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弊社のプレゼンテーションには、弊社の将来の事象または予想される業績に関する将来予測記述を含むことがあり

ます。当該記述は、現在弊社が知っている要因に基づく弊社の現在の予測および推定を反映するものであることと、

実際の事象または結果が著しく異なる可能性があることをご了承ください。実際の結果が弊社の将来予測記述に含

まれるものとは異なる場合、その重要な要因については、SEC を含む弊社の文書をお調べください。

このプレゼンテーションに含まれる将来予測記述は、プレゼンテーション実施日時において述べられたものです。プレ

ゼンテーション実施後に見直しが行われた場合、このプレゼンテーションに現在のまたは正確な情報が含まれないこ

とがあります。弊社は、弊社が述べることがある将来予測記述を更新する義務を負いません。また、弊社のロード

マップに関する情報で、弊社の一般的な製品方針の概要が示されていますが、この情報は予告なしにいつでも変更

されることがあります。これはあくまで参照用であって、契約またはその他の約定に組み込まれないものとします。

Splunkは、記述されている特徴または機能を開発する義務も、かかる特徴または機能を将来のリリースに含める義

務も負いません。

Splunk、Splunk>、Listen to Your Data、The Engine for Machine Data、Splunk Cloud、Splunk LightおよびSPLは、Splunk Inc.の米国およびその他の国における商標または

登録商標です。他のすべてのブランド名、製品名、もしくは商標は、それぞれの所有者に帰属します。© 2018 Splunk Inc.無断複写・転載を禁じます。

免責事項

このスライドは、すべてのサードパーティープレゼンテーションの際に必須です。
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IT運用/管理にSplunk
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複雑でサイロ型のテクノロジー

システムごとの単体ソリューション

事後的で総当たり式の問題解決

業務時間の 80% 以上が
イノベーションではなく保守作業



そこでなぜマシンデータに注目するのか

物理マシン

VM VM

仮想マシン クラウド コンテナ

テクノロジーやアーキテクチャが変わってもマシンデータは普遍



業界をリードするマシンデータ用プラットフォーム
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エネルギーメーターファイアウォール

侵入防止

プラットフォームサポート (アプリ/API/SDK)

エンタープライズの拡張性

ユニバーサルインデックス化

マシンデータ：あらゆる場所、種類、量 あらゆる質問に回答

あらゆる量、あらゆる場所、あらゆるソース

スキーマ
オンザフライ

ユニバーサル
インデックス化

バックエンド
RDBMS なし

データを
フィルター処理
する必要なし



ビジネス
アプリケーション

アプリケーション
パフォーマンス監視

Splunk とエコシステム
Apps と Add-on がマシンデータの価値を向上

ハードウェア 仮想化、コンテナ OS/MW クラウドサービス運用とサービスデスク



トラブルシュート ユーザ分析 キャパシティプランニング 予兆監視

IT運用におけるSplunkの活用方法



IT運用を効率化させるダッシュボードを柔軟に作成



SplunkをIT運用で使うことで広がる価値
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Splunk の新機能

メトリックスとログの融合
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ログとメトリックスの違い

▶ メトリックス

• 構造化データ

• プロセス/デバイスの監視に最適

• 測定対象が明確

例：CPU、メモリ、ディスク使用率
ユーザー数、レイテンシ、温度

▶ ログ

• 非構造化データ

• 多様な用途

• 原因や気づきにつながる情報を探索

例：システムログ、トレースバック
APIレスポンス(json,XML)



新機能：メトリックスインデックス
数値データポイントを長期にわたって取得

イベントより大幅に効率的な、圧縮、保存、処理

時間
_time

メトリックス名
system.cpu.idle

メトリックス値
_value 

ABC.XYZ

ディメンション
HOST,Region,etc. 



