
導入ソリューション

Cisco IronPort WSA
Web セキュリティ アプライアンス

導入前の課題、検討事案

 ・ UNIX サーバで構築していた Squid
がベースの Web セキュリティ システ
ムについて、安定性や運用管理の面で
課題があった

 ・ 従業員数の増加に伴い、セキュリティ
運用の効率化を進める必要があった

導入効果

 ・ 1 台のアプライアンスに企業のセキュ
アな Web アクセスに必要な機能が
集約され、システム構築、運用管理の
負担が削減された

 ・ Web レピュテーションによって危険
性のある Web サイトへのアクセスが
自動的にブロックされ、セキュリティ
強度が向上した

 ・ UNIX の専門家以外でも理解できる 
GUI により管理、運用性が向上した

スカイマークは、これまで UNIX サーバで運用していた Web セキュリティのシ
ステムを刷新し、安定性とセキュリティ強度の向上、運用管理にかかる負担削減
を両立させて企業規模の拡大に対応できる高水準のセキュリティ環境の構築を
実現した。そこで採用されたのが、コスト パフォーマンスや扱いやすさにも優れ
たシスコの Web セキュリティ アプライアンス Cisco IronPort WSA である。

導入のきっかけ―従業員数が増え、Web セキュリティの運用性、安定性の改善が必要に
スカイマークでは、UNIX サーバ（Squid）で行ってきた Web セキュリティ対策の安定性
が十分ではなく、従業員数が増加し、企業規模が拡大していく中で、改善が必要と考えてい
た。UNIX がわかる担当者でなければ対応できないといった運用管理面の課題もあり、これら
を解決するために扱いやすいアプライアンスへの刷新を決断。機能、価格を踏まえて検討し、

Cisco IronPort WSA を採用した。同時に、構築ベンダーの監視サービスも導入している。

シスコを選んだ理由―必要な機能を 1台に集約し、コストパフォーマンスが高いと評価
今回、シスコを選んだ理由としては、

 ・ Web セキュリティに求めていた機能を 1 台のアプライアンスで実現でき、コスト パフォーマンスが高いこと

 ・ Web レピュテーション機能により、これまでできなかったポリシー運用が実現できること

 ・ グラフィカルな管理画面（GUI）で、運用管理性を高められること
が挙げられる。

導入プロセス―セキュリティ ポリシーの移行、システムの切り替えとも非常にスムーズ
それまで運用していたセキュリティ ポリシーは問題なく移行でき、作業もごく短時間で終えら
れた。ユーザにシステムの刷新を意識させることなく、スムーズな移行を実現した。

導入効果―安定性、運用管理性、そしてセキュリティ強度が確実に向上
 ・ 移行してからサービス停止はまったく起こらず、パフォーマンスも良好で、非常に安定したセキュリ
ティを提供できている

 ・ Web レピュテーションによって、それまでできなかった危険度の高い Web サイトへのアクセス
を自動的に遮断できるようになり、セキュリティ強度が大きく高まった

 ・ 管理画面がわかりやすくなり、特定のスタッフに負担が集中せず、細かな対応もしやすくなった

今後の展開―アプライアンスの機能をより活用すると共に、効果的な取り組みを継続
 ・ 未使用の機能もあり、アプライアンスの実力をさらに発揮させていきたい

 ・ 複雑化するネットワーク上の脅威に対応するために、シスコの他のセキュリティ製品との連携も検討

シスコ Web セキュリティ アプライアンス導入事例

スカイマーク株式会社
企業規模の拡大を受けて Web セキュリティのシステムを刷新
安定性とセキュリティ強度の向上、運用負荷の削減を両立
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従業員数の増加に伴う Web セキュリティの運用管理性向上、
安定性の改善などを図るためにシステムの刷新を決断

多数の国内航空路線を運航しているスカイマークでは、従業員のネットワーク
利用におけるセキュリティ対策の一環として、役職や業務の内容に応じて複数のセキュリティ 

ポリシーを設定し、社外の Web サイトへのアクセスを制御している。従来はポリシー適用の
ために専用のサーバを構築していたが、従業員数の増加に伴って運用管理の負荷削減と安定性
の向上を図る必要が生じ、Web セキュリティに関するシステムの刷新を検討することとなった。
機能や価格など競合製品との比較を経て、同社はシスコのセキュリティ アプライアンスである 

Cisco IronPort WSA を採用。2011 年にリプレースを実施し、構築ベンダーが提供している
監視サービスと合わせて運用を行っている。
今回の導入の経緯を、販売本部 情報システム課の増原貞之氏は次のように話す。
「以前は UNIX サーバ上で Squid を使って複数のポリシーを適用していたのですが、安定性が
いまひとつで、年に 数回ほどサービスが停止してしまうことがありました。また、UNIX サー
バでの運用ということで専門スキルも求められるため、対応できるスタッフが限られてしまう
のも懸案でした。従業員が増え、会社としても規模が大きくなってきたので、セキュリティの
運用でも効率性や安定性を高めることがいっそう重要になり、刷新を決断したのです。弊社の
ネットワーク構築をお任せしているベンダーに相談したところ、求めている要件を満たす良い
製品があるとアドバイスをいただきまして、それが Cisco IronPort WSA でした。検討時には
シスコのセミナーにも参加して実機や管理画面などを見せてもらい、使いやすさなどを確かめ
た上で採用を決めました。」
販売本部 情報システム課の丸山哲典氏は、シスコを選択した理由を次のように話す。
「最初はシスコからこのような製品が出ていることを知らなくて、競合製品の導入も検討してい
ました。ただ、弊社が必要としていた Web フィルタ（プロキシサーバ）のほか、ウイルス対
策やセキュリティ制御などの機能が別個のアプライアンスとして用意されていたため、全部組
み合わせるとコストがかかってしまうことが難点だったのです。Cisco IronPort WSA は 1 台
のアプライアンスに必要な機能が統合され、しかも十分なパフォーマンスを発揮できる点が魅
力でした。コスト面でも納得できるものでしたので、すんなり決まったのを覚えています。」

