
Zscaler Internet Access
すべてのユーザ、アプリ、ロケーションに 
AIベースのセキュリティを

デ
ー
タ
シ
ー
ト

Zscaler Internet Accessのメリット

• AIによるサイバー脅威とデータ損失の防止：AIを活用し	
た一連のサイバー脅威およびデータ保護サービスにより、
組織を高度な脅威から保護します。本サービスは世界最大
のセキュリティクラウドから提供される、1日あたり300兆
件もの脅威シグナルのリアルタイムアップデートによって強
化されています。

•	 卓越したユーザエクスペリエンスの実現：世界トップクラス
の高速なインターネットとSaaSエクスペリエンス（従来型
のセキュリティアーキテクチャよりも最大40%高速）を実
現し、生産性を高め、ビジネスの敏捷性を向上させます。

•	 セキュリティアーキテクチャの最新化：コストが高く、複雑
で低速なアプライアンスの90%をZscalerの完全クラウド
ネイティブなゼロトラストプラットフォームに置き換えるこ	
とで、139%の費用対効果を得られます。

クラウドファースト、モバイルファーストの世界では
効果を発揮しなくなった従来のネットワークセキュリティ 

従来のハブ＆スポークアーキテクチャは、ユーザが主に
本社または支社におり、アプリケーションが企業のデータ
センタにのみ存在し、かつ攻撃対象領域が組織の承認を
得たものに限られていた場合においては有効でした。
しかし現在、サーバー脅威の環境は劇的な変化を遂げ、
ランサムウェアや暗号化された脅威、そしてサプライチェー
ン攻撃などの高度な脅威が従来のネットワーク防御を
突破するようになっています。このような今こそ、リスクと複
雑さを総合的に削減しながら、ビジネスイニシアチブを推
進させる柔軟性を実現する、クラウドネイティブのセキュ
リティソリューションを導入することが重要です。

Zscaler Internet Access

現在のクラウドファースト、モバイルファーストの企業を
保護するためには、ゼロトラストの原則に基づいて構
築された、従来とは根本的に異なるアプローチが求め	
られています。Zscaler Zero Trust Exchange™の一部
をなすZscaler Internet Accessは、
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Zscaler Internet Access™は、業界初で唯一のAI活用型のセキュリティサービス
エッジ（SSE）プラットフォームを駆使し、インターネットとSaaSへの安全で高速な
アクセスを提供します。
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世界トップクラスの導入件数を誇るセキュリティサー
ビスエッジ（SSE）プラットフォームであり、セキュア
Webゲートウェイにおける10年以上のリーダーとして
の実績に基づいて構築されたものです。世界最大の
セキュリティクラウドから配信されるスケーラブルな
SaaSプラットフォームで、従来のネットワークセキュ
リティソリューションを排除し、総合的なゼロトラスト
アプローチによって高度な攻撃をも阻止し、データ
漏洩を防ぎます。具体的な特徴は以下の通りです。

現代のハイブリッドな働き方を支える、最高品質の
一貫したセキュリティ:セキュリティをクラウドに移行す
ることで、すべてのユーザ、アプリ、デバイス、ロケー
ションは、アイデンティティとコンテキストに基づいた
脅威からの保護を常に受けられます。また、セキュリ
ティポリシーはユーザがどこにいても適用されます。

物理的なインフラストラクチャ不要の高速アクセス:
クラウドに直接接続されたアーキテクチャにより、
高速でシームレスなユーザエクスペリエンスが可能
となります。これにより、物理的なインフラストラクチャ
を用いることなく、バックホールを排除し、パフォーマン
スと	ユーザエクスペリエンスの向上とネットワーク管
理の簡素化が実現できます。

世界最大のセキュリティクラウドが提供するAI活用
型の保護:SSL復号化されたものを含む、すべてのイン
ターネットおよびSaaSトラフィックのインライン検査
を実施します。毎日300兆件のシグナルを受信する
脅威インテリジェンスに基づき、AIを活用した一連の
クラウドセキュリティサービスでランサムウェア、
フィッシング、ゼロデイマルウェアやその他の高度な
攻撃を阻止します。

管理の簡素化:AIを取り入れたクラウドネイティブのセ
キュリティソリューションのため、管理が必要なハー
ドウェアは一切なく、ワークフローの合理化やビジネ
ス中心のポリシー作成により、セキュリティ部門が貴重
な時間を戦略目標に充てられるようになります。
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セキュリティとデータ保護のために統合
された、AI活用型のサービス

