URL FILTERING
すべてのユーザーを対象に安全な Web アクセスを実現

URL Filtering は、安全な Web アクセスを実現します。このクラウドベースのサー
ビスは、静的分析と機械学習を独自に組み合わせて使用し、有害なサイトとフィッ
シング ページを特定するとともに自動的にブロックします。URL Filtering は、パ
ロアルトネットワークスの Security Operating Platform のネイティブ コンポーネ
ントとして、アプリケーションベースおよびユーザーベースの使いやすいポリシー
を備えた、クラス最高の Web セキュリティを提供します。
URL Filtering

• 静的分析と機械学習を独自に組み
合わせることにより、お客様の組織
を有害なサイトから保護し、規制、
コンプライアンス、利用目的制限に
対応します。
• WildFire マルウェア防御サービス
と、 パロアルトネットワークスの
Unit42 脅威リサーチの保護対策を
共有することで強化された、パワフ
ルな分類エンジンを利用し、新た
に発生した有害な URL を即座に分
類し、ブロックします。

• 疑わしいサイトに対する選択的な
SSL 復号化など、高度なセキュリ
ティ アクションの自動トリガーをは
じめとするきめ細かい Web 制御に
より、次世代ファイアウォールのポ
リシーを拡張します。

安全な Web アクセスを実現するに
は、自動的に脅威の検出、防御、制
御を行う、設定の容易な Web 制御に
より次世代ファイアウォールのポリ
シーを拡張する、ネイティブに統合さ
れたアプローチが必要です。

統括された保護を通じた安全な Web アクセス

パロアルトネットワークスの URL Filtering サービスは、Web サイトをスキャン
し、そのコンテンツを機械学習を使用して分析します。静的および動的な分
析により、カテゴリとリスク レーティングを正確に判定します。URL は、安全
なカテゴリと有害なカテゴリに分類されます。これを基に次世代ファイア
ウォールのポリシーが容易に作成でき、Webトラフィック全体の制御が可能に
なります。新しく分類された有害な URL は、検出されると即座にブロックされ
るので、アナリストの介入は必要ありません。
分析は、付加的な層の情報を検査することで、各サイトにリスク レーティング
を割り当てるのに使用されます。この情報には、ドメインの履歴とレピュテー
ション、ホストのレピュテーション、動的 DNS の使用、リスクの高いコンテン
ツの存在などが挙げられます。URL カテゴリとリスク レーティングは、併せて
使用することができ、きめ細かいポリシーを策定することで、フィッシング攻
撃やエクスプロイト キットの配信、コマンド アンド コントロールに利用される
可能性のある、危険なサイトをブロックできます。それでもなお、従業員は、
ビジネスの目的のために必要な Web リソースに自由にアクセスすることが可
能です。
URL Filtering は、Security Operating Platform の一部として機能し、統合さ
れたアプローチによりすべての機会における脅威を阻止します。ネットワーク
に攻撃が仕掛けられたときには、URL Filtering は次世代ファイアウォールお
よび Threat Prevention サブスクリプションと連携することにより、優れたセ
キュリティを提供します。URL Filtering は、独自の分析に加え、WildFire® マ
ルウェア防御サービスやその他のソースが共有する脅威情報を利用し、有害
なサイトに対抗する保護を数秒以内に更新します。
Web コンテンツを制御するファイアウォール ポリシーの拡張
次世代ファイアウォールは、Webトラフィックを確認すると、URL Filtering サー
ビスを使用して URL カテゴリを特定し、一貫したポリシーを適用します。すべ
ての Web 動作を許可またはブロックのいずれかに制限するルールとは対照
的に、複数の URL カテゴリをポリシー内で組み合わせることが可能であり、正
確な例外ベースの適用、簡素化された管理、および単一のポリシー テーブル
を介して Web トラフィックをきめ細かく制御するための柔軟性を備えていま
す。以下のように、ポリシー内で複数の URL カテゴリを使用できます。
• 「高リスク」のサイトをすべてブロックするとともにその他のサイトへのア
クセスを許可するが、
「中リスク」の URL の実行ファイルや危険性のある
ファイル タイプのダウンロードとアップロードを阻止
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• 「コンピューターおよびインターネットの情報」に関するすべてのサイトを許可するが、
「最近登録されたドメイン」のサイト
をブロック

