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ゼットスケーラーの
クラウドブラウザアイソレーション
（クラウドブラウザ分離）
エンドポイントデバイスの攻撃対象領域を排除

ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションは、Webベースの脅威を軽減し、
機密データにアクセスするエグゼクティブやユーザをデータ漏洩のリスクから保護します。
ネットブラウズで攻撃対象領域が大幅に拡大

ガートナーの推計 1によると、外部からの攻撃の98%は公共のインターネット経由で実行されており、
そのうち80%はブラウザ経
由でエンドユーザを直接標的としていることから、
ブラウザが脅威の最大の攻撃対象領域となっていることがわかります。

エグゼクティブ、財務部門、およびその他の高リスク機能は、
ハッカーの主な標的です。組織において最も機密度の高い情報に

アクセスできる立場にいるからです。Webページ、脆弱なブラウザ、
プラグインに隠れるブラウザベースの攻撃や不正アクティブ

コンテンツは、
ランサムウェア、
フィッシング攻撃、
その他の高度な脅威を送り込み、機密データを抜き取る、便利な手段となって
います。多くの組織にとって、ビジネスの成功に必要なWebページへのアクセスをユーザに提供しつつ、ユーザを保護し、デー

タの外部への持ち出しや組織に対する損害の可能性を減らすのは、簡単なことではありません。

潜在的にリスクのあるWebサイトをすべてブロックする方法は、ビジネスの生産性もユーザエクスペリエンスも著しく低下させ

るため、Webベースの攻撃からユーザを保護する実用的なアプローチとは言えません。サイトが脅威であるかどうかを判断

するのは、必ずしも容易なことではありません。ブラウザのリスクを軽減する根本的に異なるアプローチを採用することで、
ブ

ラウザの利用をユーザに許可しつつ、ユーザを確実に保護する必要があります。

ブラウザベースの攻撃と情報漏洩を阻止

高リスクや不正のWebコンテンツからユーザ、ネットワーク、
データを保護しつつ、ビジネスの遂行を可能にすることが非常に重

要です。

ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションは、分離されたブラウズセッションを作成することで、いかなるWebコンテ

ンツもユーザのローカルデバイスや会社のネットワークにダウンロードすることなく、ユーザがWebページにアクセスできるよ

うにします。ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションでは、ユーザがアクティブ Webコンテンツに直接アクセスす

ることはありません。ピクセルの安全なレンダリングのみがユーザに配信されるため、不正コードがそこに隠れる恐れはあり
ません。また、クラウドブラウザアイソレーションは100%クラウド提供型のサービスであるため、導入や管理を必要とするハー

ドウェアやエンドポイントエージェントは不要となります。

高リスクの従業員のインターネットへのトラフィックをゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションにルーティングする
だけで、アクティブコンテンツへの安全なアクセスが可能になります。疑わしいWebサイトに対して隔離セッションを確立する

ことで、
ブラウザの攻撃対象領域を最小限に抑え、機密データやユーザをWeb ベースのマルウェアやデータの外部への持ち出

しから保護します。

1
「It's
Time to Isolate Your Services From the Internet Cesspool」- ガートナー、2016年9月
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Zscaler Internet Access（ZIA）との統合は、ネイティブブラウザまたはブラウザ分離プラットフォームのどちらにおいても、
すべて

のトラフィックにさらに高レベルの保護を適用することで、セキュリティを強化します。すべてのトラフィックがZscaler Internet

Accessによってインスペクションされ、
データ損失防止やファイルタイプポリシーを含む定義済みの企業ポリシーが適用されま

す。Zscaler Internet Accessとクラウドブラウザアイソレーションの組み合わせによって、最高レベルのセキュリティが実現します。

ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションによるメリット

ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションなら、ユーザのすべてのデバイスで追加のエンドポイントエージェントや

プラグインを管理することなく、
ブラウザを利用してインターネットにアクセスできます。クラウドブラウザアイソレーションは、
100%クラウドベースのソリューションであるため、
お客様の環境にカスタムハードウェアやソフトウェアコンポーネントを導入す

