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ホワイト ペーパー 

小売業界におけるセキュリティ：時間やコストの
節約と顧客データ保護を両立 
概要 
小売業界の IT 環境は、かつてないような変化に直面しています。店舗への要件は厳しくなり、顧客は店舗内の

サービスを使用する際に高いパフォーマンスとセキュリティの両方を求めるようになっています。また、組織化

され潤沢な資金を持つハッカーが、ネットワークや販売時点管理（POS）システムの脆弱性を突こうと狙ってい

ます。ハッカーによる攻撃の結果として、クレジット カードなどの顧客データが盗まれる事件も起きています。 

このホワイト ペーパーでは、小売業界のネットワークが直面している課題についてまとめ、効果的で信頼性があ

る最新のセキュリティ保護ソリューション Cisco® Cloud Web Security（CWS）について説明します。 

小売業界の IT 環境に対する脅威の増加 
店舗内ネットワークに必要なパフォーマンスとセキュリティの両方を実現するのは、簡単なことではありません。

店舗内でのインターネット アクセスを制御するという簡単なものから、PCI DSS（クレジットカード データ保護

基準）の複雑なコンプライアンス要件にいたるまで、小売企業はネットワーク トラフィックの制御方法について

積極的な対策を講じる必要があります。小売業界のセキュリティ ソリューションには、ネットワークを適切に制

御しつつ、店舗内ネットワークの急速な変化にも対応できることが求められます。最も重要なのは、ますます複

雑になる脅威への対応です。 

小売業界の IT 環境では、業界やセキュリティの専門家の努力にもかかわらず、大きな話題になるような攻撃やセ

キュリティ侵害が増え続けています。Fortune 10 に名を連ねる小売業者や、フランチャイズを世界展開するレス

トランなど、幅広い企業が攻撃の対象となっています（図 1）。これらの攻撃における対象は、一貫して支払いシ

ステムです。このようなセキュリティ侵害は企業ブランドの毀損や顧客信頼度の低下につながり、事態の沈静化

や損害賠償などにかかる費用は合計で数億ドルに及ぶこともあります。 

図 1.   過去に米国で発生した最大のデータ侵害（攻撃による損害額） 

 

出典：Bloomberg, Privacy Rights Clearinghouse, Breach Level Index 
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店舗内のゲスト Wi-Fi やインタラクティブなモバイル ショッピング エクスペリエンスにより、ショッピング アプ

