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Cisco Web セキュリティアプライアンスの S シリーズで使用可能な Cisco® Web Usage 
Controls は、URL を分類するための高度なソリューションを提供します。従来の URL フィ
ルタリング ソリューションと比較して、これらの制御では好ましくないコンテンツの識別を 
50% 以上向上させます。 

製品の概要 

Talos Security Intelligence and Research Group（Talos®）による Web セキュリティアプライアンスはあらゆる規
模の組織で Web トラフィックのセキュリティ、制御、およびレポートを提供する安全性の高いゲートウェイです。
Cisco AnyConnect® のセキュア モビリティ クライアントを使用して、タブレットやスマートフォンを使用するユー
ザを含むリモートユーザやモバイルユーザに Web セキュリティを拡張します。また、Cisco Identity Services 
Engine によって生成されたコンテキストユーザ情報を組み込むこともできます。 

使用率の制御は従来の Web コンテンツを対象とし、以前は表示されなかったコンテンツをリアルタイムで分類しま
す。また、ブログ、ソーシャルネットワークの他、Web クローラ には表示されない、アクセスが制限されたコンテ
ンツなど、動的な Web 2.0 コンテンツもサポートの対象となっています。シスコの動的コンテンツ分析エンジンを
搭載したリアルタイム分類機能は、比類のない範囲で好ましくないコンテンツに適用されます。 

カテゴリ 

シスコでは、特定のカテゴリに属するサイトの妥当性を常に評価して、比類のない正確さを実現しています。次の表
に、Web サイトの分類に使用される標準カテゴリのアルファベット順のリストと説明を示します。 

表 1. コンテンツカテゴリ 

カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

アダルト（Adult） adlt 1006 アダルト コンテンツを指しま
すが、ポルノだけではありま
せん。アダルト向けのナイト
クラブ（ストリップクラブ、
スワッピングクラブ、同伴
サービス、ストリッパーな
ど）、セックスに関する全般
情報（ポルノとは限らな
い）、性器ピアス、アダルト
向けの製品やグリーティング 
カード、健康や疾病関連以外
の性行為に関する情報なども
含まれる場合があります。 

http://www.adultentertainmentexpo.com 

http://www.sincerelynot.com 

アドバタイズメント
（Advertisements） 

adv 1027 Web ページに表示されること
の多いバナー広告やポップ
アップ広告、その他の広告コ
ンテンツを提供している広告
関連 Web サイト。広告サー
ビスおよび広告営業は、[事業
および産業（Business and 
Industry）] カテゴリに分類さ
れます。 

http://www.adforce.com 

http://www.doubleclick.com 

http://www.adultentertainmentexpo.com/
http://www.sincerelynot.com/
http://www.adforce.com/
http://www.doubleclick.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

アルコール
（Alcohol） 

alc 1077 嗜好品としての酒、ビールや
ワインの醸造、カクテルのレ
シピ、リキュール販売、ワイ
ナリー、ブドウ園、ビール工
場、アルコール類の販売元な
ど。アルコール依存症は [健
康および栄養（Health and 
Nutrition）] カテゴリに分類
されます。バーとレストラン
は [飲食（Dining and 
Drinking）] カテゴリに分類さ
れます。 

http://www.samueladams.com 

http://www.whisky.com 

動物とペット
（Animals and 
Pets） 

pets 1107 国内の動物、家畜、介助動
物、ペット、およびそれらの
世話に関する情報。獣医サー
ビス、医療、および動物の健
康。ペットと動物のトレーニ
ング、水族館、動物園、およ
び動物のショー。保護施設、
人道支援団体、動物中心の
チャリティー、保護区域、ハ
チの管理、トレーニング、お
よび牧畜。恐竜や絶滅した 
動物。 

http://petmd.co 

http://wheatenorg.uk 

芸術（Arts） art 1002 画廊と展覧会、芸術家と芸
術、写真、文学と書籍、芸能
と劇場、ミュージカル、バレ
エ、博物館、設計、建築。映
画とテレビは
「Entertainment」に分類され
ます。 

http://www.moma.org 

http://www.nga.gov 

占星術
（Astrology） 

astr 1074 占星術、ホロスコープ、占
い、数秘術、霊能者による助
言、タロット。 

http://www.astro.com 

http://www.astrology.com 

オークション
（Auctions） 

auct 1088 オンラインまたはオフライン
のオークション、オークショ
ン会社、オークション案内広
告など。 

http://www.craigslist.com 

http://www.ebay.com 

http://www.samueladams.com/
http://www.whisky.com/
http://petmd.co/
http://wheatenorg.uk/
http://www.moma.org/
http://www.nga.gov/
http://www.astro.com/
http://www.astrology.com/
http://www.craigslist.com/
http://www.ebay.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