Zscaler Internet Accessには、サイバー攻撃やデータ
漏洩の阻止に役立つ、AIを活用した総合的なセキュリ
ティおよびデータ保護サービスが含まれています。完全
クラウド配信型のSaaSソリューションであるため、ハー
ドウェアの追加や長い導入期間の必要なく、最新機能
を追加できます。Zscaler Internet Accessの一部とし
て利用可能なモジュールは次の通りです。

• クラウドセキュアWebゲートウェイ（SWG）: 
2020年のGartnerのセキュアWebゲートウェイ
（ SWG） Magic Quadrantで唯一リーダーに選出
された当社が提供する、		AIによるリアルタイムの分
析とURLフィルタリングにより、ランサムウェア、マル
ウェア、その他の高度な攻撃を防ぎ、安全で高速な
Webエクスペリエンスを提供します。
• クラウドアクセスセキュリティブローカ（CASB）:
統合されたCASBによってクラウドアプリを保護し、 
SaaSおよびIaaS環境全体でデータの保護や脅威の
阻止、コンプライアンスの順守を行います。
• クラウド情報漏洩防止（DLP）ソリューション:綿密な
インライン検査やExact Data Matching（EDM）、光
学式文字認識（OCR）、機械学習などの高度な手法
を使用して、移動中のデータを保護します。

Zscalerは、Gartnerの
セキュリティサービスエッジ
（SSE）のMagic Quadrantで
リーダーの1社と評価されました

詳細はこちら long-arrow-alt-right

https://www.zscaler.jp/gartner-magic-quadrant-secure-web-gateways-2020?_bt=485807634478&_bk=gartner%20mq%20zscaler&_bm=p&_bn=g&_bg=114204962599&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google-ads-na&gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gbJaNa-vsM2mMPXaXTfAwTqXjiX5AnGKCCBymLrGG3WUAtiBqA7Ue4aAswcEALw_wcB
https://www.zscaler.jp/gartner-magic-quadrant-security-service-edge-sse-2022
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• クラウドファイアウォール＆不正侵入防止システム
（IPS）:業界最高峰の水準の保護をすべてのポー
トとプロトコルに適用し、エッジや支社のファイア	
ウォールをクラウドネイティブプラットフォームに置
き換えます。

• クラウドサンドボックス:AI主導の検疫により、Web

およびファイル転送プロトコル全体において未確認
や回避型のマルウェアを阻止し、すべてのユーザに
対して一貫した世界規模の保護をリアルタイムで共
有します。

• AI活用型のクラウドブラウザ分離:Web、SaaS、
ユーザの間に仮想のエアギャップを作成することで、
Webベースの攻撃を無効化し、データ漏洩を防止しま
す。

• デジタルエクスペリエンスモニタリング:アプリケー
ション、クラウドパス、エンドポイントのパフォーマン
ス指標をまとめて確認できる機能により、分析とトラ
ブルシューティングを通じてIT運用のオーバーヘッド
を削減し、チケット解決を高速化します。

ユーザとワークロードを守るZscaler Internet Access

Zscaler Internet Access（ZIA）を使用することで、クラウドワークロードがインターネット上またはSaaS上の接続先
にアクセスする際のリスクが低減されます。ワークロードがVPN、ファイアウォール（仮想ファイアウォールを含む）、		
WANテクノロジなどの従来型のネットワーク中心のツール経由でインターネットにアクセスする必要がなくなるため、		
セキュリティツールを追加することなく侵害を防ぎ、水平移動を阻止することが可能となります。ZIAの総合的なセ	
キュリティおよびデータ保護機能の数々をワークロードに適用することで、単一の統合プラットフォームを用いてユー
ザとワークロードへのゼロトラストセキュリティを実現できます。

また、ZIAをZscaler Private Accessと組み合わせることで、パブリッククラウドやプライベートデータセンタ内に存在
するかどうかを問わず、すべてのプライベートアプリとワークロードを保護することも可能です。

図1：Zero Trust Exchange

有害なものは阻止し
無害なものは保護

ネットワークではなく
アプリに接続

Zscaler Internet Access 
(ZIA)

Zscaler Private Access 
(ZPA)

