データシート

ゼットスケーラーの
クラウドサンドボックス
ペイシェントゼロを未然に防ぐ
インテリジェントな保護対策

ゼットスケーラーのクラウドサンドボックスは、TLS/SSLトラフィックに潜む脅威を含む未知の
攻撃をインラインで検知、防止、検疫するための画期的なプロキシベースのアーキテクチャで構
築されています。高度なAI/MLを駆使し、一般的なファイルタイプに対する即時判定と、
リスク
の高い未知の脅威に対する自動検疫により、ペイシェントゼロ攻撃を阻止します。

最後にメールクライアントソフトを起動してメールを確認したのはいつで
しょうか？ 状況は確実に変化しています。企業は、SaaSアプリケーショ
ン、パブリッククラウドのワークロード、
リモートアクセスなどの高い需要
を満たすために、デジタルトランスフォーメーションを急速に取り入れてい
ます。結果、時代遅れの城を堀で囲む形のセキュリティモデルに基づいた
ネットワークインフラストラクチャを持つ企業は、攻撃対象領域の劇的な拡
大を目の当たりにしています。現代のサイバー犯罪者はこれを知り悪用
し、ネットワークを中心とした従来のマルウェア防御を容易に回避し、
しば
しばペイシェントゼロを感染させるような、自動化された高度な標的型攻
撃を作成し、実行しています。

セキュリティ部門やIT部門のリーダーたちは、城を堀で囲む形のネットワー
クが一瞬にして無意味になり、あらゆるところにユーザーとデータが存在
し攻撃対象領域は拡大し続けているというジレンマに陥っています。アプ
ライアンスベースもしくはアウトオブバンド型のサンドボックスパススルー
型 のアプロ ーチは、もはや適 切ではありません。このような、強 固 なセ
キュリティ態勢を維持することで攻撃者の先を行く代わりに、次のような問
題を発生させているセキュリティは、むしろ逆効果になっています。

場当たり的なダメージコントロール

アプライアンスベースやアウトオブバンド型のサンドボックスは、従来の「城
を堀で囲む形」のネットワークに適しています。パススルー型アーキテク
チャは、初めてで未知の、悪意の可能性があるファイルであっても、詳細な
検査や検疫を行わずに通過させてしまい、ペイシェントゼロ感染を引き起
こしてしまうことがあります。その結果、セキュリティ部門やIT部門のリー
ダーは、そもそも防ぐべき未知のマルウェアの横方向の移動を阻止するた
めに奔走することになります。さらに、ネットワーク内に追加の保護機能
を導入したり、従来のアプライアンスベースのファイアウォールや仮想ファ
イアウォールに複雑なネットワークセグメンテーションルールを作成した
りして、運用コストを増大させています。このような状況で起こったのが、
2017年のMaerskに対する歴史的な攻撃で、
これにより8万人の従業員を
抱える企業がわずか3時間で完全に停止し、数十億ドルの損害がもたらさ
れました1。
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https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/

セキュリティリーダーに対しての
メリット

• 真のインライン保護 : 高度なAI/MLを
用いて未 知の脅 威をインラインで検
出、防止、検疫し、ペイシェントゼロ攻
撃を阻止します。

• 完全なSSLの可視性 : 無制限でレイ
テンシのないインスペクションを可能
にする独自のプロキシベースのアー
キテクチャにより、
すべてのTLS/SSLト
ラフィックから未知の脅威を見つけ出
します。
• あらゆる場所での一貫した保護 : ク
ラウドで提供される保護機能は、場所
を問 わずすべてのユーザーに提供さ
れます。 煩 雑 なVPNやコストのかか
るMPLSリンクを使わずに、ネットワー
クの内外を問わず、誰もが同じ保護を
受けることができます。
• 世界的に共有される予防策 : すべて
のユーザーにリアルタイムで共有され
る統合された脅威インテリジェンスに
より、未知の脅威に対する自動的な保
護を実現します。

• 総保有コストと複雑さの削減 : ハード
ウェアの購入やソフトウェアの管理を
必要とせず、簡単に数秒で展開できま
す。クラウドサンドボックスは、ゼット
スケーラーのZero Trust Exchangeの
一 部 であるZscaler Internet Access
に完全に統合された機能です。
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絶え間ない管理の問題

