ケーススタディ

株式会社ローソン
全国で活動する SV の業務端末を含む約 7,000 台の
端末の調査を瞬時に行う Tanium® アーキテクチャが
セキュリティ関連の業務効率を飛躍的に向上
1975 年の創業以来、40 年以上にわたって国内でもトップクラスの店舗数を誇るコンビニエ

ンスストアのフランチャイズチェーンで急成長を遂げ、いまや多くの消費者の生活に不可欠
な存在となっている株式会社ローソン。国内だけでも 14,000 以上の店舗（2018 年 8 月末現

在）を展開し、IT への積極的な投資も行う同社にとって、万全のセキュリティは消費者からの

信頼を支える最優先の経営課題の 1 つです。同社は 2016 年、全国の店舗で活動するスー

パーバイザー（SV）ほか、オフィス内の社員が利用する業務端末の安全性の確保に向けて、

Tanium を採用。外部からの脅威のスピーディな検知と対処、またセキュリティ関連の業務効

率の飛躍的な向上に成功しました。

「脅威の侵入を 100% 防ぐのは不可能」
というセキュリティ対策の大前提
国内でもトップクラスの店舗数を誇るコンビ
ニエンスストアのフランチャイズチェーンを
展開し、現在は「ローソン」ほか、「ナチュ
ラルローソン」や「ローソンストア 100」な
ど、消費者のニーズに合わせたさまざまな
業態で成長を続ける株式会社ローソン。
同社のビジネスにとって、幅広い年代の消
費者からの信頼を支える情報セキュリティの
確保は最優先の経営課題の 1 つであり、こ
れまでも最先端のテクノロジーを活用した取
り組みを進めてきました。業務システム統
括本部の本部長補佐を務める髙原理彦氏
は、次のように話します。
「ローソンにはお客様にとって身近な店舗の
仕組みのほか、本社機能としての基幹系、
バックオフィス系、コミュニケーション系、

EC 系、また多くの社員が利用する業務端
末（エンドポイント）など、機能要件の異な
るさまざまなシステムが混在しています。そ
のため、セキュリティについても必要に応じ
て横串の管理機能を活用しながら、段階的
にハードルを上げながら対策を講じてきたの
が、この 10 年間でした」
しかし、ファイアウォール、アンチウイルス
ソフト、サンドボックス、ログ監視など、シ
ステムの安全性を担保するための多額の投
資を尻目に、マルウェアなどの外部からの
脅威がビジネス与える影響、またその手段
の巧妙さは年々高まるばかりです。こうした
状況を受けて、同社が行き着いたのが「脅
威の侵入を 100％防ぐのは不可能」というセ
キュリティ対策の大前提でした。
「性善説や楽観論が通用しない状況の中
で、これからのセキュリティ対策で何より

重要なのは、侵入してきた脅威をいかにス
ピーディに検知し、対処するかです。そこ
で着目したのが、セキュリティの網をすり抜
けてエンドポイントに感染する脅威を即座に
無力化する EDR（Endpoint Detection and

Response）製品でした」（髙原氏）
大規模環境でもパフォーマンスが劣化しない

Tanium® 独自のアーキテクチャを高く評価

ローソンでは、それまでも業務で利用され
る端末を保護するための多層防御を講じて
きました。しかし、そこには管理上の弱点も
あったといいます。感染が疑われる端末が
あった場合、まず利用者からの連絡を受け、
端末をネットワークから隔離して、回収後に
フォレンジック調査（痕跡調査）を実施する
のが通常のプロセスでした。

企業プロフィール
1975 年の創業以来、消費者のさまざま

なニーズに応えるコンビニエンスストア
「ローソン」のフランチャイズチェーンを
展開。現在は国内だけでも 14,340 の店舗
数（2018 年 8 月末現在）を誇る。少子高
齢化やデジタル化が進展する中、2016 年
度には「1000 日全員実行プロジェクト」を
立ち上げ、消費者の新たなニーズを満た
す「ローソン型次世代コンビニエンススト
ア」のモデル構築に着手。商品力、売場
力、新店力の強化を進めるとともに、次
世代 IT システムへの投資にも積極的に取
り組んでいる。

導入製品

・Tanium Core Platform
・Tanium Patch
・Tanium Security Suite

導入効果

端末同士が相互に通信を行うことで高い
検索性能と拡張性を実現する Tanium 独
自のリニア・チェーンアーキテクチャに
よって、約 7,000 台の端末の調査を即座
に行えるセキュリティ基盤を構築。また感
染した端末の隔離や再起動といったコント
ロールをリモートから行うことで、セキュリ
ティ関連の業務効率の向上し、属人的な
スキルへの依存も解消。

しかし、昨今における脅威の進化を考える
と、ビジネスに及ぶ影響を最小限に抑える
ためには、このスピードでは十分ではありま
せん。業務システム統括本部 システム基盤
部 部長の五十嵐良太氏は、次のように話し
ます。
「社内で利用されている端末は約 7,000 台。
この中には全国の店舗を巡回するスーパー
バイザー（SV）が利用する約 1,500 台の端
末も含まれています。端末におかしな挙動
があった場合、首都圏ならまだしも、地方で

株式会社ローソン
業務システム統括本部
本部長補佐

髙原 理彦 氏

あれば回収するだけでも 1 〜 2 日の日数を
要します。わずかな時間で感染・拡散する
昨今の脅威への対処に、こんな時間をかけ
ているようではリスクが高まるばかりです」
そこで同社は、セキュリティ管理プロセスの
抜本的な見直しに向けて、複数の EDR 製品
の PoC を実施し、最終的に Tanium の採用
を決定しました。選定のポイントについて、
髙原氏は「当社の要件をすべて満たしてい