る必要はありません。このアプローチは、企業がWebベースの脅威からユーザ、
データ、重要なビジネスシステムを保護する方
法を根本的に変革させます。ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーション：

アクティブコンテンツやランサムウェアのエンドポイントデバイスへの侵入を防止

• 機密情報を扱うエグゼクティブやその他のユーザを、
フィッシング攻撃、
ランサムウェア、
その他の高度な脅威から保護します。
• 未分類 URL、新しく登録されたドメイン、
その他のアクティブ Webコンテンツへの安全なアクセスを可能にし、実ファイルのダ
ウンロードの必要性を排除します。

• エンドポイントデバイスやネットワークへのアクセスに起因するゼロデイ攻撃やその他のWebベースの脅威をブロックします。

• 攻撃者による水平移動を制限することで、
さらなる攻撃を仕掛けるのを防止します。

ビジネスクリティカルアプリケーションからの機密データ流出の防止

• ビジネスアプリケーションでの表示を許可しつつ、機密データのダウンロードやカット &ペーストを禁止します。

• Webページ、ダウンロード可能 Webコンテンツ、
ブラウザプラグインに隠れて、標的とするデータを不正取得しようとする攻撃
をユーザがアクティブにするのを防止します。

• フィッシング攻撃やスピアフィッシング攻撃でデータを外部に持ち出そうとする脅威を排除します。

• 古い脆弱なブラウザや疑わしい安全ではないプラグインが悪用され、ユーザのデバイスが侵害されたり、
データが持ち出され
たりするのを防止します。

統合セキュリティプラットフォームですべてのトラフィックを保護

• Zscaler Internet Accessとの統合によって、
アクセスコントロール、クラウドサンドボックス、クラウドファイアウォール、IPS、
DLPなどの最高レベルのセキュリティを提供します。

• ネイティブブラウザとクラウドブラウザアイソレーション、どちらのセッションも対象に、
すべてのトラフィックを保護します。
• 数か月ではなく数分で導入が完了します—構成のチェックボックスをオンにするだけです。

• セキュリティをクラウドサービスとして提供することで、
アーキテクチャの変更を排除し、運用コストや複雑さを軽減します。
• ポリシーの定義、適用、認証に対する統一フレームワークを提供します。
機能

•

•

•

エージェントレスソリューション—Webへのセキュアアクセスを提供
し、物理的なハードウェアやデバイスごとのエンドポイントエージェン
トは必要ありません。
Zscaler Internet Accessとの統合—すべてのトラフィックが隔離さ
れた環境に送られ、ZIAに定義されたポリシー（URL、
クラウドアプ
リ、DLPなど）によって、隔離された環境からインターネットへのトラフ
ィックがコントロールされます。

ピクセルストリーミングベースのテクノロジ—HTML5キャンバスを使
用して、
コンテンツをピクセルとしてエンドユーザのネイティブブラウ
ザに安全にストリーミングすることで、
ユーザがアクティブコンテンツ
に接続しないようにします。

•

•

•

きめ細かいポリシーの一元管理—一元化されたきめ細かいポリシーフ
レームワークに、分離ポリシーを含むすべてのWebセキュリティポリシー
を定義します。
ポリシーを複数のプラットフォームに複製する必要はあり
ません。

データの外部への持ち出しのコントロール—ユーザのローカルコンピュ
ータが分離された環境で実行できるやり取りのレベルとして、
アップロー
ド/ダウンロードのコントロールや分離された環境とローカルコンピュー
タの間のクリップボードの共有などを定義します。
安全なファイルレンダリング—PDFファイルやテキストファイルなどを分
離された環境でレンダリングすることで、武器化された文書からの保護
を可能にします。
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クラウドブラウザアイソレーションの機能
クラウド提供型で管理の負担を軽減

エージェントレスのクラウド配信によって、ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションの使用が可能になり、ハード