• 「フリーウェアとシェアウェア」サイトへのアクセスを許可するが、このようなサイトからのファイルのダウンロードを阻止し、
「高リスク」の場合はブロック
• Active Directory® 内で特定のグループに属している可能性のあるユーザーを識別し、一般的なセキュリティ ポリシーに例外
を設定 ( たとえば、全ユーザーに対してハッキング サイトへのアクセスを拒否する一方で、セキュリティ グループに属する
ユーザーにはアクセスを許可 )
• 個人の Web サイトとブログへのアクセスは許可しつつ、SSL が使用されている場合は復号化し、フォーラムや投稿に埋め込
まれている潜在的なエクスプロイト キットをブロックする厳格な脅威防御プロファイルを採用
URL カテゴリに基づいたポリシーの策定
ポリシー

説明

Selective SSL

URL カテゴリに基づき、SSL 復号化を開始

認証情報の盗難

どのサイトが企業の認証情報を受け取ることができるかを指図し、ユーザーが許可されていな
いサイトに認証情報を送信するのをブロック、許可、または警告

高リスクのファイル タイプを
ブロック

実行ファイルや危険性のあるファイル タイプのアップロードとダウンロードを阻止

厳密な脆弱性プロファイルやアンチスパイウェア プロファイルを特定の URL カテゴリに対して
より厳密な IPS プロファイルを
自動的に採用し、フィッシング キット、エクスプロイト キット、およびサーバ側とクライアント
有効化
側の脆弱性をブロック
ユーザーベースのポリシー

組織内の特定のグループが特定の URL カテゴリにアクセスすることを許可し、その他のグルー
プに対してはこれらのカテゴリをブロック

単に有害なサイトをブロックするに留まらず、URL カテゴリは、きめ細かなセキュリティ ポリシーを可能にして、ビジネスを遅延させることなくユーザーを保護する
ために利用できます。

Webトラフィックの選択的な復号化

SSL で保護された Web トラフィックを選択的に復号化するポリシーを確立すると、データ プライバシーに関する法規制に準拠し
ながら、潜在的な脅威への可視性を最大限に向上させることができます。ソーシャル ネットワーキング、Web ベースの電子メー
ル、コンテンツ配信ネットワークなど、特定の URL カテゴリの SSL 復号化を指定しながら、行政機関、金融機関、医療機関向
けのサイトなど、その他のタイプのサイトを行き来するトランザクションについては、暗号化を維持するよう指定できます。高ま
たは中にリスク レーティングされた、該当のコンテンツ カテゴリに対し、SSL 復号化を可能にするシンプルなポリシーを実装で
きます。選択的な復号化を使用することで、企業ポリシーまたは社外規制で設定した機密トラフィック パラメータを遵守しなが
ら、最適なセキュリティ対策を実現できます。
機械学習による検出