ビジネスおよび産業
（Business and 
Industry） 

busi 1019 マーケティング、商業、企
業、商慣行、労働力、人材、
運輸、給与計算、セキュリ
ティとベンチャー キャピタ
ル、オフィス用品、工業装置
（加工装置）、機械と機械シス
テム、加熱装置、冷却装置、
資材運搬機器、梱包装置、製
造、固体運搬、金属製作、建
造と建造物、旅客輸送、商
業、工業デザイン、建築、建
築資材、運送と貨物（貨物取
扱業務、トラック輸送、運送
会社、トラック輸送業者、貨
物ブローカと輸送ブローカ、
速達サービス、運送取引マッ
チング、追跡とトレース、鉄
道輸送、海上輸送、ロード 
フィーダ サービス、引っ越
し、保管）。 

http://www.freightcenter.com 

http://www.ge.com 

大麻（Cannabis） cann 1109 大麻の快楽的および医療的消
費に重点を置いた Web サイ
ト。サイトには、マーケティ
ング、法律と規制の問題に関
する議論、成長と生産、道具
一式、研究、大麻産業への投
資が含まれる場合がありま
す。ディスペンサリー、カン
ナビノイド（CBD 油、THC 
など）ベースの製品も含まれ
ています。 

http://localproduct.co 

http://oregonbc.com 

チャットおよびイン
スタント メッセージ
（Chat and Instant 
Messaging） 

chat 1040 Web ベースのインスタント 
メッセージングおよびチャッ
ト ルーム。 

http://www.icq.com 

http://www.e-chat.co 

不正および盗用
（Cheating and 
Plagiarism） 

plag 1051 不正行為を助長し、学期末論
文（盗用したもの）などの書
物を販売したりします。 

http://www.bestessays.com 

http://www.superiorpapers.com 

児童虐待コンテンツ
（Child Abuse 
Content） 

cprn 1064 世界中の違法な児童性的虐待
コンテンツ。 

  

クラウドとデータセ
ンター 

serv 1118 組織のアプリケーション、
サービス、またはデータ処理
をサポートするためにクラウ
ド インフラストラクチャまた
はデータセンター ホスティン
グを提供するために使用され
るプラットフォーム。これら
のドメインと IP アドレスの分
散的な性質のため、コンテン
ツや所有権に基づいてより具
体的なカテゴリを適用するこ
とはできません。 

http://azurewebsites.net 

http://s3.amazonaws.com 

http://www.freightcenter.com/
http://www.ge.com/
http://localproduct.co/
http://oregonbc.com/
http://www.icq.com/
http://www.e-chat.co/
http://www.bestessays.com/
http://www.superiorpapers.com/
http://azurewebsites.net/
http://s3.amazonaws.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

コンピュータ セキュ
リティ（Computer 
Security） 

csec 1065 企業ユーザおよび家庭ユーザ
向けのセキュリティ製品およ
びセキュリティ サービス。 

http://www.computersecurity.com 

http://www.symantec.com 

コンピュータおよび
インターネット
（Computers and 
Internet） 

comp 1003 コンピュータとソフトウェア
に関する情報（ハードウェ
ア、ソフトウェア、ソフト
ウェアサポートなど）、ソフ
トウェアエンジニア向けの情
報、プログラミング、ネット
ワーク、Web サイト設計、
Web とインターネット全般、
コンピュータ科学、コン
ピュータグラフィック、ク
リップアートなど。フリー
ウェアとシェアウェアは、[フ
リーウェアおよびシェアウェ
ア（Freeware and 
Shareware）] カテゴリに分
類されます。 

http://www.xml.com 

http://www.w3.org 

集会、会議および見
本市（Conventions, 
Conferences and 
Trade Shows） 

expo 1110 特定の業界、市場、または共
通の利益をテーマにしたセミ
ナー、見本市、集会、会議。
チケットの取得、登録、要約
またはプレゼンテーションの
提案ガイドライン、ワーク
ショップ、スポンサーの詳
細、ベンダーまたは出展者の
情報、およびその他のマーケ
ティングまたは販促資料に関
する情報が含まれる場合があ
ります。このカテゴリには、
アカデミックイベント、プロ
フェッショナルイベント、
ポップカルチャイベントが含
まれます。すべて、一時的ま
たは毎年恒例のイベントであ
る傾向があります。 

http://thesmallbusinessexpo.com 

http://makerfaire.com 

暗号通貨
（Cryptocurrency） 

Cryp 1111 ユーザが暗号通貨を取引でき
るオンラインブローカ業者と 
Web サイト。分析、解説、ア
ドバイス、業績指標、価格
チャートなどの暗号通貨に関
する情報。暗号通貨マイニン
グとマイニングビジネスに関
する一般的な情報はこのカテ
ゴリに含まれますが、マイニ
ングアクティビティに直接関
係するドメインと IP アドレス
は暗号通貨マイニングとして
分類されます。 

http://coinbase.com 

http://coinsutra.com 

仮想通貨マイニング mine 1112 暗号通貨マイニングプールに
アクティブに参加しているホ
スト。 

http://give-me-coins.com 

http://slushpool.com 

出会い系（Dating） date 1055 出会い系サイトや結婚紹介所
など。 

http://www.eharmony.com 

http://www.match.com 

http://www.computersecurity.com/
http://www.symantec.com/
http://www.xml.com/
http://www.w3.org/
http://thesmallbusinessexpo.com/
http://makerfaire.com/
http://coinbase.com/
http://coinsutra.com/
http://give-me-coins.com/
http://slushpool.com/
http://www.eharmony.com/
http://www.match.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

