customer story

高速なSSL 復号化処理で
ネットワーク性能を落とさず脅威をブロック
～ SSL復号化機能を備えたFireEyeネットワーク・セキュリティ ～

概要

業界

・ 石油化学事業

・ クロル・アルカリ事業
・ 機能商品事業

ソリューション

・FireEye ネットワーク・セキュリティ

利点

・ SSL暗号化通信を利用した

サイバー攻撃を検知・ブロック

・ インライン構成でもネットワーク性能に
与える影響を極小化

・コストを抑えつつ最高レベルの
セキュリティ対策を導入

www.tosoh.co.jp/

企業紹介

日本を代表する総合化学メーカーとして「石

油化学事業」
「クロル・アルカリ事業」
「機能商

品事業」の3つの主要事業分野を中心にさま

ざまな研究開発や、製品の開発・販売を行っ

ている。近年では「ライフサイエンス分野」
「電
子材料分野」
「環境・エネルギー分野」の研究

開発に特に力を入れており、国内はもとより

大手総合化学メーカーの東ソーでは、インターネットにおける常時 SSL 化のトレンドに対応し、

SSLトラフィックのセキュリティチェックを強化するために、新たにSSL 復号化機能を実装した

「 FireEye ネットワーク・セキュリティ ソリューション」を導入。インライン構成においても十分

な性能を発揮しつつ、未知の脅威を確実にブロックできる高度なセキュリティのネットワーク

を実現した。

「常時 SSL 化」
により新たなセキュリティ
対策の必要性に迫られる
大 手 総 合 化 学メー カー の 東ソー 株 式 会 社

（以下、東ソー）。
『 化学の革新を通して、幸せを
実現し、社会に貢献する』という企業理念の実

現に向 け邁 進する同 社 は 、
「石 油 化 学 事 業」、

「クロル・アルカリ事業」、
「機能商品事業」の 3
つの事業分野を中心に、多種多様な商品の研

オリンピック・パラリンピックに向けて、日本企

業を狙ったサイバー攻撃の増加が予想されて

います。弊社も、そうした事態に備えてセキュリ

ティ対策の強化に取り組んできました」と説明

する。

次 世 代ファイアウォールやメール セキュリ

ティなど、種々のセキュリティ製品を導入し、近
年の高度かつ巧妙なサイバー攻撃の手口に対

応できるよう、強固な多層防御構成を築き上げ

究開発・製造・販売を手掛けている。日本国内

てきた同社 。その甲斐もあり、これまで標的型

いても年々存在感を増しており、グローバル企

ら、事故を防いできた。

はもとより、米国・欧州・アジアの海外市場にお
業としても目覚ましい成長を遂げている。

化学業界は、国の「重要インフラ分野」の一つ

攻撃をはじめとするさまざまなサイバー攻撃か
しかし、
これまで築き上げてきたセキュリティ

対策だけでは対処できない状況が生まれてき

海外の研究機関との連携や、M&Aを推進す

として特定されている。東ソー IT 戦略室 室長

た。それは、インターネットの世界における「常

域の拡大と技術獲得を目指している。

グビーワールドカップ、そして 2020 年の東京

「弊社では高機能な次世代ファイアウォール

るなど、グローバルレベルでさらなる事業領

岩本省二氏は、
「 2019 年 9 月から開催されるラ

時 SSL 化」のトレンドだ。

製品を導入していますが、導入当初はインター

そんな折に耳にしたのが、ファイア・アイの

ても、ネットワークに遅延を発生させることなく

ネットのトラフィック全体の内、SSL 暗号化が施

ネットワークセキュリティ製品に SSL 復号化機

フィックの中身をチェックするには、暗号化され

では以前より、FireEye ネットワーク・セキュリ

を確認したうえで、求めていた SSL 復号化機能

には高い関心を寄せていた。そんな製品がSSL

ア・アイ製品の世界最高峰レベルの脅威防御機

されたものは 1 割もありませんでした。SSLトラ
た通信を復号化する必要があるのですが、当時

ティソリューションの実績豊富な脅威防御性能

とも大きな問題はありませんでした」と、東ソー

復号化機能を新たに実装したとの話を聞き、
「こ

は、割合が小さかったため、チェックを行わなく
「しかしそ
IT 戦略室 副参事 木村修明氏と話す。

の後、インターネットサイトの常時 SSL 化が急
速に進み、現在では約 8 割のトラフィックがSSL

十分な性能を発揮できることが確認できた。

能が新たに追加されるという情報だった。同社

こうして同社は、検証の結果も申し分ないこと

を、既に世界中で高い実績を上げているファイ
能と合わせて導入できる点を評価し、導入を正

れは絶好のタイミングだ」と考えたという。早速

式に決定した。SSL 復号化専用装置を導入する

ファイア・アイより検証機の貸与を受け、本番環

場合と比べても、十分に優れた投資対効果が得

境でその機能と性能の検証を開始した。

られた点も、最終的な判断をする上での重要な