機械学習と自動化は、迅速かつきわめて正確な Web 脅威の検出を可能にします。弊社のシステムは、画像、コンテンツ、言語
に関して URL を自動的に検査し、安全な状態と有害な状態を判定します。テキストと言語の分析を利用し、Web サイトのコピー、
そのコピーが使用されているコンテキスト、および複数の URL の間にある相関を引き出し、Web サイトを正確に分類します。
Web サイトの画像は、ピクセル単位で分割し、フィッシング サイトの可能性の判定を支援する高度なアルゴリズムを利用して、
すべての過去の事例と比較します。弊社のシステムは、個別のページの各構成要素を検査し、機械学習による複数の分類を適
用することにより、攻撃手法の変化を問題にせず、精度、スピード、絶えることのない順応性を併せ持っています。
• コンテンツ分析 : 弊社の URL クローラーは、悪意を示唆する複数の Web サイトの属性を精査します。相関付けられたドメ
イン データ、フォームの存在、特定のタイプのコンテンツが存在する場所は、弊社の機械学習による分類が処理する属性
の一部です。弊社で分析する各 URL は、弊社のデータ ライブラリに追加され、継続して情報を提供し、セキュリティの脅
威となる Web サイトを正確に識別する能力を最新化します。
• テキスト分析 : URL Filtering は、Web サイトのテキストとコンテンツをスキャンし、最も正確なカテゴリ分類を判定します。
• 画像分析 : フィッシング ページでは、検出を回避するため、実際のテキストに代えて、Web ページ上の JavaScript や画像
を難読化して使用することが増えています。各 URL の画像コンテンツを自動的に分析することにより、Web サイトのコード
と視覚的な指標を比較し、URL がフィッシングの脅威となるかどうかをより正確に判定できます。
認証情報フィッシングの防御