リや店舗内でのネットワーク アクセスなどの新たなサービスが増加しました。このようなサービスは顧客にわか

りやすい価値を提供しますが、その一方で、店舗ネットワークが複雑化し、既存の IT リソースに負荷がかかる結

果となっています。オンライン サービスの導入が進むと攻撃対象範囲（Attack Surface）が広がり、ネットワーク

の脆弱性を悪用しようと考えているハッカーの攻撃を受けやすくなります。したがって、小売業界では、各店舗

と本社の両方で顧客データを保護するための投資を行うことが重要になります。 

小売業界でもう 1 つ大きな課題になっているのが、「Internet of Things（IoT; モノのインターネット）」というト

レンドへの対応です。IoT とは、物理的なモノのネットワークを指します。さまざまなモノを組み込みテクノロ

ジーでインターネットに接続し、内部ネットワークと外部環境の両方とやり取りを行えるようにしよう、という

考え方です。小売業者の例で言えば、状況に即した顧客情報に基づき、ある商品に興味を持っている消費者のモ

バイル デバイスに、その商品に関連するリアルタイムの情報を店舗内の商品から収集してプッシュすることがで

きます。 

その他にも、RF タグを使用してリアルタイムで入庫追跡を行ったり、処理の迅速化のためにサプライ チェー

ン ベンダーに内部のシステムやデータへのアクセスを許可するなどの利用法が考えられます。IoT に多様なデ

バイスを接続すると、各店舗内で取り扱うクリティカルなテクノロジーの数も増えることになります。多くの

場合、このようなデバイスにはセキュリティ対策があらかじめ組み込まれていないので、購入後に追加する必

要があります。 

小売業界全体が低い利益率に苦しんでいるなかで、各小売業者は、進化し続ける多様な脅威に対応しつつ、革新

的でパーソナライズされたショッピング エクスペリエンスを顧客に提供することを迫られています。データ損失

のリスク管理対策として、POS システムのアップグレードや、セキュリティ テクノロジーへの投資の重要性が高

まっています。このような脅威の高まりに業界として対策を講じようとする動きも出てきており、数年前に有志

の小売企業から成る Retail Cyber Intelligence Sharing Center（R-CISC）という組織が設立されています。 

小売業界の弱点 
Verizon の 2013 年度データ漏洩/侵害調査報告書によると、小売およびレストラン業界は、2013 年に 2 番目に多

く攻撃を受けた業界でした。2014 年の Retail News Insider のレポートでは、顧客は過去にセキュリティ侵害を受

けた小売業者を引き続き利用することもあるが、その際はクレジット カードではなく現金での支払いを選ぶ可能

性があり、結果として消費額は減るだろうと報告されています。 

Interactions Consumer Experience Marketing が発表した 2014 年のレポートでは、小売企業をターゲットにした

攻撃の手口はそれほど独創的なものではないことが明らかにされています。このレポートによると、攻撃者が

データの盗難を目的として小売企業を攻撃する際に用いる手法のバリエーションは、他の業界に比べて少ないと

されています。小売企業への攻撃の 97 % は、支払いシステムの改ざんに関係しています。 

小売業界の企業は、セキュリティ侵害の検出に関して大きな課題を抱えています。通常、小売業者の IT 環境に入

り込んだ悪意のあるマルウェアは、第三者（一般的には法的機関や不正検知システム）が異常な活動の徴候を見

つけるまで、その場にとどまり続けます。2014 年の Bloomberg Businessweek の記事に引用された Verizon 
Enterprise Solutions の 3 年間にわたる調査によると、企業が自らの監視体制によってセキュリティ侵害を発見し

た割合は、平均で 31 % にすぎませんでした。小売業界に限ると、この割合は 5 % まで低下します。 

表 1 に、2014 年に報告された 4 件の大規模なセキュリティ侵害の事例と、各事例でのマルウェアの潜伏期間を示

します。 
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表 1.   2014 年に報告された大規模なネットワーク侵害の特徴 

攻撃 期間 攻撃方法 障害ポイント 

米国の酒店 17 ヵ月 少しずつ時間をかけて攻撃する
（Low-and-slow）マルウェア 

テクノロジー 

米国およびカナダの手芸用
品店チェーン 

8 ～ 9 ヵ月 POS システムの改ざん プロセス 

米国およびカナダの日用品
店チェーン 

6 ヵ月 検出を回避し、レジを攻撃する機
能を持ったカスタムのマルウェア 

優先度の低いセキュリティ、使われていな
い製品機能 

オンラインの小売取引所 3 ヵ月 データベースのハッキング 人とテクノロジー 

出典：Sophos、Bank Information Security、Krebs on Security、Bloomberg News、Private WiFi.com、および The Huffington 
Post 