企業は、サイバー攻撃を防御するために、平均して45種類のセキュリティツール 2 をネットワーク上に導入しています。
アプライアンスベースのサンドボックスや、エンフォースメントのために別のアプライアンスに依存するアウトオブバンド
のソリューションを増やすことは意味がありません。さらに、セキュリティ部門やIT部門のリーダーが、進行中のデジタル
トランスフォーメーションプロジェクトを取り扱い、
ハードウェアのアップグレード、パッチ、膨張するポリシー、ネットワー
クのセグメンテーション、
ルーティングプロトコル、終わることのないサポート依頼に取り組むのは非生産的です。旧来
のネットワーク環境では、IT部門の時間のほとんどが、組織のセキュリティ態勢を強固にする代わりに、火消しに費やさ
れます。

可視性の欠如

全世界のインターネットトラフィックの84％がSSL/TLSで暗号化されており、米国では急速に92％に近づいています3。サ
イバー犯罪者はこれを好機と捉え、暗号化されたトラフィックに潜むステルス攻撃を仕掛けています。最近のThreatLabZ
レポートによると、SSLトラフィックに隠 れたランサムウェアの攻撃が500％増加しており、興味深いことに、Google
Drive、AWS、OneDriveといった信頼できるクラウドアプリの30％がマルウェアを配信していることが確認されています。
ネットワーク中心なサンドボックスは、SSLトラフィックを検査するようには作られていないため、
ステルス性の高い未知
の攻撃を検出する際には役に立たないのです。
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図1：レガシーアーキテクチャ
従来のアプライアンスベースとアウトオブバ
ンドのサンドボックスは、城を堀で囲む形の
ネットワークのために構築されたものです。

https://www.zdnet.com/article/the-more-cybersecurity-tools-an-enterprise-deploys-the-less-effective-their-defense-is/
https://www.abetterinternet.org/documents/2020-ISRG-Annual-Report.pdf
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クラウドアプリ

ホームオフィス

パススルー
アーキテクチャ

パートナーのファイアウォール

パートナー

インターネット
アクセス

あらゆる場所のユーザ

支社
アウトオブボックスのサンドボックス

境界を守る
NGFW

支社を守るFW

ファイルのコピーが解析のために
サンドボックスに送信される
サンドボックスは
あらゆる所に必要

横方向の移動とインサイダー
脅威に脆弱な内部
ネットワーク

NTA

社内を守る
ファイアウォール

NGFWはペーシェント
ゼロの活動を許してしまう
従来のサンドボックスは
検疫をしないのでクラウド
経由の追加解析が必要

サイト間VPN

VPN

詳細なインスペクション
なしのパススルー

DMZ
本社

ウェブトラフィックの��％
がSSLで暗号化されている
NGFWではSSL
インスペクションに苦戦

図2：ペイシェントゼロの感染
レガシーなサンドボックスのパススルーアーキテクチャでは、悪意の可能性がある初めてのファイルを通過させてしまいます。

クラウド世代のサンドボックスによる、ゼットスケーラーのゼロトラストアプローチ

ゼットスケーラーのクラウドサンドボックスは、Zero Trust Exchange上に構築された、独自の専用プロキシアーキテク
チャに基づいたプラットフォームです。ゼロトラストエクスチェンジは、AI/MLを搭載したデータ分析エンジンを使用し、
SSL/TLSトラフィックに潜む脅威を含む未知の攻撃の真のインライン検知、防止、AIによる検疫を実現します。

高度なAI/MLを駆使したクラウドサンドボックスは、一般的なファイルタイプに対する即時判定を備えており、
リスクの高
い未知の脅威に対する検疫を自動化します。クラウドネイティブなゼットスケーラーのプラットフォームでの統合サービ
スとして、保護機能は1日あたり1,600億以上のリクエストを基に継続的に更新されます。

©2021 Zscaler, Inc.All rights reserved.
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静的分析

�,���億件

�日あたりの
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インテリジェンスの
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クラウドの効果
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ポリシーコントロール

独自の インライン
プロキシアーキテクチャ

新たに出現する
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広範囲の完全な
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図3：ゼットスケーラーの高度なクラウドサンドボックス

