ケーススタディ

株式会社アシックス
グローバルブランドのさらなる成長を支える
セキュリティハイジーンの強化を目指し、
国内の約 2,500 台の端末に Tanium を導入
1949 年の創業以来、約 70 年の歴史を誇る世界的なスポーツ用品ブランドとして知られる株

式会社アシックス。世界各地に多くの事業拠点を展開する同社にとって、サイバーセキュリ
ティ対策はグローバルビジネスの未来を考える上での重要な経営課題となっていました。そ
こで、同社は国内のすべての拠点のセキュリティハイジーンを支える新たなプラットフォーム
として、Tanium を採用。約 2,500 台の端末の状況をリアルタイムで把握し、外部の脅威か

ら経営資産を守る強固なセキュリティ基盤を構築しました。

セキュリティハイジーンを支える
組織内の環境整備が急務の課題に

「セキュリティの世界ではさまざまな考え方

スポーツを通じた青少年の育成で社会の発

したとしても、それはグローバルビジネスで

展に貢献することを理念に 1949 年に創業さ
れた鬼塚商会を起源とし、現在は世界の 50
以上の国と地域に事業拠点を展開する株式
会社アシックス。近年は「スポーツでつち
かった知的技術により、質の高いライフスタ
イルを創造する」というビジョンのもと、アス
レチックスポーツ事業、スポーツライフスタ
イル事業、健康快適事業といった領域で、
人々の健康で幸せな生活を支援するさまざ
まな製品・サービスを提供しています。
国際的なスポーツイベントを大きなビジネス
機会と捉え、海外の市場開拓に積極的に取

がありますが、たとえマルウェア対策を徹底
求められるセキュリティ対策要件のごく一部
にしかすぎません。企業内運用の不備を脅
威から守るためには、アプリケーションパッ
チの状態など、自組織の情報資産がどう
いった状況にあるのかをリアルタイムで把握
し、常に組織のセキュリティハイジーン（衛
生管理）を維持する必要があります。日常的
に迫る脅威を速やかに検知・予防し、隔離
対処するためには、こうした機能を網羅的
に備えた EDR ソリューションが必須であると
考えました」（谷本氏）

り組んできた同社の売上げは、すでに 75％

社内の情報資産の状況を即座に把握
企業の説明責任の担保にも大きな価値

が海外からの売上げで占められています。

EDR ソリューションの具体的な選定に着手し

こうしたビジネス環境において、同社にとっ
て継続的な経営課題となっていたのが、ビ
ジネスの重要な基盤となる IT のセキュリティ
でした。IT 統括部グローバルセキュリティ
リード セキュリティオフィサーを務める谷本
重和氏は、次のように語ります。
「組織内 CSIRT である『 ASICS-CSIRT 』を当
社において発足させたのが、2016 年 10 月
のことです。エンドポイントに関しては、そ
れまでも市販のウイルスソフトを導入して、
パターンファイルをもとにしたマルウェア対
策などは講じていましたが、いざウイルスに
感染した際の対応プロセスなどは、具体的
には確立されていませんでした」
高度に巧妙化するセキュリティ侵害の脅威
を、すべて水際で防ぐことはもはや不可能
な時代。同社においても、グローバルビジ
ネスの展開を前提とした情報管理やサイ
バーセキュリティ対策の強化は、経営上の
課題として認識されるようになっていまし
た。その結論として着目したのが、EDR ソ
リューションです。

たアシックスが、複数の製品から最終的に
採用したのが Tanium です。選定時の経緯

企業プロフィール
1949 年、鬼塚喜八郎氏が神戸で創業し
た鬼塚商会をルーツとし、1977 年にオニ

ツカ株式会社、株式会社ジィティオ、ジェ
レンク株式会社の 3 社が合併して「株式
会社アシックス」が誕生。以来、世界の
市場でアシックス・ブランドの価値を高め
ながら、近年は「スポーツでつちかった
知的技術により、質の高いライフスタイル
を創造する」のビジョンのもと、「アスレ
チックスポーツ」「スポーツライフスタイ
ル」「健康快適」の 3 つの事業領域でビ
ジネスを展開している。

導入製品
Tanium Threat Response 、Discover 、
Patch、Protect の各モジュール
導入効果

導入効果
グローバルビジネスの成 長を支えるセ
キュリティハイジーンの強 化に向けて、
Tanium のエンドポイントプラットフォームを
導入。情報資産管理のライフサイクル全
般を支援する豊富な機能を活用して、国
内の約 2,500 台の端末の状況をリアルタイ
ムで把握しながら、脅威の迅速な検知と対
処を可能にする新たな基盤を構築した。企
業の社会的責任を担保するアカウンタビリ
ティの基盤としても、Tanium が大きな価値
を発揮している。

について、IT 統括部の村上治氏は次のよう
に話します。
「情報資産管理という観点では、それまで
にも市販の資産管理ツールを使っておりま
したが、こうした製品は通常、過去に蓄積
された情報資産の管理表をもとに現状の
把握を行います。これに対して Tanium の
アーキテクチャでは、オンラインでつながっ
ているすべてのエンドポイントの状況を、リ
アルタイムで可視化することができます。し
かも、スピーディかつ大規模なシステム環

株式会社アシックス
IT 統括部
グローバルセキュリティリード
セキュリティオフィサー

谷本重和 氏

境にも対応可能な、いわゆるセキュリティ
ハイジーンを実現できるソリューションは、

Tanium の他に選択肢はありませんでした」
その後、Tanium Threat Response、Discover、

Patch、Protect の各モジュールを使った PoC
（概念実証）に 2016 年 12 月から着手。ここ
では IT 統括部の約 50 台の端末を対象に、