ていました。
そのため、対策を講じる必要性が出

た機器に高い処理負荷を掛けるため、果たして

境で入念に検証作業を行っていたこともあり、

件も変わってきたことを指摘する。

重に評価する必要があると考えました。本当に

化され、既設の仕組みではチェックできなくなっ

てきました」と、木村氏は環境の変化とともに要

「FireEye ネットワーク・セキュリティ」
が
SSL復号化機能を搭載
当初は、SSL 復号化処理のための専用機器

の導入を検討していた同社だが、想定していた

「 SSL 復号化はまったくの新機能であり、ま

ポイントとなった。導入作業自体は、既に本番環

弊社が求めるレベルの性能が達成できるか慎

極めてスムーズに短期間の内に完了。また運用

開始後もトラブルはまったくなく、極めて安定し

実用レベルの性能が出るかどうかは、本番環境

て稼働している。

ワークに FireEye ネットワーク・セキュリティ

ネットワーク・セキュリティからの通知を受け取

で試してみないと分からないため、本番ネット

現在では、東ソー情報システムが直接FireEye

の実機をインライン構成で導入し、2 カ月間か

り、その内容に応じて対応を行う運用体制を敷

けて検証作業を行いました」
（内田氏）

いているが、2 日に 1 回ほどの頻度で「脅威をブ
ロックしました」との通知が来るぐらいで、ほぼ

本番ネットワーク上のインライン構成で
十分なパフォーマンスを発揮

キュリティ対策を実現できている。今後は、さら

検証開始当初は、なかなか思うような性能が

るようにさらに対策を強化していく方針で、運用

検討していました。
しかし、カタログスペックを

ニアによるチューニングなどの手厚い技術支援

力の整備などに向けて、
ファイア・アイの SIEM

て検証したところ、復号処理の能力が足りず、

ことが確認できた。

た。更に、復号化されたトラフィックをチェック

ファイア・アイ日本法人のエンジニアが迅速に

能力が上限に達しサイズアップが必要であるこ

とビデオ会議で直接やりとりする機会なども柔

予 算を大 幅 にオーバーしてしまうことが判 明

し、改めて検討し直す必要に迫られてしまう。

「当初は SSL 復号化装置でSSLトラフィック

を復号化し、それを次世代ファイアウォール製

品に渡してセキュリティチェックを行う方式を
基に選定した製品を実際に本番環境に導入し

より上 位 機 種 が必 要であることが分かりまし

手 間 を掛 けることなく高 度 なネットワークセ

に巧妙化する攻撃に柔軟かつ迅速に対応でき

出せなかったものの、
ファイア・アイ社のエンジ

の簡素化や、迅速なインシデント・レスポンス能

も得て、ほどなくして十分な性能を確保できる

であるＨｅｌｉｘを活 用した SOC サービスの利
用も決定しているという。

「検証実施に際しては、何か問題があれ ば、

「今回 FireEye ネットワーク・セキュリティを

導入することで、インターネットの出入り口にお

対応してくれましたし、米国本社のエンジニア

けるネットワークセキュリティ対策を大幅に強

軟に調整いただきました。おかげで、弊社の環

ループ全体のセキュリティ対策を強化する上で

ステム子 会 社：東ソー 情 報 システム株 式 会 社

チューニングを施すことができました」と内田

スマートファクトリーなどの取り組みも強化し

事 業 部の内 田 和 或グループリーダーは、当 時

ク環境にインラインで FireEye ネットワーク・

ア・アイのセキュリティ技術には今後も大いに

する既設の次世代ファイアウォール製品も処理

とも判明し、大幅な予算オーバーが見込まれま

した」と、東ソーのシステム運用を一手に担うシ
（以下、東ソー情報システム）システムサービス
を振り返る。

化できたことは、弊社 1 社だけでなく、東ソーグ

境で最 大 のパフォーマンスを発 揮できるよう

も極めて有用でした。弊社ではこれから、IoTや

氏が話す通り、約 2 カ月後には、本番ネットワー

セキュリティを設置し、SSL 復号化処理を行っ

従来
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（右より3番目）東ソー情報システム株式会社

システムサービス事業部 事業部長 郷田佳史 氏

（最左側）東ソー情報システム株式会社

システムサービス事業部 石川賢太朗 氏
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（最右側）東ソー情報システム株式会社
システムサービス事業部 佐藤崇 氏

期待しています」
（岩本氏）
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ていきたいと考えており、そのためにもファイ
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