積極的な対応

ゼットスケーラーのインラインプロキシアーキテクチャによって、セキュリティ担当者はより積極的にペイシェントゼロの
脅威を阻止できるようになります。クラウドネイティブなアーキテクチャにより、SSL/TLSを含むすべてすべてのポートと
プロトコル上の全トラフィックの無制限のインスペクションが可能になります。業界初のAIベースの検疫機能と詳細な
動的解析エンジンを組み合わせることで、疑わしく危険かもしれない未知のファイルがネットワークに入る前に、それら
をプロアクティブに検出、インスペクト、警告、
ブロックすることができるようになりました。さらに、
ご希望のユースケー
スに基づき、
レガシーなネットワーク構成パラメーターを必要とせずに、ユーザーやアプリケーションベースのきめ細かい
サンドボックスポリシーを作成し、展開できます。

アプライアンスやアウトオブバンドのサンドボックスからの脱却

ゼットスケーラーのクラウドサンドボックスは、
すべてクラウドからご利用いただけます。アプライアンスやアウトオブバ
ンドのサンドボックス解析は必要ありません。継続的なアプライアンスのアップグレード、変更ウィンドウの追跡、
アプラ
イアンスのラック化とスタッキング、
ルーティングプロトコルの処理、ネットワークアプライアンスへのトラフィックのバック
ホール、ユーザーエクスペリエンスの低下、
すでに膨張したポリシーへのさらなる追加から解放されます。ゼットスケー
ラーのサンドボックスは、簡単に設定でき、数秒で動作可能です。

無制限のSSLインスペクションを入手

ゼットスケーラー独自のインラインプロキシアーキテクチャにより、無制限にSSL/TLSをインスペクトし、隠れた脅威を阻
止できます。インターネットトラフィックやアプリケーションの大半は通信手段としてSSLを使用しているため、ユーザー
エクスペリエンスを損なうことなく、暗号化されたトラフィックに隠れている新たな脅威をインスペクトし、検出できるソ
リューションが必要になります。
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攻撃者の先を行く対策

ゼットスケーラーでは、サンドボックスで発見された新
しい脅威を元に共有される最新の保護を自動的に更
新する推奨サンドボックスポリシーを提供することによ
り、クラウドの力を活用します。毎日1,600億件以上の
トランザクションが処理され、ワールドクラスの脅威研
究者のチームと、
クラウド上でブロックされた70億の脅
威からの情報により、ユーザーはオンラインまたはオフ
ラインで常に保護されています。

AV/Yara

ゼットスケーラーのクラウドサンドボックスの詳細な動的
解析エンジンは、クラウドを最大限に活用し、脅威フィー
ドのブラックリストやその他の観測されたサンプルとハッ
シュを照合し、サンプルを事前にフィルタリングして解析を
最適化し、AV、Yara、AI/MLモデルで迅速に判定を下し
ます。堅固な静的、動的、および二次的な解析パイプライ
ンが、実用的な判断を迅速に下します。後処理は、解析完
了後も、ゼットスケーラーの脅威データベースを更新し、
お
客様が実施するポリシーを更新します。
セカンダリ
静的分析

静的分析

インラインAVと
Yaraスキャン
MLエンジンによる
対応ファイルタイプの
スキャン

詳細な動的マルウェア解析エンジン

停止時の
コード構造の分析

AI/ML

関連する
二次サンプルの
コードを分析

動的分析

管理環境下の
サンドボックスの実行

図 4：
ゼットスケーラーの
高度なクラウドサンドボックス
脅威の分析フロー

ゼットスケーラー
クラウドサンドボックスの
主な機能
簡単な 1-2 構成

管理用の複数のウィンドウや、アプライアンスの
導入は不要です。基準とアクションという2つの
簡単なステップによる構成で、数秒のうちにゼッ
トスケーラークラウドサンドボックスを運用可能
にできます。

図 5：ゼットスケーラーの高度な
クラウドサンドボックス
容易なポリシー構成
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きめ細かいポリシー

様々なユースケースをサポートするために、カスタムできめ細かいポリシーを作成し、AIベースの検疫のためにファイル
を保持することでアクションを起こしたり、ユーザー、場所、OSなどのパラメータに基づいてアクセスを提供できます。

不審な送信元からのものは保留にし
サンドボックスで処理後に配信
WordとPDFファイルのダウンロードを
許可しつつサンドボックスでも処理
ITヘルプデスクにのみ.exeファイルの
ダウンロードを許可

図 6：ゼットスケーラーの高度なクラウドサンドボックス
きめ細かなポリシーコントロール

AIベースの検疫

ペイシェントゼロの感染が対象に達する前に阻止する。ゼットスケーラーのプロキシアーキテクチャは、疑わしいファイ
ルをインラインで検疫し、AIベースのリアルタイム分析を行い、遅延なく瞬時に判断を下すことができます。

