ログレポートだけでなく、監視データの可視化にも役立ちます。
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機能概要 - アラート

アラートメールの設定をしておけば、管理
画面を見なくても障害発生状況を把握でき、
業務が効率化できます。

アラートはポータル画面で確認でき、画面からドリルダウンして詳しく見ることができるほか、メールや

チャットで受け取ることも可能です。重要なアラートだけをメール通知するように設定しておけば、膨大な

アラートメールに悩まされることもありません。
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機能概要 - AI予測

Fotigateのメモリ使用率予測の例 ネットワークトラフィック予測の例

全般的な使用率のトレンドにおいて予測値と実データがほぼ
同じ数値となっている。

全般的なトレンドは予実で大きく違わないが、実データには
急に上場する時間帯がある。この時間帯に何か急激な動きが
あることが見て取れるので、アラートポイントとなる。

クラウドの利点を活かした強力なビッグデータ分析によって、マシン負荷を意識することなく膨大なログ

データからAIによる将来予測を実現します。
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機能概要 - ULP

ログフォーマットの解析を強力に支援するULP（Universal Log Parser）を搭載。正規表現などの難しい専門

知識を要さず、GUI上でのマウス操作だけでログパーサー（構文解析定義）を作成することができます。

ログパーサーによってログから不必要な情報を削ぎ落して読みやすくし、レポートの品質を向上させます。

※ログパーサーは随時開発・提供しています。記載のないシステムについてはお問い合わせください。

標準提供されているログパーサー
Palo Alto Networks PAシリーズ
Fortinet FortiGateシリーズ
Windowsイベントログ（WMI）
Linux Auditログ

デジタルアーツ i-FILTER
Squid
Apache HTTP Server
Nginx

複雑な条件式を記述しなくても設定可能
（正規表現等による定義も可能です）

標準提供のログパーサーも多数マウス操作のみで設定できるGUI



ご質問、デモ依頼、お見積り等

お気軽にお問い合わせください。

✉ info@logstare.com