株式会社ローソン
業務システム統括本部
システム基盤部
部長

五十嵐 良太 氏

ることに加えて、最小限のインフラ投資で
利用できるコストパフォーマンスの高さ、ま
た大規模な台数の端末を極めて短時間で調
査できる Tanium 独自のアーキテクチャを高
く評価しました」と話します。

（Technical Account Manager）の存在でし
た。
「Tanium の TAM は、正式な導入を決定する
前の PoC の段階から手厚い支援を提供して
くれました。当初は Tanium を使うことで実

多くの EDR 製品で採用されているハブ＆ス

が整ったことは大きな第一歩です
株式会社ローソン
髙原 理彦 氏

ポーク型ではなく、端末同士が相互に通信

が、1,000 台以上の SV の端末で行ったテス
トで、クエリに対する回答が期待通りの時

現するリニア・チェーンアーキテクチャの

間で返ってくることが確認できた点などは、

Tanium は、数十万台の端末が接続された

TAM の支援によるものです。こうした支援に

大規模環境であっても、数十秒以内で感染

よって、確信を持って重要な意思決定を下

した端末の調査を行うことができ、パフォー

すことができました」（髙原氏）

感染した端末の隔離や再起動といったコン
トロールをリモートから行える点も大きなア
ドバンテージです。

導入プロジェクトでは、社内の約 7,000 台の
端末に対して、2 カ月間で段階的に Tanium
エージェントを配布。TAM の支援も受けなが
ら、無事に全社の端末へのインストールを

「端末を利用するすべての SV が、必ずしも

ITリテラシーが高いとは限りません。ユー
ザーに依存することなく脅威の一元的な検
知と対処を可能にする Tanium は、もはや
不可欠なセキュリティ基盤でした」（五十嵐
氏）

完了し、2017 年 2 月から本格稼働を開始し
ました。
「ハッカーによるサイバー攻撃も、10 年前
であれば EC サイトを書き換えるなど、愉快
犯的なレベルでとどまっていましたが、最近
は金銭目当てのビジネスとする組織が増え

TAM の支援で約 7,000 台の端末に
2 カ月間で Tanium を配布

レコーダーのように追跡できる基盤

際に何ができるのか手探りの面がありました

を行うことで高い検索性能と拡張性を実

マンスが劣化することもありません。また、

Tanium よって脅 威がどこから侵 入
し、どのように拡散したかをフライト

たことで、まさにハッカー業界と呼ばれるグ
ループが形成されています。それだけに、

セキュリティチームが介在しない
脅威の検知、対処プロセスの自動化

Tanium の導入からすでに 1 年半以上が経過
した現在、導入効果として真っ先に挙げら
れるのが、セキュリティ関連業務の飛躍的な
効率化です。
「セキュリティといっても、エンドポイント、
ネットワーク、ファイアウォールなど、そのス
キル領域は多岐にわたるだけに、これらを
すべて備えた人材を確保することは困難で
す。セキュリティチームの人員は Tanium を
導入する前と同じですが、個人のスキルに
依存しない体制ができつつあることは大き
な成果です」（五十嵐氏）
また Tanium の稼働後も、TAM からはパッチ

Tanium の 採 用を決 定 後、実 際 の 導 入プ

Tanium よって脅威がどこから侵入し、どの

ロジェクトは 2017 年初頭からスタートしま

ように拡散したかをフライトレコーダーのよ

した。ここで大きな貢献を果たしたのが、

うに追跡できる基盤が整ったことは大きな

共有など、さまざまの情報が提供されてい

技術支援を提供してくれる Tanium の TAM

第一歩です」（髙原氏）

ます。こうしたサポートは、投資価値の最大

の当て方や米国で発生したインシデントの

化という点でも大きな意味があります。
今後について、ローソンでは Tanium で飛

ローソンのビジネスを外部の脅威から守る
Taniumのリニア・チェーンアーキテクチャ

躍的に効率化した脅威の検知、対処のプ
ロセスのさらなる自動化を目指しています。
髙原氏は「私たちが最終的に目指している
のは、基本的に人が介在することのないセ

エンドポイントを
数十秒で調査

最小限の
インフラ投資

拡張性
連携性

キュリティプロセスの自動化です。そのため
の手段として、人工知能（AI）やマシンラー
ニングとの連携も視野に入れながら、次世
代のセキュリティ基盤のあり方を模索してい
るところです」と話します。

従来のソリューションであれ
ば、最低でも数日間を要して
いた端末の調査が数十秒で完
了。パッチの配布などの修正
もわずかな時間で実行

端末の規模に応じてサーバを
増設しなければならないハブ＆
スポーク型の EDR 製品とは異
なり、1台のTaniumサーバで
大規模環境への対応が可能

端末の台数がどれだけ増えて
もパフォーマンスが劣化しな
い拡張性に加え、他社製のロ
グ監視ツール、また人工知能
（AI）
などとも柔軟に連携

コンビニエンスストア業界において、セキュ
リティ上の重大なインシデントは、まさに消
費者の生活にも大きな影響を及ぼします。
盤石のビジネス基盤の確立を目指すローソ
ンの取り組みに対して、Tanium は今後も高
い付加価値を提供していきます。
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