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株式会社アシスト  

ALSI がアシストと協業し、 
Web 分離製品「InterSafe WebIsolation」を販売開始 
～ 「InterSafe WebFilter」と「Ericom Shield」の連携により、 

便利で安全な Web ブラウジングを実現 ～ 

 

アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、URL：https://www.alsi.co.jp/、以下：
ALSI（アルシー））と株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/、以下：アシス
ト）は、ALSI が製造・販売する Web フィルタリングソフトの最新バージョン「InterSafe WebFilter（インターセーフ 
ウェブフィルター） Ver.9.1」にアシストの Web 分離・無害化ソリューション「Ericom Shield（エリコム・シールド）」
（開発元：イスラエル Ericom Software Ltd.）を連携させたセキュアな Web アクセスソリューションを両社共同で推
進していきます。また、ALSI は Ericom Shield の Web 分離機能を「InterSafe WebIsolation」として 2019 年 10 月
11 日より販売開始します。 

■「InterSafe WebFilter」と「Ericom Shield」の概要 

HTTPS 化（SSL 化）により暗号化された通信を悪用することで攻撃を隠蔽し、セキュリティ製品による検
知を逃れる新種が増加するなど、サイバー攻撃の手法は日々高度化しています。ALSI の「 InterSafe 
WebFilter」最新バージョン 9.1 では、パフォーマンスを損なうことなく、かつ低コストに SSL 通信の監査を強化
し、多様化する Web アクセス環境における多角的な情報漏えい対策を実現できることに加え、Web 分離・
無害化製品との連携により、新たな脅威が含まれている可能性のある未分類サイトへのアクセスを分離・
無害化し、Web 閲覧を妨げることなく安全で統制されたインターネット環境を実現します。 

 
アシストが提供する「Ericom Shield」は、ブラウザ経由でインターネットから流入する脅威を完全にシャット

アウトする Web の分離・無害化ソリューションです。DMZ やクラウドにブラウザコンテナを配置し、100%安全
なレンダリング済みの画面をユーザー端末のブラウザに送信します。使い勝手が通常のブラウジングと変
わらないため、利便性を維持しつつ物理的なインターネット分離環境と同等のセキュリティを実現します。 

■「InterSafe WebFilter」と「Ericom Shield」の連携で実現できること 

●連携イメージ 

https://www.alsi.co.jp/
https://www.ashisuto.co.jp/
https://www.ashisuto.co.jp/ericom/


 

●連携のメリット 

「InterSafe WebFilter」と「Ericom Shield」を連携することにより、以下のメリットがあります。 

 

① Web サイトのリスクに応じたアクセス方法を提供 

 

アクセス先 URL Web アクセス方法 

既知の安全なサイトと分類さ

れた URL 

ローカルブラウザで実行 

禁止と分類された URL 「InterSafe WebFilter」でアクセスブロック 

未分類／疑わしい URL 「Ericom Shield」のブラウザコンテナで Web サイトへのアクセスを行

い、レンダリング後の画面をローカルのブラウザに転送 

 

② 安全なサイトへのアクセスを Ericom Shield からオフロードしてコストダウン 
 
安全性が高く、利用頻度の高い Google 検索ページ、Office 365、 G Suite などを除き、画面転送の必要
がある Web アクセスに限り Ericom Shield を経由させることで、Ericom Shield のライセンスコスト、ハード
ウェアコストを最適化できます。 

 

③  未分類の Web サイトへのアクセスでもユーザーの業務を止めない 
 
ユーザーが業務のために未分類サイトにアクセスする場合、ブラックリスト方式の運用では感染リスクが
ありました。一方、ホワイトリスト方式では、URL データベースにサイトが登録されるまで、またはユーザー
企業の判断でホワイトリストに登録するまでの時間、業務が中断されることが課題でした。未分類サイトへ
のアクセスを全て Ericom Shield 経由でブラウジングにすることによって、ユーザーを待たせることなく、安
全を担保したうえで閲覧が可能となります。 

■「InterSafe WebIsolation」の販売開始 

ALSI は Ericom Shield の Web 分離機能を「InterSafe WebIsolation」として 2019 年 10 月 11 日より販売開始し

ます。InterSafe WebFilter で未分類の URL へのアクセスをブロックせずに Ericom Shield のブラウザコンテナ

経由で安全にアクセスできるライセンスです。価格については ALSI にお問い合わせください。 

 

 