デジタル ポストカー
ド（Digital 
Postcards） 

card 1082 デジタルはがきおよび電子
カードの送信。 

http://www.hallmarkecards.com 

http://www.bluemountain.com 

飲食（Dining and 
Drinking） 

food 1061 飲食店、レストラン、バー、
居酒屋、パブ、ならびにレス
トランガイド、レストラン レ
ビューなど。 

http://www.zagat.com 

http://www.experiencethepub.com 

DIY プロジェクト
（DIY Projects） 

diy 1097 エキスパートや専門家の支援
を受けずに、物品を作成、改
善、変更、装飾、修復するた
めのガイダンスや情報。 

http://www.diy-tips.co.uk 

http://www.thisoldhouse.com 

DNS トンネリング
（DNS-Tunneling） 

tunn 1122 サービスとして DNS トンネ
リングを提供するサイト。こ
れらのサービスは、PC また
はモバイル向けのものであ
り、企業のポリシーおよびイ
ンスペクションをバイパスす
る可能性のあるトラフィック
を送信するために、DNS を介
して特別に VPN 接続を作成
します。 

  

DoH および DoT
（DoH and DoT） 

doht 1113 DNS over HTTPS（DoH）プ
ロトコルまたは DNS over 
TLS プロトコルを使用した暗
号化 DNS 要求。これらのプ
ロトコルは通常、エンドユー
ザによってセキュリティとプ
ライバシーの層として使用さ
れますが、暗号化によってリ
クエストの宛先が非表示にさ
れ、サードパーティ経由で渡
されます。 

http://cloudflare-dns.com 

http://dns.google.com 

ダイナミックおよび
レジデンシャル
（Dynamic and 
Residential） 

dyn 1091 ブロードバンド リンクの IP 
アドレス。通常は、ホーム 
ネットワークへのアクセスを
試みているユーザを指しま
す。たとえば、ホーム コン
ピュータへのリモート セッ
ションの場合などです。 

http://109.60.192.55 

ダイナミック DNS 
プロバイダー
（Dynamic DNS 
Provider） 

ddns 1114 ユーザは、ダイナミック DNS 
サービスを使用して、動的に
割り当てられた IP アドレスで
ホストされているエンドポイ
ントから Web 経由で特定の
アプリケーションまたはコン
テンツにアクセスできるよう
にすることができます。アク
セス権は、ダイナミック DNS 
サービスが所有するドメイン
のホスト名を介して付与され
ます。 

http://noip.com 

http://afraid.org 

http://www.hallmarkecards.com/
http://www.bluemountain.com/
http://www.zagat.com/
http://www.experiencethepub.com/
http://www.diy-tips.co.uk/
http://www.thisoldhouse.com/
http://cloudflare-dns.com/
http://dns.google.com/
http://109.60.192.55/
http://noip.com/
http://afraid.org/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

教育（Education） edu 1001 教育関連の Web サイト。た
とえば、学校、単科大学、総
合大学、教材、教師用資料、
技術訓練、職業訓練、オンラ
イントレーニング、教育問
題、教育政策、学資援助、学
校助成金、規範、試験など。 

http://www.education.com 

http://www.greatschools.org 

エンターテイメント
（Entertainment） 

ent 1093 映画、音楽、バンド、テレ
ビ、芸能人、ファンサイト、
エンターテイメントニュー
ス、芸能界のゴシップ、エン
ターテイメントの会場などに
関する詳細や批評など。[芸術
（Arts）] カテゴリと比較して
ください。 

http://www.eonline.com 

http://www.ew.com 

過激（Extreme） extr 1075 性的暴力または犯罪性のある
もの、暴力および暴力的行
為、悪趣味な写真や血まみれ
の写真（解剖写真など）、犯
行現場、犯罪被害者、事故被
害者の写真、過度にわいせつ
な文章や写真、衝撃的な内容
の Web サイトなど。 

http://www.car-accidents.com 

http://www.crime-scene-photos.com 

ファッション
（Fashion） 

fash 1076 衣料、服飾、美容室、化粧
品、アクセサリ、宝飾品、香
水、身体改造に関連する図表
や文章、タトゥー、ピアス、
モデル事務所など。皮膚に関
する商品は「Health and 
Nutrition」に分類されます。 

http://www.fashion.net 

http://www.styleseat.com 

ファイル転送サービ
ス（File Transfer 
Services） 

fts 1071 ダウンロードサービスおよび
ホスティングによるファイル
共有を主目的とするファイル
転送サービス 

http://www.sharefile.com 

http://www.wetransfer.com 

フィルタリング回避
（Filter Avoidance） 

filt 1025 検出されない匿名の Web 利
用を促進および支援する 
Web サイト（cgi、php、お
よび glype を使用した匿名プ
ロキシサービスなど）。 

http://www.bypassschoolfilter.com 

http://www.filterbypass.com 

金融（Finance） fnnc 1015 会計実務、会計士、課税、
税、銀行、保険、投資、国家
経済、個人資産管理（各種保
険、クレジットカード、個人
退職金積立計画、遺産相続計
画、ローン、住宅ローン）な
どの金融や財務関連の Web 
サイト。株式は [オンライン
トレード（Online Trading）] 
に分類されます。 