即時配信

��%

無害と判断

��分で
��,���以上の
ファイル

AL/ML

継続的な解析

クラウドサンドボックス

プラス
サークル

• ファイルの即時可用性

チェック
サークル
タイム
サークル

• ペイシェントゼロ防御
• きめ細かな
ポリシーコントロール

�%

悪意のある
ファイルを
ブロック

�%

詳細な動的
マルウェア解析

詳細な解析が
必要

図 7：ゼットスケーラーの高度なクラウドサンドボックス
AIベース検疫の分析フロー
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AIの活用 : ゼットスケーラーのクラウドサンドボックスを活用していたあるお客様は、展開後20分以内で、未知のファイ
ルの91%がAIベースの無害判定を瞬時に受けてからユーザーへ迅速に配信されるのを確認しました。残りの9％のファ
イルは、動的な詳細分析が行われ、5％が悪意のあるファイルでした。これらの危険なファイルは、
クラウド効果により、
すべてのゼットスケーラーのグローバルユーザーに対して即座にブロックされました。

詳細レポート

下された判断を詳細にレポーティングすることで、セキュリティオペレーションチームは脅威の発見と調査を加速でき、セ
キュリティ部門のリーダーは迅速にセキュリティを強化できるようになります。

図 8:：ゼットスケーラーの高度なクラウドサンドボックス
詳細なフォレンジックレポート

©2021 Zscaler, Inc.All rights reserved.

7

データシート

クラウドサンドボックスの機能
機能

定義

分析エンジン

プレフィルタリング: AV、Yara、ML/AI;
析: コード分析、二次ペイロード分析

対応ファイル

.exe、.dll、.scr、.ocx、.sys、.class、.jar、.pdf、.swf、Oﬃce documents、.apk、.
zip、.rar、.7z、.bz、.bz2、.tar、.tgz、.gtar、.rtf、.ps1、.hta、.vba、zip化されたス
クリプトファイル

SSLインスペクション
対応OS

対応プロトコル
1日あたりの対応ファイル数
デプロイメントモデル

脅威インテリジェンス統合

Windows XP、Windows 10、Android
HTTP、HTTPS、FTP、FTP over HTTP
無制限

クラウドネイティブ
40社以上のセキュリティパートナーの脅威インテリジェンスのフィード
一元化ウエブUI

フォレンジック

初期サンプル、二次ペイロード、PCAP

きめ細かいポリシー

事後分

無制限の SSL/TLSインスペクション

管理とレポーティング

APIサポート

分析: 静的分析、動的分析;

強固なAPIサポート

ユーザー、ロケーション、ロケーショングループ、
ファイルタイプ、ユーザーグ
ループ、部門、URL カテゴリ、
プロトコル

前提条件：

• 高度な脅威保護 (ATP) とSSL復号化ライセンスが必要

ゼットスケーラーのライセンスモデル：

• ZIAプロフェッショナルエディション：標準クラウドサンドボックス付き

• ZIAビジネスエディション：標準クラウドサンドボックス、高度な脅威保護 (ATP)、
SSL復号化付き

• ZIAトランスフォーメーションエディション：高度なクラウドサンドボックス、高度な脅威保護 (ATP)、
SSL 復号化付き
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アドオンモジュールとしてのクラウドサンドボックス

• ZIA-サンドボックス：ビジネスエディションまたはプロフェッショナルエディションのライセンスが必要です。

対応ファイル

AIベースの検疫
きめ細かいポリシー

レポーティング
API

標準クラウドサンドボックス

高度なクラウドサンドボックス

.exe、.dll、

.exe、.dll、.scr、.ocx、.sys、.class、.jar、.
pdf、.swf、Oﬃce Zscdocuments、.doc(x)
、.xls(x)、.ppt(x)、.apk、.zip、.rar、.7z、.
bz、.bz2、.tar、.tgz、.gtar、.rtf、.ps1、.hta、.
vba、zip化されたスクリプトファイル

タイムサークル

チェックサークル

タイムサークル

チェックサークル

タイムサークル
タイムサークル

チェックサークル
チェックサークル

高度なクラウドサンドボックスの詳細については、https://www.zscalerjp/products/sandboxingをご覧ください。

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。詳細は、zscaler.jpをご覧ください。

ゼットスケーラー株式会社
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