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  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

WEBサイト閲覧の隔離アクセスによる安全化を実現  

「Symantec Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル」を新発売  
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 スワットブレインズ株式会社（本社：京都市中京区、代表取締役社長：加藤 慎二、以下スワットブレインズ）は、WEB サイ

トアクセスに起因するセキュリティ事件や事故が後を絶たない中、安全にインターネットサイトを利用するための情報セキュ

リティ対策のニーズを満たすべく、株式会社アズジェント（本社：東京都中央区 代表取締役社長：杉本 隆洋、以下アズジ

ェント）が販売する、Symantec 社の「Web Isolation（ウエブ アイソレーション）」を搭載した「Web Isolation 搭載アプライアン

スサーバモデル」を新発売します。 

 

 「Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル」は、スワットブレインズオリジナルの専用サーバとして、2019 年 3 月 12

日から新発売します。 

 

 アズジェントが取扱う「Symantec Web Isolation(Web Isolation)」は、ユーザが WEB サイトを閲覧した際に、クライアント（ブ

ラウザ）に 代わってセキュアな仮想コンテナに WEB 閲覧時の表示に必要なデータをダウンロードし、レンダリングによる無

害化処理を行います。その内容をクライアント（ブラウザ）に”無害化したイメージ”として届けることで、クライアントのセキュリ

ティを維持する仕組みを提供します。 

 

 クライアント側のWEBブラウザには画像イメージを送る仕組みであるため、クライアントのWEBブラウザ上で不正なコード

を実行するマルウエア等をダウンロードするような事故を防止できるようになります。しかし、クライアントは、Web Isolation を

使っていることを意識することなく また、特別な知識などが必要なく「隔離アクセス環境」を利用することになるため、安心し

て WEB ブラウザの利用ができます。 

 

 スワットブレインズが提供する「Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル」は、Web Isolation 製品を搭載したアプラ

イアンスサーバモデルです。 官公庁などの自治体様から、金融・保険・医療・医薬・製造・サービスなど幅広く企業・団体

において対策が急がれる「WEB アクセスの安全化・無害化ニーズにお応えの出来る製品」として選択される、Web Isolation

製品の導入を強力に支援します。 

 

■Web Isolation 搭載サーバモデル 

 

 ・Web Isolation 向け専用サーバ (型名：SWW-A001 他） 

 ・Web Isolation 製品の導入構成に応じて 

  ３つのサーバタイプから選択し導入します。 

  サーバの外観は、いずれも共通です。 

 

 (1) SWW-A001 型 

   オールインワンサーバ：Web Isolation 製品の全モジュールを搭載 

 (2) SWW-M001 型 

   Management･Reporter モジュールを搭載 

 (3) SWW-P001 型 

   Proxy-TIE モジュールを搭載 

 

■Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル 特長 

 ・Web Isolation ソフトウエアを、最適化設計の実施し １Ｕサイズのサーバに実装しています。 

 ・製品価格には、サーバハードウェア費用、初年度のソフトウエア・ハードウエア保守の費用が 

  含まれています。（Web Isolation ソフトウエアライセンスは含まれていません。別途必要となります。） 

 ・１Ｕサーバで冗長化された電源、RAID構成された内蔵ディスク構成により、安定したシステム運用を実現しています。 

 ・WEB-PROXY システムとして、短期間でWeb Isolation 製品の導入が可能になります。 

 ・Web Isolation 製品導入のための新たなシステム設計と実装、動作検証を削減できるため、コストを抑えた導入が 

  可能になります。 
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 ・アプライアンスサーバはWeb Isolation ライセンスと、導入構成に応じた最適化設計されたモデルにて提供します。 

 

■Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル 販売価格 

 ・Full Web Isolation オールインワンサーバ (SWW-A001 型) 定価 3,640,000 円 

 ・Full Web Isolation MNG-REP サーバ (SWW-M001 型)   定価 2,502,000 円 

 ・Full Web Isolation Proxy-TIE サーバ (SWW-P001 型)    定価 3,590,000 円 

 

 上記の価格には、初年度のサーバハードウエアセンドバック保守サポートを含みます。 

 設定構築作業などの費用は含まれておりません。別途必要になります。[金額は税別] 

 ※ Web Isolation ソフトウエアライセンスは、含まれていません。 

 

■Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル導入お客様例 

 Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデルは、以下のお客様に適しています。 

 

１．官公庁・自治体や、公共機関で使用している WEB サイトへアクセスする端末を、不正な動作を 

  実行しマイナンバー情報をはじめとする、機密情報の漏えいや データ破壊から保護したい。 

 

２．教育庁・教育委員会や、学校などで使用している WEB サイトへアクセスする端末が、 

  マルウエア感染などにより、生徒児童の個人情報を漏えいしたり、機密情報を改ざんや 

  破壊するような事故から保護したい。 

 