http://www.finance.yahoo.com 

http://www.bankofamerica.com 

フリーウェアおよび
シェアウェア
（Freeware and 
Shareware） 

free 1068 フリー ソフトウェアおよび
シェアウェア ソフトウェアの
ダウンロードを提供します。 

http://www.freewarehome.com 

http://www.filehippo.com 

http://www.education.com/
http://www.greatschools.org/
http://www.eonline.com/
http://www.ew.com/
http://www.car-accidents.com/
http://www.crime-scene-photos.com/
http://www.fashion.net/
http://www.styleseat.com/
http://www.sharefile.com/
http://www.wetransfer.com/
http://www.bypassschoolfilter.com/
http://www.filterbypass.com/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bankofamerica.com/
http://www.freewarehome.com/
http://www.filehippo.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

ギャンブル
（Gambling） 

gamb 1049 カジノ、オンラインギャンブ
ル、ブックメーカー、オッ
ズ、ギャンブルに関する助
言、ギャンブルの対象となっ
ているレース、スポーツブッ
キング、スポーツギャンブ
ル、株式スプレッド ベッティ
ング サービス。ギャンブル依
存を扱う Web サイトは [健康
および栄養（Health and 
Nutrition）] に分類されま
す。国営宝くじは、[宝くじ
（Lotteries）] カテゴリに分類
されます。 

http://www.888.com 

http://www.gambling.com 

ゲーム（Games） game 1007 さまざまなカードゲーム、
ボードゲーム、ワードゲー
ム、ビデオゲーム、戦闘ゲー
ム、スポーツゲーム、ダウン
ロード型ゲーム、ゲーム批
評、攻略本、コンピュータ
ゲーム、インターネットゲー
ム（ロールプレイングゲーム
など）。 

http://www.games.com 

http://www.shockwave.com 

政府および法律
（Government and 
Law） 

gov 1011 政府 Web サイト、外交関
係、政府および選挙に関する
ニュースや情報、法律家、法
律事務所、法律関連の出版
物、法律関連の参考資料、裁
判所、訴訟事件一覧表、法律
関連の協会などの法律分野に
関する情報、立法および判
例、市民権問題、移民関連、
特許、著作権、法執行制度お
よび矯正制度に関する情報、
犯罪報道、法的措置、犯罪統
計、軍事（軍隊、軍事基地、
軍組織）およびテロ対策 
など。 

http://www.usa.gov 

http://www.law.com 

ハッキング
（Hacking） 

hack 1050 Web サイト、ソフトウェア、
およびコンピュータのセキュ
リティを回避する方法に関す
る議論。 

http://www.hackthissite.org 

http://www.gohacking.com 

ヘイト スピーチ
（Hate Speech） 

hate 1016 社会集団、肌の色、宗教、性
的指向、障がい、階級、民
族、国籍、年齢、性別、性同
一性を基に、憎悪、不寛容、
差別を助長する Web サイ
ト。人種差別を扇動するサイ
ト、性差別、人種差別の神
学、人種差別の音楽、ネオナ
チ組織、特定民族至上主義、
およびホロコースト否定論。 

http://www.kkk.com 

http://www.aryanunity.com 

http://www.888.com/
http://www.gambling.com/
http://www.games.com/
http://www.shockwave.com/
http://www.usa.gov/
http://www.law.com/
http://www.hackthissite.org/
http://www.gohacking.com/
http://www.kkk.com/
http://www.aryanunity.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

健康と薬 hmed 1104 健康管理、疾病および障が
い、医療、病院、医師、医薬
品、精神衛生、精神医学、薬
理学、エクササイズおよび
フィットネス、身体障がい、
ビタミン剤とサプリメント、
健康にかかわる性行為（疾病
および健康管理）、喫煙、飲
酒、薬物使用、健康にかかわ
るギャンブル（疾病および健
康管理）。 

http://health.com 

http://webmd.com 

健康および栄養
（Health and 
Nutrition） 

hlth 1009 健康管理、疾病および障が
い、医療、病院、医師、医薬
品、精神衛生、精神医学、薬
理学、エクササイズとフィッ
トネス、身体障がい、ビタミ
ン剤とサプリメント、健康に
かかわる性行為（疾病および
健康管理）、喫煙、飲酒、薬
物使用、健康にかかわるギャ
ンブル（疾病および健康管
理）、食物全般、飲食、調理
とレシピ、食物と栄養、健康
維持と食事療法、レシピや料
理に関する Web サイトを含
む料理全般、代替医療など。 

http://www.health.com 

http://www.webmd.com 

ユーモア（Humor） lol 1079 ジョーク、スケッチ、コミッ
ク、その他のユーモラスなコ
ンテンツ。不快感を与える可
能性のあるアダルトユーモア
は [アダルト（Adult）] に分
類されます。 

