エンドポイントでのサイバー攻撃対策
高精度 PC 操作ログ
ゼロナ プラス

激化するサイバー攻撃を徹底防御し
PC 操作ログで攻撃・内部不正の全容把握を支援

●

未知マルウェアやゼロデイ脆弱性攻撃から防御

●

パターンファイルに依存しない 5 つのエンジン

●

インストールだけで即防御、攻撃手法に合わせた詳細設定不要

●

サイバー攻撃・内部不正対策を支援する高精度ログ

エンドポイントでのサイバー攻撃対策・高精度 PC 操作ログ

サイバー攻撃から PC を徹底防御。PC 操作ログとの組合せで、
万が一のインシデント発生時の状況把握を支援します。

サイバー攻撃からの徹底防御
●

サイバー攻撃・内部不正の全容把握

一般的な標的型攻撃の流れとZerona PLUS の動作範囲

サイバー攻撃・内部不正対策には、検知・防御だけでなく、万が一インシデントが発生した場合を想定した対策が重要です。インシデントが発生
すると、企業や組織は、被害範囲や原因の説明が求められます。説明責任を果たすためには、迅速に全容を把握する必要があります。

Zerona PLUS で常時詳細な
PC 操作ログを記録

検知
アラート

Zerona PLUS の
サイバー攻撃防御

PC 操作ログの重要性
PC 操作ログから
侵入経路が判明！

PC 操作ログにより、検知・防御時のマルウェ
アの侵入経路や、検知したファイルの拡散状況
を把握できます。サイバー攻撃・内部不正イン
シデント発生時の素早い事実関係の確認や、
状況把握を実現します。

マルウェアが侵入

端末を攻撃

他のマルウェアを
サーバーからダウンロード

端末を制圧し
情報を収集、漏えい

取得可能な PC 操作ログ（抜粋）
マルウェア対策

脆弱性攻撃対策

Zerona PLUS はパターンファイルに依 存せず、未 知のマル

アプリケーション・OS の脆弱性を突く攻撃を検知・防御する

ウェアを検知・防御します。ファイルやプロセスを監視し、独自

専用エンジンが、攻撃コードの実行を阻止し、PC を守ります。

の振る舞い検知技術などで攻撃を徹底的に検知・防御。ゲー

脆弱性攻撃への対策は、パッチ適用が重要ですが、適用が間

トウェイの監視ポイントを通過しない持ち出しPC への攻撃

に合わないケースや、パッチが提供されていないゼロデイ脆弱

や、USBメモリ経由の感染にも効果を発揮します。

性に対する攻撃もあります。Zerona PLUS は既知・未知問
わず、脆弱性攻撃を検知・防御します。

Zerona PLUS は 5 つのエンジンで多層防御を実現
防御の仕組み

― 複数エンジンによる多層防御 ―

脆弱性対策

脆弱性

マルウェア対策

ファイル

ZDP エンジン
（動的解析）

ファイルをスキャンして
プログラムの構造を静的に解析

Sandbox エンジン

Static エンジンで判定が難しいものを
仮想環境上でシミュレーションして解析

（静的解析）

（半動的解析）

HIPS エンジン
プロセス

（動的解析）

機械学習エンジン
（動的解析）

※上記はあくまでマルウェアの感染フローを元にしたタイミングであり、Zerona PLUS の検知・防御はすべてリアルタイムで行われます。

ネットワーク上のファイルの
参照・削除・名前変更・コピー

クリップボードを利用した
文字列コピー

コマンドプロンプトからの
ファイル操作

外部ストレージファイルの
参照・削除・名前変更・コピー

アプリケーションからの
ファイル操作

送信メールの宛先・件名、添付ファイル名
メーラー（Notesメールにも対応）

プリンタでの印刷
印刷機能でのファイル出力

各種操作での
ファイル読み・書きバイト数

アプリケーションごとの
起動回数・起動時間、ウィンドウタイトル

必要な情報の取得を絞り込む
ログチューニング機能

PC 操作ログの精度
マルウェアや攻撃者の行動は、表面的なユー
ザー 操 作のログ 取 得では記 録できません。
Zerona PLUS はカーネルレベルで PC 操 作
ログを記 録。アプリケーションに依 存せず、
ユーザーが勝手に機能停止させない対策も実
装しています。
アプリケーション
OS
ハードウェア

ファイル・Web 閲覧時など

デジタル・フォレンジックへの対応
ファイルコピー・Web からの
ファイルダウンロード時など

実行中のプログラムの動作を監視し、
端末上の悪意ある挙動を解析
マルウェア・正常なソフトウェアを機械学習させ、
マルウェアの挙動の傾向・特徴をエンジン化
端末上の悪意ある挙動を解析

プリントスクリーンの実行

リモートデスクトップでの
PC 操作・接続元 IP

任意コード実行型
脆弱性攻撃を検知・防御

Static 分析エンジン

ローカルファイルの
参照・削除・名前変更・コピー

フォレンジック対応とは

サイバー攻撃だけでなく、内部不正対策としてもPC 操作ログは有効です。営業秘密の漏えい等
の内部不正対策としては、訴訟を見据えたログの取得が重要となります。訴訟における証拠の
採用にあたっては、ログ取得の運用状況が確認されるだけでなく、記録されたログの信頼性や
その仕様について開発元に対し情報開示を求められる場合もあります。ソリトンシステムズでは、

稼働中プロセスが
キーロガーやバックドアのような
挙動を行った場合など

このようなデジタル・フォレンジックに必要な各種サービスもご提供しています。

運用・管理面の充実
エンドポイントに導入するソフトウェアの運用・管理面は管理者の負荷を考慮しているかがポイント。

評価

例外リスト作成

パイロット端末でアプリ共存確認
または、ノンブロックモードで展開

検知除外のためのリストを作成
例）独自開発のアプリなど

本格展開

運用

例外リスト、ライセンスを適用したインストーラーで対象端末に展開
または、ブロックモードに変更し運用開始

検知時の検体取得
例外リストの更新

展開方法

インストーラー作成

インストールすれば
セットアップ完了

例外リストの更新の反映や
検知時のアラートを受信

・管理サーバー情報
・ポリシー設定
・例外リスト
・ライセンス

Zerona PLUS エージェントインストーラー

Zerona PLUS エージェント

Zerona PLUS 管理サーバー

各種設定を適用した
インストーラーの作成が可能

検知・防御開始
オフライン端末にも適用可能

オンラインの場合、検知アラートを受信
管理サーバーから安全に検体取得

構成例
◀管理画面イメージ

管理者
Analysis Server に
ブラウザでアクセス
検索・分析などを実施

管理サーバー
Smart Security Manager
Smart Analysis Server
Smart Log Server

エージェント
Zerona PLUS
マルウェア対策、
PC 操作ログ取得を実施

動作環境
エージェント

Windows 7 / 8.1 / 10

管理サーバー

Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

※ 動作環境の詳細は当社 Web サイトをご参照ください。仮想環境や海外でのご利用についてはお問い合わせください。

端末画面イメージ▶

※ 本製品は、株式会社 FFRI の特許技術を含む各種マルウェア対策テクノロジーを使用しています。
※ 記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社ソリトンシステムズ

https://www.soliton.co.jp/

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3
TEL 03-5360-3811 netsales@soliton.co.jp
大 阪 営 業 所 06-7167-8881
名古屋営業所 052-217-9091
札 幌 営 業 所 011-242-6111

福 岡 営 業 所 092-263-0400
東 北 営 業 所 022-716-0766
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