IT 環境の機能要件の増加 
小売業界の IT ネットワーク環境は、ますます複雑化しています。それに伴い、管理も複雑になってきています。

IT 業界ではスキル不足が深刻化しており、このような店舗内のインターネット接続環境への対応が難しくなって

います。特にサイバーセキュリティ領域のスキル不足を補うために、各小売企業の IT 部門は IT 環境の管理と運用

の一元化を進めています。 

複雑さを解消するうえで最も大きな課題の 1 つになっているのが、もともと販売時点管理（POS）端末をバック

エンド サーバと企業 WAN に接続するために使用されていた店舗内ネットワークです。このような店舗内ネット

ワークは、当初は少量のトラフィックのみを想定して設計されていましたが、今ではマーケティング、従業員の

イントラネット/インターネット アクセス、IoT での活用、警報/ビデオ監視システム、ゲスト Wi-Fi など、数多く

の用途に使用されるようになっています。 

今後も、顧客に大きな価値を提供する小売業向けテクノロジーが次々と登場し、小売店舗に欠かせないサービス

として導入されることになると予測されます。しかし、このようなソリューションはより多くの帯域幅を消費し、

より強力なデータ処理能力を必要とします。さらに事態を複雑にしているのは、帯域幅の要件が店舗ごとに異な

るため、要件の予測が難しいという点です。帯域幅の要件は、店舗の規模だけでなく、使用しているテクノロ

ジーによっても変わってきます。 

ほとんどの店舗内ネットワークのセキュリティ モデルは、当初は内部ネットワークのトラフィックを保護するた

めのものでした。しかし、今日の店舗内ネットワークは、ホーム ネットワークの外部に向けた、ビジネス パート

ナー、ベンダー、インターネットとのやり取りなどもサポートしています。 

十分なセキュリティを提供するには、ネットワークレベルでの緻密なデバイス/ユーザ隔離や、高度なネットワー

ク利用制限、利用ポリシーの適用といった機能を持つ新しい予防検知システムを店舗内ネットワークに導入する

必要があります。小売業界を狙うマルウェアや攻撃の性質を考えると、小売業界のネットワークに接続するデバ

イスはどれも例外なく攻撃の対象になると思われます。 

では、小売業界を狙う脅威の状況について詳しく見てみましょう。多くの場合、攻撃者は最もセキュリティの弱

い経路を狙い、ネットワーク環境への侵入の足掛かりとします。一般的には、POS 端末などが集中して狙われま

す。残念ながら、主要な POS システムの多くは市販のハードウェアと OS とソフトウェアで構築されており、こ

れらは単純な攻撃で容易にセキュリティ侵害を受けます。POS ベンダーがシステムにパッチを適切に適用すると

しても、通常、パッチを適用するには手作業での更新が必要になり、数十万台ものデバイスにパッチを適用する

運用コストは馬鹿になりません。 
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従来のように POS システムをパブリック インターネットに接続する方式では、セキュリティ上のリスクが生じま

す。POS のバックエンド システムを別の施設に置き、リモート サポートを行うようにすれば、遠隔操作が可能に

なります。しかし、運用グループには、デバイス管理の合理化をとるか、ネットワーク経由の攻撃リスクの軽減

をとるかのトレードオフが迫られます。これは合理的なトレードオフとは言えません。 

従来の Web セキュリティ ゲートウェイでは、本社に集中型ゲートウェイを設置する必要があります。すべてのト

ラフィックは、各店舗または支店から中央の集約ポイントに転送され、検査を受けたうえで、インターネットへ

と転送されます。店舗での（受信と発信の両方の）トラフィックが増えている現状では、このアプローチでは限

定された帯域幅に大量のトラフィックが流れることになります。小売業界の IT 環境は PCI DSS の適用範囲に含

まれるため、コンプライアンスも考慮する必要があります。規制に準拠し、年次評価をパスするためには、接続

を保護し、カード所有者データを処理するシステムのセキュリティを継続的に確保できる、積極的なネットワー

ク制御を導入する必要があります。 

まとめると、店舗内ネットワークの多くは、もともとは POS システムを企業 WAN に接続するという目的のため

だけに構築されたものです。これらのソリューションは、一般的に、企業のセキュリティ境界内部に導入されて

いました。小売企業の POS システムを狙った最近のセキュリティ侵害を考慮すると、このネットワーク アーキテ

クチャは、店舗内ネットワークの構築や運用には適さなくなっていると言えます。 

IT 環境の共通のギャップ 
セキュリティの問題への迅速な対応を求められている小売企業は、単一の問題の解決に特化したポイント ソ
リューションによって重要な資産を守ろうとする傾向にあります。しかし、包括的なセキュリティ モデルを導入

すれば、ポイント ソリューションでは実現できない、今日の問題と将来的な要件の両方に対応可能なネットワー

ク セキュリティ制御を行うことができます。 

ポイント ソリューションと包括的なセキュリティ ソリューションの違いの例として、店舗からインターネットに

直接接続する場合を考えてみましょう。店舗からインターネットに直接接続する場合は、店舗ネットワークを保

護するために新しいファイアウォールを追加します。このファイアウォールは、次の 2 つのモデルのいずれかで

導入されます。 

1. WAN ルータにルールを設定して、インターネットへのトラフィックを新しいファイアウォールに転送する。 

2. 店舗内のネットワーク接続デバイスが新しいファイアウォールをデフォルト ゲートウェイとして使用する。

この場合は、ネットワークの制御や監視は必要ありません。店舗内に Wi-Fi 接続を導入する場合は、トラ

フィックがインスペクション ポイントに正しくルーティングされないと、企業データがインターネットに漏

洩する危険性を排除できません。また、利用ポリシーが継続的に守られていることを保証することもできま

せん。 

つまり、ポイント ソリューション製品を組み合わせただけでは、真のリスクを容易に制御、検知、管理すること

ができません。 

小売業者を狙った脅威はここ数年大きなニュースになっています。2006 年には、小売業者が保有する 100 万人に

およぶクレジット カードのデータが漏洩した大規模なセキュリティ侵害事件が大きく報道されました。攻撃者は、

店舗内の制御が甘い部分を利用して、クレジット カードやその他の顧客情報へのアクセスを試みます。脆弱な箇

所が見つかれば、企業ネットワークに入り込んであちこちにアクセスし、さらに機密データを侵害します。 

攻撃者は攻撃の手口を共有し、自動化することで、ネットワーク上のセキュリティが最も甘い部分（多くの場合

は小売店舗）を利用して大企業への攻撃を行っています。 
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図 2.   Cisco Cloud Web Security の仕組み 