３．企業や団体の LAN内で運用される WEB アクセス端末が、WEB アクセスによって乗っ取られて 

  外部からの不正アクセスや遠隔不正操作になる懸念を払しょくし、さらに、ランサムウエアや 

  マルウエアの感染による端末データの乗っ取りや破壊による業務妨害から保護したい。 

 

４．ＪＡ、銀行、保険、信用金庫など、金融機関にて運用される WEB アクセス端末が、意図しない 

  不正アクセスによる遠隔操作などによる 個人の資産や機密情報の漏えい事故などを招くことで 

  顧客の信頼を失墜し、かつ損害賠償を被るような重大インシデントから保護したい。 

 

５．軍事機密、特許などの、最高機密情報を運用したり、又はそれに準ずるような重要情報を 

  運用するネットワークが存在する LAN環境において、WEB アクセス環境の分離を実現したい。 

 

６．高コストなネットワーク分離と複雑なクライアント環境の構築を簡素化し、クライアント端末 

  の利用者のセキュリティ認知度やＩＴスキルが不安定な状態でも、安全で安心、そして簡単な 

  WEB アクセス環境を作りたい。 

 

７．”水飲み場攻撃サイト”、”標的型攻撃で誘導されたサイト”、”ランサムウエアにより 

  誘導された不正サイト”などへ、誤ってアクセスした場合に不正なスクリプトやデータを 

  クライアント端末で実行されるなどによる不正端末化する懸念を払拭したい。 

 

８．セキュリティ強靭化対策、ネットワーク分離、セキュリティクラウド環境、WEB 無害化、 

  安全な WEB サイトアクセス環境、など、ネットワークレベルでのセキュリティ対策を 

  実施すべく、安心の仕組みを導入したい。 

 

９．総務省や経済産業省などのガイドラインで強く推奨される重要業務端末のネットワーク分離を 

  具体的に導入する仕組みが欲しい。 

 

10．WEB サイトで公開されるドキュメントデータを、端末にダウンロードする前に内容を確認する 

  仕組みが欲しい。また、端末にダウンロードする際には、電子データを「無害化」して安全な 

  形で受け取れる仕組みを探していた。 (Votiro 製品が必須となるため） 

 

11．WEB サイトへアクセスした際のコンテンツに対する操作制御を実施できる仕組みと、知識が 

  少ない人や意識が低い人でも、自然に安全な WEB サイトアクセスが出来る仕組みの導入を 

  検討している。 

 

12．WEB アクセス制御製品や、WEB アクセス時のコンテンツチェック製品では検知と制御が 

  難しい、未知で新しい攻撃の仕組みの WEB サイトへアクセスしてしまっても、端末が被害を 

  受けない仕組みを探していた。 

 



■販売について 

 

 Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル製品は、スワットブレインズの販売代理店を通じて供給しております。 

 ※Web Isolation 搭載アプライアンスサーバモデル製品のお取扱をご希望の方は、スワットブレインズまでご連絡ください。 

 

■製品提供時期 

 

 2019 年 4 月 1 日より提供開始します。 

 

 

--- スワットブレインズについて ： http://www.swatbrains.co.jp/ 

 名称：スワットブレインズ株式会社 

 代表取締役社長：加藤 慎二 

 設立：2007年 1月 

 本社所在地：〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町 267 烏丸二条ビル 2階 

 代表電話番号：075-211-9480（代） 

 資本金：64,962,500円 

 事業内容：企業内ネットワークセキュリティのコンサルタント、各種セキュリティ製品の開発・販売。全国の官公庁や 

      自治体から大学をはじめとする文教市場、そして広く民間の企業様と、分野を問わず幅広いお客様との 

 取引実績があり、ユーザ目線の製品とソリューション提案を行っています。 内部業務観点や、ネット 

 ワーク観点という方向からの製品選定と運用提案が特徴です。 

 

--- アズジェントについて ： https://www.asgent.co.jp/ 

 名称： 株式会社アズジェント 

 代表取締役社長：杉本 隆洋 

 設立：1997年 11月 10日 

 本社所在地：〒104-0044 東京都中央区明石町 6番 4号 ニチレイ明石町ビル 

 代表電話番号：03-6853-7401（大代表） 

 資本金： 7億 7,111万円 

 事業内容：セキュリティに特化したソリューションベンダー。UTM、無害化ソリューション等、様々な最先端のセキュリ

ティソリューションを提供するとともに、テクニカルサポート、コンサルティング、監査等のサービス提供

も行う。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 スワットブレインズ株式会社 ソリューション営業部 正木（まさき） 

  電話： 075-211-9480(代)  E-mail： sales@swatbrains.co.jp 

 株式会社アズジェント プロダクト営業本部 担当営業 

  電話： 03-6853-7402 E-mail : sales1@asgent.co.jp 

 

本紙に記載された会社名及び、製品名などは全て該当する各社の商標又は登録商標です。 

以上 