今後、両社は金融機関、医療機関、教育機関、自治体をはじめ様々な企業・組織に対し、本ソリューションを積

極的に展開していきます。 

  



■関連セミナーについて 

○アシストテクニカルフォーラム 2019 in 東京 

日時：2019 年 10 月 17 日（木）13:30～18:00 

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 

Ericom Shield セッション： 

【E-1】安全性の画面転送か、利便性の無害化か…。もう悩まない新 Web 分離 

詳細／申込ページ：https://www.ashisuto.co.jp/event/atft/ 
 
○アシストテクニカルフォーラム 2019 in 大阪 

日時：2019 年 10 月 24 日（木）13:30～17:10 

会場：グランフロント大阪 

Ericom Shield セッション： 

【C-1】安全性の画面転送か、利便性の無害化か…。もう悩まない新 Web 分離 

詳細／申込ページ：https://www.ashisuto.co.jp/event/atfo/ 
 
○アシストテクニカルフォーラム 2019 in 名古屋 

日時：2019 年 10 月 25 日（金）13:30～17:20 

会場：JP タワー名古屋ホール＆カンファレンス 

Ericom Shield セッション： 

【B-2】安全性の画面転送か、利便性の無害化か…。もう悩まない新 Web 分離 

詳細／申込ページ：https://www.ashisuto.co.jp/event/atfn/ 
 
○アシストテクニカルフォーラム 2019 in 福岡 

日時：2019 年 11 月 13 日（水）10:30～17:00 

会場：アシスト九州営業所 セミナールーム 

Ericom Shield セッション： 

【A-7】安全性の画面転送か、利便性の無害化か…。もう悩まない新 Web 分離 

詳細／申込ページ：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/11277 
 
○標的型攻撃対策の決定版「インターネット分離（Web 分離）」の疑問解消！！ 

日時：2019 年 10 月 23 日（水）15:00～17:00  

会場：アシスト市ヶ谷セミナールーム 

申込ページ：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/11273 

■「InterSafe WebFilter」について 

InterSafe WebFilter は、16 年連続マーケットシェア No.1※を誇るゲートウェイ型の法人向け国産 Web フィルタ

リングソフトです。網羅率 98%の高精度 URL データベースと、「高度分類クラウド(IWCC)」のダブルエンジンで、

未知の URL へのアクセスを極小化。脅威サイトへのアクセスを防ぎ、安全なインターネット環境を提供しま

す。強固な SSL 通信内容監査機能をはじめ、シャドーIT への対策も可能なため、最新の Web 利用動向に対

応した、強固で多角的な情報漏洩対策を実現します。     ※各種調査機関のデータをベースにした ALSI 調べ 

https://www.alsi.co.jp/security/is/ 

■「Ericom Shield」について 

Ericom Shield はブラウザ経由でインターネットから流入する脅威をシャットアウトする Web の分離・無害化ソ

リューションです。DMZ やクラウドに配置したブラウザコンテナから 100%安全なレンダリング済みの画面を

ユーザー端末のブラウザに送信します。使い勝手が通常のブラウジングと変わらないため、利便性を維持し

つつインターネット分離環境と同等のセキュリティを実現します。 

https://www.ashisuto.co.jp/ericom/ 

https://www.ashisuto.co.jp/event/atft/
https://www.ashisuto.co.jp/event/atfo/
https://www.ashisuto.co.jp/event/atfn/
https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/11277
https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/11273
https://www.alsi.co.jp/security/is/
https://www.ashisuto.co.jp/ericom/


■ニュースリリースに関するお問い合わせ 

株式会社アシスト 広報担当：田口 

TEL：03-5276-5850 URL：https://www.ashisuto.co.jp/contact/press/ 

■「InterSafe WebFilter」に関するお問い合わせ 

アルプス システム インテグレーション株式会社 

管理部 経営企画課 広報担当 黒澤 宏子 

E-Mail：hiroko.kurosawa@alsi.co.jp 

TEL：03-5499-8043 FAX：03-3726-7050 

■「Ericom Shield」に関するお問い合わせ 

株式会社アシスト 仮想化事業推進室 担当：青木 

TEL：03-5276-3475 

URL：https://www.ashisuto.co.jp/ericom/ 

 

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 

※ ニュースリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のも

のです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

https://www.ashisuto.co.jp/contact/press/
mailto:hiroko.kurosawa@alsi.co.jp
https://www.ashisuto.co.jp/ericom/