http://www.pun.me 

http://www.jokes.com 

ハンティング
（Hunting） 

hunt 1098 狩猟と魚釣り、職業またはス
ポーツとしての狩猟、ガンク
ラブ、その他の狩猟関連サ 
イト。 

http://www.bulletsafaris.com 

http://mfha.org 

違法行為（Illegal 
Activities） 

ilac 1022 窃盗、不正行為、電話ネット
ワークへの不法アクセスなど
の犯罪を助長するサイト、コ
ンピュータウィルス、テロリ
ズム、爆弾、無秩序、および
殺人や自殺を描写したものや
その実行方法を記述した 
Web サイト。 

http://www.ekran.no 

http://pyrobin.com 

違法ダウンロード
（Illegal 
Downloads） 

ildl 1084 著作権契約に違反してソフト
ウェア保護を回避するため
の、ソフトウェア、シリアル
番号、キー生成ツールなどを
ダウンロードできる Web サ
イト。動画共有は「Peer File 
Transfer」に分類されます。 

http://www.keygenninja.com 

http://www.rootscrack.com 

違法ドラッグ
（Illegal Drugs） 

drug 1047 脱法ドラッグ、ドラッグ摂取
の道具、およびドラッグの購
入と製造に関する情報。 

http://www.shroomery.org 

http://www.hightimes.com 

http://health.com/
http://webmd.com/
http://www.health.com/
http://www.webmd.com/
http://www.pun.me/
http://www.jokes.com/
http://www.bulletsafaris.com/
http://mfha.org/
http://www.ekran.no/
http://pyrobin.com/
http://www.keygenninja.com/
http://www.rootscrack.com/
http://www.shroomery.org/
http://www.hightimes.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

インフラストラク
チャおよびコンテン
ツ配信ネットワーク
（Infrastructure and 
Content Delivery 
Networks） 

infr 1018 コンテンツ配信インフラスト
ラクチャや動的に生成される
コンテンツ、セキュリティで
保護されているか、または分
類が困難なために細かく分類
できない Web サイト。 

http://www.akamai.net 

http://www.webstat.net 

Internet of Things
（IoT） 

iot 1116 Internet of Things（IoT）お
よびその他のネットワーク認
識型電子機器の設定で、全般
的な正常性、アクティビ
ティ、または支援をモニタす
るために使用されるドメイ
ン。また、これらのサイトで
は、ソフトウェアまたは
ファームウェアの更新を提供
したり、デバイスを管理する
ためのリモートアクセスを許
可したりできます。IoT は、
プリンタ、テレビ、サーモス
タット、システムモニタリン
グ、自動化、スマートアプラ
イアンスなどの製品の消費者
とプロフェッショナルの両方
のセグメントに存在します。 

http://samsungotn.net 

http://transport.nest.com 

インターネット電話
（Internet 
Telephony） 

ｖoip 1067 インターネットを利用した電
話サービス。 

http://www.skype.com 

http://www.getvoca.com 

求職（Job Search） job 1004 職業に関する助言、履歴書の
書き方、面接に関するスキ
ル、就職斡旋サービス、求人
データバンク、職業紹介所、
人材派遣会社、雇用主の Web 
サイト。 

http://www.careerbuilder.com 

http://www.monster.com 

下着および水着
（Lingerie and 
Swimsuits） 

ling 1031 下着および水着。特にモデル
が着用している Web サ 
イト。 

http://www.swimsuits.com 

http://www.victoriassecret.com 

宝くじ（Lotteries） lotr 1034 懸賞くじ、コンテスト、およ
び公営宝くじ。 

http://www.calottery.com 

http://www.flalottery.com 

軍（Military） mil 1099 武装部隊、軍事基地、軍事組
織などの軍隊、およびテロ 
対策。 

http://www.goarmy.com 

http://www.todaysmilitary.com 

携帯電話（Mobile 
Phones） 

cell 1070 ショートメッセージサービス
（SMS）、着信音、携帯電話
用のダウンロードサービス。
携帯電話会社の Web サイト
は「Business and Industry」
カテゴリに含まれます。 

http://www.cbfsms.com 

http://www.zedge.net 

http://www.akamai.net/
http://www.webstat.net/
http://samsungotn.net/
http://transport.nest.com/
http://www.skype.com/
http://www.getvoca.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.monster.com/
http://www.swimsuits.com/
http://www.victoriassecret.com/
http://www.calottery.com/
http://www.flalottery.com/
http://www.goarmy.com/
http://www.todaysmilitary.com/
http://www.cbfsms.com/
http://www.zedge.net/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

博物館
（Museums） 

muse 1117 一般的な関心を集めたり、ま
たは高い専門性を備えたりす
るテーマに関する情報を保持
することを専門とする、オン
ラインおよび物理的な博物館
と展示品。芸術、歴史、科
学、または文化的に重要なも
のが対象です。 

http://ushmm.org 

http://museodelasmomiasdeguanajuato.n
egocio.site 

自然と保護（Nature 
and Conservation） 

ncon 1106 天然資源、生態学および自然
保護、森林、原生地、植物、
草花、森林保護、森林、原生
林および林業、森林管理（再
生、保護、保全、伐採、森林
状態、間伐、計画的火入
れ）、農作業（農業、ガーデ
ニング、園芸、造園、種ま
き、除草、灌漑、剪定、収
穫）、環境汚染問題（大気
質、有害廃棄物、汚染防止、
リサイクル、廃棄物処理、水
質、環境産業）に関するサ 
イト。 