40 におよぶチェック項目についての製品評
価を行いました。

株式会社アシックス
IT 統括部
グローバル基盤チーム

村上治 氏

「まず PoC で重視したのは、当社のネット

り、かつ実環境ではどうなるかわからないと

ワーク環境につながる情報資産一覧が、人

いう不安も皆無ではありませんでしたが、難

手や手間を介することなく、短時間で把握

なくスムーズに進行しました」（村上氏）

WannaCry への対応においても、TAM

Tanium 導入から2 年近くが経過した現在、

から最新情報を提供してもらうことで、

できること。これは、商用ライセンスの把握
についても同様です。次に脅威への対処と
いう点では、マルウェアに感染した端末を
ハッシュ値を用いて検知できるか、あるいは
感染の疑いがある端末を社内ネットワーク
から分離・隔離できるかといった点を検証・
評価した経緯があります。さらに PoC の期

過去の導入効果実績を語る上で、特に象徴
的な出来事として、谷本氏は 2017 年 5 月に
発生した WannaCry 感染の脅威を挙げます。
「この時期は、ちょうど Tanium 運用を開始
した初期でしたが、米国チームならびに当

間においては、当 社 担 当 TAM（Technical

社担当 TAM から、この脅威に関する最新情

二次感染する危険のある端末を迅速
に把握することができました。これほ
ど迅速なインシデント対応は、Tanium
以外にはできなかったはずです
株式会社アシックス
谷本重和 氏

Account Manager）の 丁 寧 か つ 手 厚 い サ

報を提供してもらい、パッチの更新状況を

ポートもあり、操作や運用で迷うこともなく、

確認することで、二次感染する危険のある

当社の期待通りの評価を得ることができまし

端末を把握することができました。これほど

当社グローバル拠点の IT 責任者とも共有し

た」（村上氏）

迅速なインシデント対応は、当時 Tanium 以

ながら、全社で一貫した EDR プラットフォーム

外にはできなかったはずです」

の構築につなげたいと考えています」

いない端末、いわゆる非管理端末に関する

また、他社のセキュリティツールとの高い連

将 来のあるべき姿を見 据え、同 社のサイ

情報も、1 つのクエスチョンから返してくれ

携 性も Tanium のアドバンテージの 1 つで

バーセキュリティ対策における次のステージ

ます。この実行機能を TAM によるハンズオ

す。同 社においても、Tanium からすべて

においても、確かな手応えを感じている谷本

ンで体感することができたのも、PoC の成

の端末に定期的に投げるクエスチョンの結

氏。同社はこれからもTanium への投資価値

果を、ログやイベント監視ツールとして定評

を高めつつ、スポーツビジネスというビジネ

このほか、Tanium はエージェントが入って

果だったといいます。
「この PoC の結果は、エンドポイント強化と
いう観点を超えて、当社にとって大きな意
義がありました。それはアカウンタビリティ、
つまり『説明責任の担保』です。例えば、あ
るインシデントが発生した場合、私たちには
経営陣、また外部のステークホルダーに対
して、説明責任が生じます。いつ、どのよう

のある SIEM 構築のプラットフォームである

ス領域を通じ、同社を愛してやまない顧客の

Splunk と共有し、ダッシュボードで可視化

「アスレチックスポーツ」「スポーツライフ

しています。情報資産管理表をマニュアル

スタイル」「健康快適」を支える世界ブラン

で手動更新していた以前の管理手法と比べ

ドとして、大きな飛躍を遂げていくはずです。

て、これらツールの相乗効果は、同管理に
おける作業の手間と煩雑さにおいて、劇的
な運用改善につながっています。

適切な対処はできているのか？ 今後、同じ

グルーバルビジネスを加速する
セキュリティハイジーンの新ステージ

にして、そのインシデントは発生したのか？
ことが起こるリスクは回避できるのか？ こう

サイバーセキュリティに関する今後のグロー

したインシデント発生時において、第三者

バル戦略について、谷本氏はアシックスの

への説明責任を果たす上でも、Tanium が

海外事業を踏まえ、さらなる成長を念頭に

有効であることを PoC を通じて証明しまし
た」（谷本氏）

Tanium の TAM のサポートで
WannaCry の脅威にも即座に対応

次のように展望します。
「私たちは Tanium の導入によって、ASICS-

CSIRT の行動や活動を定量化し、かつ KPIと
して正確に把握できるようになりました。例え

約 3 カ月 間 の PoC の 後、Tanium の 正 式な

ば、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が

導 入の決 定したアシックスでは、2017 年

公開する『情報セキュリティ対策ベンチマー

4 月 から 5 月 の 約 1 カ月 間をか け て、第 1

ク』に照らしても、情報資産管理やハイジー

フェーズとして国内拠点の約 1,200 台の端

ンを進めることにより、当社の情報セキュリ

末に Tanium エージェントを配布しました。

ティ成熟度は Tanium 導入前に比べて上昇し

「 最 終 的には 国 内 の 約 2,500 台 の 端 末に

Tanium をインストールしましたが、導入自
体にシステム部門からの抵抗はありません
でした。その一方、人的リソースに限りがあ

ています。このことは、Tanium が場当たり的
かつサイバーセキュリティ製品のトレンドのみ
を重視しない、包括的な製品であることを証
明していると思います。私はこの導入実績を
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