 

柔軟な保護と制御 
シスコは、小売業界の IT 環境におけるセキュリティとネットワーキングのニーズに対応した、一連の製品および

機能を開発しています。これらのソリューションは、ワイヤレス アクセス ポイント、ルーティング、スイッチン

グ、クラウドベースの高度なセキュリティ サービスなどで構成されています。 

図 3 に、Cisco CWS の購入オプションの概要を示します。 

図 3.   Cisco CWS の購入オプション 

 

市場をリードする Cisco Web Security Appliance（WSA）および Cisco Cloud Web Security（CWS）の各製品で

は、オンプレミスとクラウドの両方のコンテンツのセキュリティを保護する柔軟な導入モデルをご用意していま

す。本社のネットワークレベルの保護に Cisco WSA を採用し、各支店に Cisco CWS を採用すれば、すべての支

店に新たなハードウェアを導入することなく、IT セキュリティの要件を満たすことができます。Cisco 適応型セ

キュリティ  アプライアンス（ASA）ファイアウォール、Cisco Integrated Services Router（ ISR）、Cisco 
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AnyConnect® クライアントと直接統合できる Cisco CWS を利用することで、既存の資産や運用サポート プロセ

スを活用しながら、セキュリティの保護を強化し、さらに効率的な運用サポートを実現できます。 

シスコのソリューションを利用すれば、追加のハードウェアを導入したり、ポリシーで指示されたトラフィック

のみをバックホールするという方法をとらなくても、店舗レベルでのインターネット接続を保護できます。リス

クの低いトラフィックは直接インターネットに伝送され、それ以外のトラフィックは中央に送信されて、検査が

実施されます。 

Cisco CWS では、既知の脅威と新たな脅威の両方に対する保護を実現するために、従来のマルウェア シグネチャ

や、ファイルやサイトのレピュテーション フィルタおよびアウトブレイク フィルタなど、さまざまな手法を使用

して攻撃を検知します。また、Cisco CWS は、Talos セキュリティ インテリジェンスおよびリサーチ グループを

含む、シスコの業界をリードする脅威インテリジェンス機能である Cisco 集合型セキュリティ インテリジェンス

（CSI）とも連携しています。Cisco CSI および Talos は、シスコのテクノロジーを使用している数万もの顧客から

集められた知見をお客様に活用していただくことを目的としています。 

Cisco CWS は、従来の情報セキュリティ データや、帯域幅の消費および使用状況の詳細な分析を含む、詳細なレ

ポートを提供します。帯域幅に制約のある環境では、このような可視性が効率性の実現にとって重要なツールと

なります。また、ゲスト Wi-Fi でのブラウジング傾向についての詳細なレポート機能も提供されます。これにより、

競合他社と比較した買い物や、オンライン小売業者での価格のチェック、不適切なコンテンツの閲覧の把握や防

止が可能です。Cisco CWS のレポート機能は、このように、IT セキュリティ チームにとってのみならず、小売企

業全体にとって有益な情報を提供します。 

そして最も重要なのは、Cisco CWS（図 2）はクラウド ソリューションであるため、どのような企業でも簡単に

帯域幅の拡張や最適化ができるという点です。つまり、直接的に数値化できる形でのコスト削減と、企業の店舗

内における脅威の管理機能の有効性の大幅な向上を実現できます。このコスト削減は、トラフィックの管理と制

御をすべてローカルのハードウェアからクラウドベースのシステムにオフロードすることによって達成されます。

さらに、Cisco CWS では、Software as a Service（SaaS）モデルを使用してトラフィックに対してポリシーベー

スの決定を行うことで、店舗内ネットワーク ハードウェアへの負荷を大幅に低減しています。 

Cisco CWS が小売企業にもたらすメリット 
ここで、Cisco CWS が小売企業の脅威対策にどのように役立つかを具体的な例で説明したいと思います。ある IT 
セキュリティ マネージャが、1,500 店からなる小売店チェーンのセキュリティ保護を任されました。この小売店