http://nature.org 

http://thepottedgarden.co.uk 

自然（Nature） natr 1013 天然資源、生態学および自然
保護、森林、原生地、植物、
草花、森林保護、森林、原生
林および林業、森林管理（再
生、保護、保全、伐採、森林
状態、間伐、計画的火入
れ）、農作業（農業、ガーデ
ニング、園芸、造園、種ま
き、除草、灌漑、剪定、収
穫）、環境汚染問題（大気
質、有害廃棄物、汚染防止、
リサイクル、廃棄物処理、水
質、環境産業）、動物、ペッ
ト、家畜、動物学、生物学、
植物学。 

http://www.enature.com 

http://www.agriculture.com 

ニュース（News） news 1058 ニュース、ヘッドライン、新
聞、テレビ局、雑誌、天気、
およびスキー場の状態。 

http://www.cnn.com 

http://news.bbc.co.uk 

非政府組織（Non-
Governmental 
Organizations） 

ngo 1087 クラブ、圧力団体、コミュニ
ティ、非営利組織および労働
組合などの非政府組織。 

http://www.panda.org 

http://www.unions.org 

性的でないヌード
（Non-Sexual 
Nudity） 

nsn 1060 ヌーディズムやヌード、自然
主義、ヌーディストキャン
プ、および芸術的ヌード。 

http://www.1001fessesproject.com 

http://www.naturistsociety.com 

非実用的（Not 
Actionable） 

nact 1103 検査されたが、到達不能また
はカテゴリに割り当てられる
コンテンツが不足しているサ
イト。 

 

http://ushmm.org/
http://museodelasmomiasdeguanajuato.negocio.site/
http://museodelasmomiasdeguanajuato.negocio.site/
http://nature.org/
http://thepottedgarden.co.uk/
http://www.enature.com/
http://www.agriculture.com/
http://www.cnn.com/
http://news.bbc.co.uk/
http://www.panda.org/
http://www.unions.org/
http://www.1001fessesproject.com/
http://www.naturistsociety.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

オンライン コミュニ
ティ（Online 
Communities） 

comm 1024 アフィニティグループ、同じ
興味を持つ人々の集まり、
Web ニュースグループ、およ
びメッセージ ボード。[プロ
フェッショナル ネットワーキ
ング（Professional 
Networking）] カテゴリまた
は [ソーシャルネットワーキ
ング（Social Networking）] 
カテゴリに分類される Web 
サイトを除きます。 

http://www.reddit.com 

http://www.stackexchange.com 

オンラインドキュメ
ントの共有とコラボ
レーション（Online 
Document 
Sharing and 
Collaboration） 

docs 1115 ドキュメントの作成、変換、
編集に使用されるクラウド
ベースのソフトウェア。コラ
ボレーションおよび共有機能
は、通常は作成者が設定した
アクセス権限で使用できま
す。ドキュメントはオンライ
ンで保存することも、ダウン
ロードして使用することもで
きます。 

http://pastebin.com 

http://docs.google.com 

オンライン会議
（Online Meetings） 

meet 1100 オンライン会議、デスクトッ
プ共有、リモートアクセス、
および複数の場所のコラボ
レーションを容易にするその
他のツール。 

http://www.join.me 

http://www.teamviewer.com 

オンライン ストレー
ジおよびバックアッ
プ（Online Storage 
and Backup） 

osb 1066 バックアップ、共有、および
ホスティングを目的とした、
オフサイト ストレージおよび
ピアツーピア型ストレージ 

http://www.adrive.com 

http://www.dropbox.com 

オンライン トレード
（Online Trading） 

trad 1028 オンライン証券会社、ユーザ
がオンラインで株取引できる 
Web サイト、株式市場、株
式、債券、投資信託会社、ブ
ローカ、株式市場の分析と解
説、株式審査、株価チャー
ト、IPO、および株式分割に
関する情報。株式に対するス
プレッド ベッティングのサー
ビスは、「Gambling」に分類
されます。その他の金融サー
ビスは「Finance」に分類さ
れます。 

http://www.tdameritrade.com 

http://www.etrade.com 

業務用電子メール
（Organizational 
Email） 

pem 1085 Outlook Web Access
（OWA）などで業務用のメー
ルを利用する際に使用する 
Web サイト。 

http://mail.zoho.com 

http://webmail.edmc.edu 

超常現象
（Paranormal） 

prnm 1101 UFO、幽霊、未確認動物、テ
レキネシス、都市伝説、 
神話。 

http://www.ghoststudy.com 

http://www.ufocasebook.com 

http://www.reddit.com/
http://www.stackexchange.com/
http://pastebin.com/
http://docs.google.com/
http://www.join.me/
http://www.teamviewer.com/
http://www.adrive.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.tdameritrade.com/
http://www.etrade.com/
http://mail.zoho.com/
http://webmail.edmc.edu/
http://www.ghoststudy.com/
http://www.ufocasebook.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