Splunk メトリックス
メトリックからわずかな兆候を検出

ログとメトリクスを融合させた
ダッシュボード

▶ メトリックスインデックスを使用すると、サーチ性能が

20倍以上も向上
▶ サンプルのユースケース

• CPU 使用率

• IoTデバイスのセンサーデータ

• アプリのダウンロード数

▶ Splunk プラットフォームのすべてのメリットが
活用可能

• ダッシュボード、レポート、アラート

• ロールベースのアクセスコントロール

• クラスタリング、スケーリング

• 相関分析、予兆分析
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ログとメトリックスにまたがった分析を
実現するシングルプラットフォーム



国内ケーススタディ



Splunkを活用しましょう



Splunkは簡単に始められます

無償トライアル 無料ダウンロード AWS AMI

1 2 3



1

2

3

4

簡単なセットアップで利用開始

ダウンロード

インストール

データ転送

検索

たった4つのステップ:

データベースネットワーク サーバー 仮想マシンスマートフォン
各種デバイス

カスタム
アプリケーション

セキュリティ Web
サーバー

センサー



オンプレでもクラウドでも



Appの紹介：Windows環境があるなら



Appの紹介：Unix/Linux環境があるなら



Appの紹介：仮想基盤があるなら
有償App



Appの紹介：AWS環境があるなら



Appの紹介：マイクロサービス環境があるなら

https://github.com/splunk/ もご確認ください

https://github.com/splunk/
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Splunkなら小さく始められて
あらゆるインフラに拡張できます



新製品紹介



Splunk Insights for Infrastructure
メトリックスとログの融合 / 簡単インストール＋簡単利用

• インフラのモニタリングに特化した新しいSplunk

• オンプレ・AWSのサーバーからメトリックとログを収集して
SPLを使わずに調査・分析

• インストールから設定が数分で完了

• 新しい料金体系（GB/日 ではなく データ保持容量）

• 200GBまで FREE

2018年5月リリース
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Splunk Enterpriseとの棲み分け

十徳ナイフのような便利さ
あらゆるマシンデータを収集できる

様々な要望に対応するプラットフォーム

インフラモニタリング用ツール
数分でセットアップ
お手軽に使える

インフラモニタリングに特化
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Splunk Insights for Infrastructure

で簡単に始める

ユースケースが増えたら
Splunk Enterprise

に移行

移行できます



告知



Splunk認定資格とトレーニングコース

<認定ユーザー：基礎１>

① 7月度： 7/17(火) - 7/18(水)

② 8月度： 8/7(火) - 8/8(水)

<認定パワーユーザー：基礎2>

① 6月度： 6/25(月) – 6/27(水)

※絶賛募集中です！

② 7月度： 7/23(月) - 7/25(水)

③ 8月度： 8/27(火) - 8/29(木)



6/20（水） Splunk for DevOpsで淀みない開発プロセスを実現〜オートメーションのその先へ〜

6/27（水） メトリックとログで始める新時代のサーバー監視の始め方

オンラインセミナー開催予定

※日程、内容は予告なく変更する場合があります。
※オンラインセミナーや、その他の今後のイベントは、弊社サイトのイベントページをご参照くださ
い。

https://www.splunk.com/ja_jp/about-us/events.html

セキュリティ調査のやり方簡単解説
インシデント検知のノウハウを活用する Security Essentials

Splunk ソリューションによる AWS セキュリティの強化

Splunk で実現する IT サービス可視化
IT トラブルシュートのやり方簡単解説
マシンデータだからできる超シンプル、超強力なシステム運用

オンデマンドオンラインセミナー（近日公開）

https://www.splunk.com/ja_jp/about-us/events.html


.conf 2018 開催！

日時：2018年10月1日〜4日(現地時間)

Splunk University：2018年9月29日〜10月1日
場所：アメリカ ウォルトディズニーワールド

| フロリダ, オーランド
申込み： https://conf.splunk.com/

毎年大盛況のSplunkユーザーカンファレンス.confが、今年も開催され
ます。9回目となる今回は、300以上のテクニカルセッション、世界中
から7000名以上の参加者を予定しております。毎年多くのSplunkユー
ザー様が参加され、最新の技術情報や世界中のHotなユーザー様活用事
例に触れていただくことができます。是非ご参加ご検討ください。

詳細は、Splunk担当営業まで是非お問い合わせください

https://conf.splunk.com/
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#SplunkLive

ご清聴ありがとうございました