アプライアンスとして容易なリプレースを実現
セキュリティ ポリシーの移行もトラブルなくスムーズ

Cisco IronPort WSA はアプライアンスのため、導入は問題なく進んだとのこ
と。Squid で定義していたセキュリティ ポリシーをうまく引き継げるかどうかが懸念だったが、
予想以上にスムーズで、トラブルもまったく起こらなかったと丸山氏は話す。
「適用していたポリシーの数が多くなかったこともあると思いますが、移行作業は本当に楽でし
た。一瞬で終わってしまったという感じで、我々の負担はほとんどなかったですね。これを機
にポリシー自体の見直しもある程度行いましたが、大きな問題はありませんでした。従業員も、

Web セキュリティのシステムが新しいものに切り替わったことを意識しておらず、まったく気
付いていないというくらい、スムーズに移行できました。」

システムの安定性、セキュリティ強度が向上
運用管理の負担削減でも大きな効果を実感

Cisco IronPort WSA へ移行して、課題の 1 つだった安定性は格段に向上した。
運用を始めてから 1 年以上が経過しているが、サービスの停止は一度も起こっていないとのこ
と。2012 年 2 月の時点でおよそ 1,000 ユーザが利用しているが、Web アクセスのパフォー
マンスも十分保たれており、従業員から特に不満は出ていない。
以前のシステムでは利用できなかった Web レピュテーションによるアクセス制御が行えるよ

導入の経緯

導入効果

導入プロセス



うになったことで、セキュリティ強度が高まったと増原氏は話す。
「アクセス先の Web サイトが不正なものだったり、疑わしいものだったりしたときに、自動的
にアクセスを遮断してくれるのはいいですね。以前は自分たちで定義したポリシーしか適用で
きませんでしたが、Cisco IronPort WSA ではこちらが気付かないところでセキュリティ上問
題がある Web サイトの利用をブロックできるので、安心感が大きく違います。社内のいろい
ろな部署から、急にアクセスできなくなった Web サイトについて時折問い合わせがあるので
すが、そうしたところはだいたいマルウェアが検出されるなど危険性があると判断されたとこ
ろです。業務上どうしても不都合がある場合は、検証した上でホワイトリストに登録するなど
個別に対応しています。」
管理画面がグラフィカルなものになり、ポリシー定義をはじめとする運用管理の負担が大きく
下がったこともメリットと丸山氏は話す。
「以前は UNIX の扱い方をわかっていて、UNIX 内でテキストファイルを編集できる人でな
ければ対応できず、緊急時などは特定のスタッフに大きな負荷がかかっていました。Cisco 

IronPort WSA にしたことで扱いやすさは格段に向上し、細かな対応もしやすくなりましたね。
サービスも安定しましたし、移行してよかったと感じています。」
構築ベンダーが提供している監視サービスも、日々の運用管理の負担削減に効果を発揮してい
ると増原氏は付け加える。
「ポート監視やサービス死活監視などをお願いしていて、定期的にレポートも作成いただいてい
ます。社内からどのような Web サイトへアクセスしようとしていて、どこがブロックされた
のかなど、利用状況がすぐ把握できるのでとても参考になります。小さなアラートが発生した
場合でも、業務に差し支えない場合はそのまま処理していただいているので、こちらの負担は
大きく減りました。」

複雑化するネットワーク上の脅威に効果的に対応すべく
アプライアンスのさらなる活用や関連製品との連携を検討

現在 Cisco IronPort WSA の運用は Web フィルタなど基本的な機能に留まっ
ており、まだ利用していない機能もあるという。今後はそれらの活用も含め、セキュリティ強
度の維持向上と運用負荷の抑制を両立していくことがポイントになると増原氏は話してくれた。
「ネットワーク上の脅威は年々複雑になっているので、場合によっては Cisco IronPort WSA 

だけで対応しきれないことも出てくるでしょう。シスコはセキュリティ対策についても優れた
技術や製品を持っているので、それらを組み合わせていくことが必要になるかもしれません。
セキュリティ対策に投じられる予算の中で、より高い効果が得られるよう、しっかり対応して
いきたいと思っています。」

今後の展開

Web に起因するマルウェア / スパイウェアが引き起こすガンブラーや APT などの巧妙な攻撃や、侵入し
たマルウェアの外部からの遠隔操作で用いられる Web 経由の通信に対し、SIO からのリアルタイムなレ
ピュテーション更新を活用、より精度の高い「侵入防止」と「出口対策」を行い、ネットワークを保護します。

最新のセキュリティ情報やソフトウェア アップデートなどをリアルタ
イムに提供するクラウドベースのセキュリティ サービスです。

全世界のセンサーから収集した脅威情報をルール化し、脅威に対してより高精度に対策する
ために、レピュテーション（危険度の格付け）情報としてリアルタイムにシスコのセキュリ
ティ機器に配信。

現在主流の E メール レピュテーション技術を Web、さらに IPS やファイアウォールの低
レイヤのセグメントまで拡張し、シングルベンダで世界初のフルレイヤのレピュテーション
技術を確立。

全世界で稼動するシスコの約 100 万台のセキュリティ センサーが全インターネットの E 
メールと Web トラフィックの 30% 以上をモニタリングし、リアルタイムに全世界の脅威
を分析して防御手段を提供。

Cisco IronPort Web セキュリティ アプライアンス（WSA）
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サービスプロバイダの
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