パーク ドメイン
（Parked Domains） 

park 1092 広告ネットワークの有料リス
ティングサービスを利用して
そのドメインのトラフィック
から収益を得ようとする Web 
サイト、またはドメイン名を
販売して収益を得ようと考え
ている「不正占拠者」が所有
する Web サイト。有料広告
リンクを返す偽の検索サイト
も含まれます。 

http://www.domainzaar.com 

http://www.cricketbuzz.com 

ピア ファイル転送
（Peer File 
Transfer） 

p2p 1056 ピアツーピア型のファイル要
求 Web サイト。ファイル転
送自体のトラッキングは行い
ません。 

http://www.bittorrent.com 

http://www.torrentdownloads.me 

個人サイト
（Personal Sites） 

pers 1081 個人が運営している個人関連
の Web サイト、個人用ホー
ムページサーバ、個人的コン
テンツが公開されている Web 
サイト、および特定のテーマ
がない個人ブログなど。 

http://www.blogmaverick.com 

http://www.stallman.org 

パーソナル VPN
（Personal VPN） 

pvpn 1102 バーチャル プライベート 
ネットワーク（VPN）サイ
ト、または一般的に個人使用
向けのツール（法人による使
用の可否は場合による）。 

http://www.openvpn.net 

http://www.torvpn.com 

写真検索と画像
（Photo Search and 
Images） 

img 1090 画像、写真、クリップアート
の保存と検索を促進します。 

http://www.flickr.com 

http://www.photobucket.com 

政治（Politics） pol 1083 政治家、政党に関する Web 
サイト、政治、選挙、民主主
義、投票に関するニュースお
よび情報。 

http://www.politics.com 

http://www.gp.org 

ポルノ
（Pornography） 

porn 1054 性的表現が露骨な文章または
画像。性的表現が露骨なアニ
メや漫画、性的表現が露骨な
描写全般、フェチ志向の文章
や画像、性的表現が露骨な
チャットルーム、セックスシ
ミュレータ、ストリップポー
カー、アダルト映画、わいせ
つな芸術、および性的表現が
露骨な Web メールなど。 

http://www.redtube.com 

http://www.youporn.com 

ホストとしてのプラ
イベート IP アドレス
（Private IP 
Addresses as 
Host） 

piah 1121 URL のホスト部分として使用
されるプライベート IP アドレ
ス。プライベート IP アドレス
は、境界ルータの背後での内
部使用専用であるため、パブ
リックにルーティングできま
せん。 

 

http://www.domainzaar.com/
http://www.cricketbuzz.com/
http://www.bittorrent.com/
http://www.torrentdownloads.me/
http://www.blogmaverick.com/
http://www.stallman.org/
http://www.openvpn.net/
http://www.torvpn.com/
http://www.flickr.com/
http://www.photobucket.com/
http://www.politics.com/
http://www.gp.org/
http://www.redtube.com/
http://www.youporn.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

プロフェッショナル 
ネットワーキング
（Professional 
Networking） 

pnet 1089 キャリア開発や専門性開発を
目的としたソーシャル ネット
ワーキング。「Social 
Networking」も参照してくだ
さい。 

http://www.linkedin.com 

http://www.europeanpwn.net 

不動産（Real 
Estate） 

rest 1045 不動産、事務所や商業区画、
賃貸、アパート、戸建てなど
の不動産物件一覧、住宅建築
の検索に役立つ情報。 

http://www.realtor.com 

http://www.zillow.com 

レシピと食品
（Recipes and 
Food） 

reci 1105 料理、レシピ、および食品や
ノンアルコール飲料に関する
情報、料理と食品の文化的側
面、食生活の説明と守るべき
ヒント、食品に関する一般的
な栄養情報を共有または議論
する専門サイト。調理機器お
よび用具の使用と説明。フー
ドセレブ、ライフスタイル、
およびマニアのブログ。 

http://allrecipes.com 

http://seriouseats.com 

参照（Reference） ref 1017 都道府県および市区町村の案
内情報、地図、時刻、参照文
献、辞書、および図書館 
など。 

http://www.wikipedia.org 

http://www.yellowpages.com 

地域の制限付きサイ
ト（ドイツ）
（Regional 
Restricted Sites） 

xdeu 1125 地方政府の判断により違法で
ある可能性のあるコンテンツ
が原因でドイツで制限されて
いる URL。 

  

地域の制限付きサイ
ト（英国）
（Regional 
Restricted Sites） 

xgbr 1123 地方政府の判断により違法で
ある可能性があるコンテンツ
が原因で英国で制限されてい
る URL。 

  

地域の制限付きサイ
ト（イタリア）
（Regional 
Restricted Sites） 

xita 1124 地方政府の判断により違法で
ある可能性のあるコンテンツ
が原因でイタリアで制限され
ている URL。 

  