チェーンでは、店舗内テクノロジーを通じて顧客にインターネット アクセスやその他のさまざまなサービスを提

供しています。このセキュリティ マネージャは、このところ店舗内の POS デバイスなどのシステムに高度なマル

ウェア攻撃が何度も仕掛けられていることに気付いており、このような攻撃を迅速に検知して効果的に修復した

いと考えています。この課題を解決するうえで問題になるのは、多くの店舗では利用可能な帯域幅が限られてい

るという点です。そのため、導入するソリューションには、各店舗へのネットワーク接続を最適化する機能が求

められます。 

そこでこのセキュリティ マネージャは、各店舗に Cisco ISR エッジ ルータを導入しました。これらのデバイスは、

各店舗での帯域幅を保護および最適化できるシスコ インテリジェント WAN（IWAN）機能をサポートしています。

IWAN は、高価なプライベート ネットワーク リンクではなく、低コストなインターネット接続を使用して帯域幅

を管理することができます。また、この製品は、プライベート ネットワーク リンクから徐々に移行できるように、

段階的な移行パスを提供しています。Cisco Identity Services Engine（ISE）は、モバイル デバイスが各店舗の適

切なネットワークに接続できるように、どのユーザやデバイスが店舗ネットワークのどの部分にアクセスできる

かを決定することで、店舗内システムを保護します。 
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また、Web トラフィックの保護のために、直接のインターネット アクセスに Cisco CWS Premium を使用します。

Cisco CWS Premium は、Cisco ISR エッジ ルータを通して導入できるため、追加のハードウェアは必要ありませ

ん。Cisco CWS Premium には、高度な脅威対策機能によってすべてのユーザを保護する  Cisco Advanced 
Malware Protection（AMP）と Cognitive Threat Analytics（CTA）が含まれています。CTA は、リアルタイムに近

いネットワーク行動解析システムです。機械学習と高度な統計処理により、ネットワーク上での異常な活動を特

定し、攻撃を検知します。AMP は、ファイル レピュテーション、ファイル サンドボックス、レトロスペクティ

ブ ファイル分析を組み合わせて使用し、ネットワーク上にすでに存在する脅威を特定し、阻止します。 

これらのシスコのセキュリティ製品を使用することで、この 1,500 店からなる小売店チェーンは、帯域幅の使用、

ユーザのアクセス レベル、脅威に対する防御、およびコンテンツのセキュリティを管理できるようになりました。

これは、シスコのセキュリティ製品の組み合わせの一例にすぎません。この事例では、IT セキュリティ マネー

ジャは小売業の分散ネットワークにおいて、ネットワークとセキュリティに関するビジネス目標を満足させるこ

とができました。 

Cisco CWS の利点 
企業はこの統合ソリューションをネットワーク保護対策に利用することで、共通のポリシーを適用し、高度な攻

撃を検知し、WAN の帯域幅の使用を最適化することができます。Cisco ISR エッジ ルータに統合された Cisco 
CWS Premium では、ボットネットの追跡も可能です。これにより、POS デバイスが侵害されることがなくなり、

本社に安全にデータを転送できるようになります。また、ソリューションが統合されているため、さらなるコス

ト削減を実現できます。 

すべての機能はもともと連携するように設計されているので、個別の要素を統合する手間がかかりません。その

結果、IT スタッフのコストを削減できます。シスコの推計では、設定や導入のサポートにかかる時間を最大 40 % 
削減できます。さらに、グローバルに展開されたネットワークのセキュリティが高いレベルで一貫して確保され

るため、店舗内ネットワークへの侵入を心配することなく本来の事業に集中でき、ビジネスの成長につなげるこ

とができます。 

まとめ 
小売業者は、Cisco CWS のようなクラウド対応のツールを使用することで、ネットワークの監視、管理、維持に

かかる運用の負荷を大幅に削減できます。CWS は、Cisco ASA や Cisco ISR などの製品と簡単に連携できます。

また、インテリジェントなポリシー機能があるため、セキュリティ ポリシーをローカルで適用する必要がなくな

り、各店舗の帯域幅要件が緩和されます。Gartner が市場のリーダーと認めた Cisco CWS を利用することで、シ

ンプルな運用を維持したまま、店舗内ネットワークに効果的なセキュリティ機能をスマートに追加できます。 

詳細情報 
詳細については、http://cisco.com/go/cws [英語] を参照してください。 
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