ウェアアプライアンスも、
すべてのデバイスへのリモートブラウザ分離のエンドポイントエージェントのインストールやメンテナン

スも必要ありません。Web要求は、定義済みのポリシーに従って評価され、必要な場合は、
クラウドブラウザアイソレーションに

よってリモートブラウザセッションが確立されます。

ユーザとデータの保護

ユーザグループや部門に基づいて詳細なポリシーを定義し、ユーザのアクティビティを隔離した環境で管理することで、エンド
ポイントデバイスを効果的に保護し、
ビジネスクリティカルアプリケーションからの機密データの漏洩を防ぐことができます。
ブラウザアイソレーションにリダイレクトされました！

1

アクセスしようとしたWebサイトが完全に分離された環境でレンダリングされ、不正コンテンツから保護されます。

http://unknownwebpage.com/

2

3

4
1

2

3

4

クラウドブラウザ隔離セッ
ションに入れることで、
ア
クティブコンテンツへのセ
キュアアクセスを提供

ダウンロードされたファイ
ルを隔離されたコンテナに
入れることで、エンドポイン
トデバイスを脅威から保護

詳細なポリシーによってファ
イルのダウンロードを防止す
ることで、機密データの盗難
を防止

ユーザによるデータのコ
ピー&ペーストをコントロ
ールすることで、情報漏洩
を防止します。

ピクセルストリーミングでセキュリティを強化

未知のWebコンテンツへのセキュアアクセスを実際のファイルをダウンロードすることなく可能にすることで、セキュリティを最

大限に強化します。ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションは、ピクセルストリーミングベースのテクノロジを使

用することで、Webコンテンツの安全なレンダリングをHTML5 キャンバス経由でのみ提供し、ユーザがアクティブ Webコンテ

ンツに触れないようにします。この方法によって、
コンテンツの無害化と再構築（CDR）アプローチに伴うリスクが排除され、セ
キュリティが向上し、
よりオープンなインターネットアクセスポリシーのサポートが可能になります。
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Webアプリ

仕組み

3
アクティブWebコンテンツ

（HTML、CSS、Flash、JS、Cookieなど）

2 分離されたブラウザ

1

ユーザが不正である可能性がある
Webページにアクセスしようとします。

2

要求が定義されているポリシーと照合さ
れて評価され、一致すると、分離された
ブラウザセッションが作成されます。

3

ゼットスケーラーがWebページに接続し、
コンテンツを分離されたブラウザに
ロードします。

4

Webコンテンツがエンドユーザのネイ
ティブブラウザにXTML5キャンパスの
ピクセルとしてストリーミングされます。

ゼロトラストエクスチェンジ

1

ピクセル 4

ユーザー

ゼットスケーラーのクラウドブラウザアイソレーションを使用すべき理由
未知で高リスクのWeb
コンテンツへのアクセス

IPやデータの内部関係者
による不正使用を防止

未分類のコンテンツへの安

新しく登録されたドメインや

全なアクセスを提供します。

高価値な
標的対象を保護

ブラウザ
サンドボックス

ファイルのダウンロードやビ

グゼクティブやその他の

トに埋め込まれたゼ

ペーストを禁止します。

攻撃から保護します。

を保護します。

表示アクセスを許可しつつ、
ジネスアプリからのカット &

機密情報を処理するエ

ユーザを、Webベースの

インターネットのセキュリティを次のレベルに引き上げる

統合されたゼットスケーラーのゼロトラストエクスチェンジの一部として、
クラウドブラ
ウザアイソレーションを簡単にアクティブにすることで、Web ベースの脅威を排除し、
機密データを保護します。

Webページやスクリプ

ロデイ脅威からユーザ

デモを申し込む

ゼットスケーラーについてZscaler（NASDAQ: ZS）は、
デジタルトランスフォーメーションを加速させ、俊敏性、効率性、耐障害性、安全性の向上を
可能にします。ゼットスケーラーのゼロトラストエクスチェンジは、
あらゆる場所のユーザ、
デバイス、
アプリケーションを安全に接続することで、
サイ
バー攻撃やデータ損失から何千ものお客様を保護しています。SASEベースのゼロトラストエクスチェンジは、世界中の150以上のデータセンタに
分散する、世界最大のインラインクラウドセキュリティプラットフォームです。
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