ユーザとワークロードに対するZIAの機能
インターネット/SaaSへのアクセスを保護

サイバー脅威からの保護
AIによるインラインのコンテンツインスペクション

（SSL/TLS）

データの保護
インラインDLPとCASB、API CASB

ローカルインターネットブレイクアウト
Microsoft 365、SD-WAN

ユーザとワークロードに対するZPAの機能
プライベートアプリへのアクセスを保護

VPNを用いないリモートアプリアクセス
従業員、サードパーティ、B2Bの顧客

バックホールなしのアプリへの直接アクセス
ハイブリッドおよびマルチクラウド環境

ワークロード間通信
ゼロトラストアクセスをアプリ/ワークロードに適用

Zscaler Digital Experience (ZDX)
優れたユーザエクスペリエンスを実現

すべてのユーザ、デバイス、アプリ、ロケーション

外部アプリ ZPAによるアプリの保護

https://www.zscaler.jp/products/zscaler-private-access
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サイバー脅威とランサムウェアからの保護
従来型のネットワークセキュリティからZscaler
の革新的なゼロトラストアーキテクチャに移行す
ることで、攻撃対象領域の排除と侵害や水平移
動の防止を通じ、データのセキュリティを保護で	
きます。

詳細はこちら long-arrow-alt-right

データの保護
偶発的な露出やデータ盗難、二重脅迫型ラン
サムウェアなどを阻止し、ユーザやSaaSアプリ、
パブリッククラウドインフラストラクチャからの
データ漏洩を防止します。

詳細はこちら long-arrow-alt-right

ハイブリッドな働き方に必要なセキュリティ
の提供
従業員、パートナー、顧客、サプライヤーが、場所
やデバイスを問わず、Webアプリケーションやク
ラウドサービスに安全にアクセスでき、優れたデ
ジタルエクスペリエンスを得られる環境を実現	
します。

詳細はこちら long-arrow-alt-right

インフラストラクチャの最新化
エッジや支社のファイアウォールを不要とす
る、高速かつ安全なクラウドへの直接アクセ
スに	より、コストのかかる複雑なネットワーク
を排	 除します。

詳細はこちら long-arrow-alt-right

ユースケース

Zscaler Zero Trust Exchangeのエコシステム

Zero Trust
Exchange

クラウドプロバイダ データセンタ SaaS

ブランチルータ / SD-WAN

アイデンティティ管理

エンドポイントの保護と管理

セキュリティ運用

API

APIAPI

API API

APIAPI

図2：Zscaler Internet Accessのパートナーエコシステム

https://www.zscaler.jp/solutions/security-transformation/cyberthreat-protection
https://www.zscaler.jp/solutions/security-transformation/data-protection
https://www.zscaler.jp/solutions/modern-workplace/work-from-anywhere
https://www.zscaler.jp/solutions/infrastructure-modernization
https://www.zscaler.jp/solutions/security-transformation/cyberthreat-protection
https://www.zscaler.jp/solutions/modern-workplace/work-from-anywhere
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表1：ZSCALER INTERNET ACCESSの特徴と機能

特徴 説明

機能

URLフィルタリング 指定されたWebカテゴリまたは接続先へのユーザアクセスを許可、ブロック、警告、または分離することで、		
Webベースの脅威を阻止し、組織のポリシーへのコンプライアンスをサポートします。

SSLインスペクション 無制限のTLS/SSLトラフィック検査を行い、暗号化されたトラフィックに潜む脅威とデータ漏洩を特定します。		
また、プライバシーや規制の要件に基づき、検査するWebカテゴリやアプリを指定します。

DNSセキュリティ 不審なコマンド＆コントロール（C&C）接続を特定し、Zscalerの脅威検知エンジンにルーティングすることで、	
綿密なコンテンツ検査を実施します。

ファイル制御 アプリ、ユーザ、またはユーザグループに基づいて、アプリケーションへのファイルのダウンロード/アップロー
ドをブロックまたは許可します。

帯域幅制御 帯域幅のポリシーを適用することで、ビジネスで極めて重要なアプリケーションが業務に関係のないトラ	
フィックより優先されるようにします。

高度な脅威からの保護 独自に開発した高度な脅威からの保護対策により、マルウェア、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、		
フィッシングなどの高度なサイバー攻撃を阻止します。また、組織のリスク許容度に基づいた詳細なポリ	
シー設定も行えます。

データのインライン保護 
（移動中データが対象）

フォワードプロキシとSSL検査機能により、危険なWebの接続先やクラウドアプリへの機密情報の流れをリ
アルタイムで制御し、データに対する内部および外部からの脅威を阻止します。加えて、アプリが承認されて
いるか管理されていないかどうかを問わず、ネットワークデバイスのログを必要とせずに高度なインライン
保護を提供します。