フィッシングは、正当なユーザー認証情報の盗難を目論んでいる攻撃者によって最も多く使用されている、危険で悪意のある手
法の 1 つです。盗み出された正式な認証情報を利用することにより、攻撃者はネットワークへの「認証された」アクセスを許可
されるため、管理者へのアラームや警告が発せられる可能性はかなり低くなります。つまり、攻撃者が自分の目的を達成するた
めの猶予時間が延びたことを意味します。その結果、機密情報が盗まれたり、組織に被害がもたらされたりします。
URL Filtering は、認証情報をフィッシングする可能性のあるページを分析し、それらを「フィッシング」の URL カテゴリに照ら
し合わせることで確実に特定して阻止します。フィッシングにつながる可能性のある脅威がユーザーに拡散されることがないよ
う、それらの脅威を特定して阻止する機能に加え、URL Filtering には、ユーザーが認証情報を攻撃者に意図せずに送信してし
まうのを阻止する独自の機能があります。管理者は、企業認証情報の受け取りをどのサイトに許可する必要があるかを指図する、
URL Filtering ポリシーを定めることができます。パロアルトネットワークス次世代ファイアウォールの User-ID™テクノロジ機能を
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利用することで、URL Filtering は、発信中の Web フォームに送信されているユーザー認証情報を検出し、その試みをブロック
するか、許可するか、または危険な行動をとっていることをユーザーに通知するか、選択的にポリシー設定することを可能にし
ます。
カスタマイズ可能なカテゴリ
URL Filtering は定義された一連のカテゴリを活用しますが、組織によって、リスク許容度やコンプライアンス、規制、利用目的
制限に関するニーズは異なる可能性があります。組織の要件を満たし、セキュリティ ポリシーをきめ細かく調整するため、管理
者は、複数の既存のカテゴリを組み合わせて新しいカテゴリを作成することにより、カスタマイズされたカテゴリを確立できま
す。たとえば、
「高リスク」、
「金融サービス」、
「最近の登録」カテゴリを組み合わせると、強力なカテゴリが新たに生み出され、
このような基準に見合うサイトに制定されるポリシーを有効化できます。
一般的なポリシー回避技法に対する厳密な制御の実施
キャッシュされた結果、言語翻訳サイトなど、攻撃者が一般的な回避技法を使用している場合でも、URL Filtering ポリシーを適
用できます。このことを実現するため、以下を実行します。
• 検索エンジンでキャッシュされた結果に対する防御 : 制御を回避するために広く使用されているのが、人気の高い検索エンジ
ン内でキャッシュされた結果へのアクセスを伴う技法です。エンド ユーザーが Google 検索やインターネット アーカイブの
キャッシュ済みの結果を表示しようとした場合に、そのキャッシュ済みの結果に URL Filtering ポリシーが適用されます。
• 翻訳サイト フィルタリング : Google 翻訳などの翻訳サイトでポリシーをバイパスするために入力された URL に、URL Filtering
ポリシーが適用されます。
セーフ サーチの適用
セーフ サーチを適用すれば、ユーザーの検索結果に不適切なコンテンツが表示されないようにすることができます。この機能を
有効にすると、最も厳格なセーフ サーチ オプションが設定されている Google、Yandex、Yahoo、Bing の検索のみが許可され
るようになり、その他の検索をすべてブロックできます。
カスタマイズ可能なエンド ユーザー通知
ユーザーがアクセスしようとしている Web ページが、ポリシーおよび関連付けられた URL Filtering プロファイルに従ってブロッ
クされている場合に、各組織には、そのことを通知するための最善の方法を明記したさまざまな要件があります。管理者は、カ
スタム ブロック ページを使用して、ユーザーに違反について通知することができます。このページには、ユーザー名と IP アドレ
ス、ユーザーがアクセスしようとしている URL、そのページの URL カテゴリに対する参照情報のほか、管理者からのカスタマイ
ズされたメッセージが記載されます。Web アクティビティに関するある程度の所有権をユーザーに戻すために、管理者は次の 2
つのオプションを利用できます。
• URL Filtering の続行 : 組織にとってリスクとなる可能性のあるページにユーザーがアクセスした場合、URL Filtering は、
[Continue( 続行 )] ボタンのある、カスタマイズした警告ページを表示できます。これにより、リクエストしたサイトのリスク
に関してユーザーを啓蒙する機会が開かれます。ユーザーがこのリスクを許容できる場合は、操作の続行を許可します。
• URL Filtering オーバーライド : このオプションでは、ポリシーの例外を作成して継続するため、ユーザーによる設定可能な
パスワードの正確な入力が必要になります。これにより、管理者の承認を得て、危険性のあるサイトにアクセスすることが
できます。
URL アクティビティのレポートとロギング
IT 部門は、一連の事前定義された URL Filtering レポートまたは完全にカスタマイズされた URL Filtering レポートにより、URL
Filtering および関連する Web アクティビティに対する可視性を以下のように確保できます。
• ユーザー アクティビティレポート : 個々のユーザー アクティビティ レポートには、各ユーザーが使用したアプリケーション、ア
クセスした URL カテゴリや Web サイト、および特定期間中にアクセスした全 URL の詳細が表示されます。
• URL アクティビティレポート : アクセスした URL カテゴリや Web サイト、URL ユーザー、ブロックされたカテゴリ、ユーザー、
サイトなどを表示する、さまざまな上位 50 のレポートがあります。
セキュリティの最大化と TCO の最小化
URL Filtering は、パロアルトネットワークス次世代ファイアウォールのネイティブに統合されたサブスクリプションとして有効化さ
れます。弊社独自のプラットフォーム アプローチをとることで、複数のスタンドアロンのセキュリティ アプライアンスやソフトウェ
ア製品を実装する必要がなくなります。URL Filtering の機能を既存のネットワークトラフィック ポリシー内に直接展開することに
より、ルール ベースを徹底的に簡素化してトレーニング コストを合理化すると、運用経費を最小に抑えることができます。URL
Filtering サブスクリプションに関してユーザー ライセンスを無制限に提供することにより、お客様のユーザー コミュニティ全体に
対する安全な Web アクティビティを保証するとともに、総所有コストを削減し、セキュリティの効果を高めます。
ライセンス情報

URL Filtering は、パロアルトネットワークス URL Filtering ライセンスを通じて、または、パロアルトネットワークス サブスクリプ
ション EVA かパロアルトネットワークス VM-Series ELA を通じて提供されます。

〒 100-0011
東京都千代田区内幸町
2 丁目 1 番 6 号
日比谷パークフロント 15 階
電話番号 : 03-6205-8061
www.paloaltonetworks.com

© 2019 Palo Alto Networks, Inc. パロアルトネットワークスは、パロアルトネットワー
クスの登録商標です。 当社の商標のリストは、https://www.paloaltonetworks.
com/company/trademarks.html に記載されています。ここに記載される他のすべ
ての名称は各社の商標です。
url-filtering--ds-012319