帯域外データの保護 
（保存データが対象）

API統合を使用してSaaSアプリ、クラウドプラットフォーム、およびそれらのコンテンツをスキャンして保存さ
れている機密データを識別し、たとえば危険な共有や外部共有を取り消すことによって自動的に修復を行
います。

侵入防止 ボットネット、高度な脅威、ゼロデイ脅威からの優れた保護を実現しつつ、ユーザ、アプリ、脅威に関するコ	
ンテキストベースの情報を取得できます。クラウドIPSはクラウドファイアウォール、クラウドサンドボックス、	
クラウドDLP、そしてCASBにおいてシームレスに動作します。

動的なリスクベースのアクセス
とセキュリティのポリシー

セキュリティとアクセスのポリシーをユーザ、デバイス、アプリケーション、およびコンテンツのリスクに自動
的に適応させます。

マルウェア分析 高度なAI/機械学習を使用して、悪意のあるインラインのペイロードに潜む未知の脅威を検出、防止、	
隔離することで、脅威の感染源となる攻撃を阻止します。

DNSフィルタリング 既知および悪意のある接続先に対するDNS要求を制御、ブロックします。

Webの分離 アクティブコンテンツを無害なピクセルストリームとしてエンドユーザのブラウザに配信することで、		
Webベースの脅威を無効化します。

相関する脅威に関する知見 脅威スコアや影響を受ける資産、重大度などに関する知見を活用した、コンテキスト化および相関化された
アラートにより、調査と応答時間を短縮します。

アプリケーションの分離 コピー/貼り付け、アップロード/ダウンロード、印刷などのユーザ操作をきめ細かく制御することで、管理さ
れていないデバイスによる、SaaS、クラウド、プライベートアプリへの安全かつエージェント不要なアクセスを
可能にしつつ、機密データの漏洩を防止します。

デジタルエクスペリエンス 
モニタリング

アプリケーション、クラウドパス、エンドポイントのパフォーマンス指標をまとめて確認し、分析とトラブル	
シューティングに活用できます。

アプリケーションの分離 コピー/貼り付け、アップロード/ダウンロード、印刷などのユーザ操作をきめ細かく制御することで、管理さ
れていないデバイスによる、SaaS、クラウド、プライベートアプリへの安全かつエージェント不要なアクセスを
可能にしつつ、機密データの漏洩を防止します。

ワークロードからインター
ネットへの通信の保護

侵害を防ぎ、ワークロードからインターネットに向かう通信における水平移動を停止させます。これには、		
SSLインスペクション、IPS、URLフィルタリング、およびすべての通信におけるデータの保護が含まれます。
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特徴 説明

プラットフォームの特徴

柔軟な接続オプション • Zscaler Client Connector（ZCC）：Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android、およびLinuxをサポート
する軽量エージェントを介して、Zero Trust Exchangeにトラフィックを転送します。

• GREトンネルまたはIPsecトンネル：ZCCがインストールされていないデバイスを対象に、GREトンネルお
よび/またはIPsecトンネルを使用してZero Trust Exchangeにトラフィックを送信します。

•	 ブラウザの分離：統合されたクラウドブラウザ分離機能を用いて、業務に使用される私物のデバイス
（BYOD）または管理されていないデバイスをシームレスに接続します。
•	 プロキシチェーン：Zscalerは、特定のプロキシサーバーから別のプロキシサーバーへのトラフィックの転
送をサポートしますが、これは本番環境では推奨されません。

• PACファイル：ZCCがインストールされていないデバイスを対象に、PACファイルを使用してZero Trust
Exchangeにトラフィックを送信します。

クラウド配信型の導入 ZIAは、SaaSサービスとして提供される100%クラウドネイティブのプラットフォームです。独特なユースケー
スにも対応できるよう、プライベートサービスエッジと仮想サービスエッジも使用可能です。

データプライバシーと
データ保持

データをログに記録する際、コンテンツがディスクに書き込まることはなく、記録が行われる詳細な場所を
決定するための制御をきめ細かく行えます。ロールベースアクセス制御（RBAC）を使用し、読み取り専用アク
セス権の付与、ユーザ名の匿名化/難読化、および部門または機能ごとの個別のアクセス権の付与を主要な
コンプライアンス規制に従って行います。
データは、製品に応じて6か月またはそれ以下の期間ごとに保持されます。追加ストレージを購入することで、	
必要な期間にわたってデータを保持することも可能です。

主要なコンプライアンス認証 以下のような認証を取得しています。

• FedRAMP

• ISO 27001

• SOC 2 Type II

• SOC 3

• NIST 800-63C
コンプライアンス認証の一覧はこちら

きめ細かなAPIサポート 当社は多数のアイデンティティ、ネットワーキング、およびセキュリティベンダーとの間でREST API統合を維
持しています。たとえば、ZscalerとクラウドベースまたはオンプレミスのSIEM（Splunkなど）との間でログを
共有できます。

詳細はこちら

ダイレクトピアリング 主要なインターネットおよびSaaSプロバイダ、およびパブリッククラウドの接続先とのダイレクトピアリングに
より、可能な限り高速なトラフィックパスを実現します。

サービスレベル契約（SLA）

可用性 99.999%（喪失したトランザクションベースの測定値）

プロキシのレイテンシ 100ミリ秒以下（脅威スキャンおよびDLPスキャンが有効になっている場合を含む）

ウイルスの識別 既知のウイルスやマルウェアの100%

サポートするプラットフォームとシステム

Client Connector サポート対象は以下の通りです。

• iOS 9以降
• Android 5以降
• Windows 7以降
• Mac OSX 10.10以降
• CentOS 8

• Ubuntu 20.04

詳細はこちら

https://www.zscaler.jp/platform/privacy-and-compliance#privacy
https://www.zscaler.jp/partners/technology
https://www.zscaler.jp/platform/zscaler-client-connector
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Zscalerについて 
Zscaler (NASDAQ: ZS) は、より効率的で、俊敏性や回復性に優れたセキュアなデジタルトランスフォーメーションを加速し
ています。Zscaler Zero Trust Exchangeは、ユーザ、デバイス、アプリケーションをどこからでも安全に接続させることで、	
数多くのお客様をサイバー攻撃や情報漏洩から保護しています。世界150拠点以上のデータセンタに分散されたSASEベー
スのZero Trust Exchangeは、世界最大のインライン型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
覧いただくか、Twitterで@zscalerをフォローしてください。

© 2022 Zscaler, Inc. All rights reserved.  
Zscaler™、Zero Trust Exchange™、Zscaler Internet 
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ZIAのエディション

ZIAのエディションの概要 BUSINESS TRANSFORMATION ELA

セキュアWebゲートウェイ check check check

フルSSLインスペクション check check check

クラウドアプリケーションの可視化＆制御 check check check

インラインのマルウェア防止 check check check

AIを活用したフィッシング＆C2検出 check check check

情報漏洩防止（DLP）- 可視性＆アラート check check check

アウトオブバンドクラウドアクセスセキュリティブローカ（CASB）- 
アプリ1種 check check check

標準のデジタルエクスペリエンスモニタリング check check check

クラウド世代ファイアウォール＆IPS アドオン check check

クラウド世代サンドボックス アドオン check check

攻撃者へのデセプション アドオン check check

動的かつリスクベースのポリシー - check check

Zscaler IRIS - check check

高度なDLP（可視性、アラート、防止） アドオン アドオン check

高度なCASB（すべてのアプリ、SaaSセキュリティポスチャ
管理、10TBの遡及的なスキャン） アドオン アドオン check

AIを活用したクラウドブラウザ分離 アドオン アドオン アドオン
高度なデジタルエクスペリエンスモニタリング アドオン アドオン アドオン

ライセンスモデル 

Zscaler Internet Accessのすべてのエディションの料金は、ユーザ1人あたりの料金として設定されています。エディ		
ション内の特定の製品に関しては、ユーザの人数以外の要素によって料金が異なる場合があります。料金設定の詳細
については、担当のZscalerアカウントチームにお問い合わせください。

総合的なZero Trust Exchangeの一部をなすZIA

Zero Trust Exchangeは、高速で安全な接続を可能にし、従業員がインターネットを企業ネットワークとして使用して
どこからでも業務を行える環境を実現します。最小特権付きアクセスを付与するゼロトラストの原則に基づき、コンテ
キストベースのアイデンティティとポリシー適用を用いることで、総合的なセキュリティを提供します。

http://www.zscaler.jp
http://www.zscaler.jp
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.jp/legal/trademarks