地域の制限付きサイ
ト（ポーランド）
（Regional 
Restricted Sites） 

xpol 1126 地方政府の判断により違法で
ある可能性のあるコンテンツ
が原因でポーランドで制限さ
れている URL。 

http://betsafe62.com 

http://tornadobet69.com 

宗教（Religion） rel 1086 宗教に関するコンテンツ、宗
教に関する情報、および宗教
上のコミュニティ。 

http://www.religionfacts.com 

http://www.religioustolerance.org 

SaaS および B2B
（SaaS and B2B） 

saas 1080 オンライン ビジネス サービ
ス用 Web ポータル、および
オンライン会議。 

http://www.netsuite.com 

http://www.salesforce.com 

子供向け（Safe for 
Kids） 

kids 1057 幼児や児童向けに作成されて
いるか、明示的に幼児や児童
向けと認められている Web 
サイト。 

http://www.discoverykids.com 

http://www.nickjr.com 

http://www.linkedin.com/
http://www.europeanpwn.net/
http://www.realtor.com/
http://www.zillow.com/
http://allrecipes.com/
http://seriouseats.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.yellowpages.com/
http://betsafe62.com/
http://tornadobet69.com/
http://www.religionfacts.com/
http://www.religioustolerance.org/
http://www.netsuite.com/
http://www.salesforce.com/
http://www.discoverykids.com/
http://www.nickjr.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

科学技術（Science 
and Technology） 

sci 1012 航空宇宙科学、電子工学、工
学、数学、その他の類似の主
題、宇宙開発、気象学、地理
学、環境、エネルギー（化
石、原子力、再生可能）、お
よび通信（電話、遠距離 
通信）。 

http://www.physorg.com 

http://www.science.gov 

検索エンジンおよび
ポータル（Search 
Engines and 
Portals） 

srch 1020 検索エンジンなど、インター
ネット上の情報にアクセスす
るための起点となるサイト。 

http://www.bing.com 

http://www.google.com 

性教育（Sex 
Education） 

sxed 1052 セックス、性の健康、避妊、
および妊娠を扱う、事実に基
づく Web サイト。 

http://www.avert.org 

http://www.scarleteen.com 

ショッピング
（Shopping） 

shop 1005 物々交換、オンライン購入、
クーポン、無料提供、事務用
品、オンラインカタログ、オ
ンラインモールなど。 

http://www.amazon.com 

http://www.shopping.com 

ソーシャル ネット
ワーキング（Social 
Networking） 

snet 1069 ソーシャル ネットワーキング
関連。[プロフェッショナル 
ネットワーキング
（Professional Networking）] 
も参照してください。 

http://www.facebook.com 

http://www.twitter.com 

社会科学（Social 
Science） 

socs 1014 社会に関係する科学と歴史、
考古学、文化人類学、カル
チュラルスタディーズ、歴史
学、言語学、地理学、哲学、
心理学、および女性学。 

http://www.archaeology.org 

http://www.anthropology.net 

社会および文化
（Society and 
Culture） 

scty 1010 家族および家族関係、民族
性、社会組織、家系、高齢
者、および保育。 

http://www.childcareaware.org 

http://www.familysearch.org 

ソフトウェア アップ
デート（Software 
Updates） 

swup 1053 ソフトウェア パッケージに対
する更新プログラムを提供し
ている Web サイト。 

http://www.softwarepatch.com 

http://www.windowsupdate.com 

スポーツおよびレク
リエーション
（Sports and 
Recreation） 

sprt 1008 すべてのプロスポーツおよび
アマチュアスポーツ、レクリ
エーション活動、釣り、ファ
ンタジースポーツ （ゲー
ム）、公園、遊園地、レ
ジャープール、テーマパー
ク、動物園、水族館、および
温泉施設。 

http://www.espn.com 

http://www.recreation.gov 

ストリーミング オー
ディオ（Streaming 
Audio） 

aud 1073 リアルタイム ストリーミング 
オーディオ コンテンツ（イン
ターネット ラジオやオーディ
オ フィードなど）。 

http://www.live-radio.net 

http://www.shoutcast.com 

http://www.physorg.com/
http://www.science.gov/
http://www.bing.com/
http://www.google.com/
http://www.avert.org/
http://www.scarleteen.com/
http://www.amazon.com/
http://www.shopping.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.archaeology.org/
http://www.anthropology.net/
http://www.childcareaware.org/
http://www.familysearch.org/
http://www.softwarepatch.com/
http://www.windowsupdate.com/
http://www.espn.com/
http://www.recreation.gov/
http://www.live-radio.net/
http://www.shoutcast.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

ストリーミング ビデ
オ（Streaming 
Video） 

vid 1072 リアルタイム ストリーミング 
ビデオ（インターネット テレ
ビ、Web キャスト、動画共有
など）。 

http://www.hulu.com 

http://www.youtube.com 

テロリズムと暴力的
な過激主義
（Terrorism and 
Violent 
Extremism） 

terr 1119 イデオロギーの一環として、
死または暴力を助長するテロ
リストまたは過激派の Web 
サイト。サイトには、グラ
フィックや不穏な画像、ビデ
オおよびテキストが含まれて
いることがあります。一部の
サイトは、テロを支持してい
ないが、暴力的な資料を直接
共有している場合もあり 
ます。 

  

タバコ（Tobacco） tob 1078 愛煙家の Web サイト、タバ
コ製造会社、パイプおよび喫
煙製品（違法薬物吸引用でな
いもの）。タバコ依存は [健
康および栄養（Health and 
Nutrition）] カテゴリに分類
されます。 

http://www.bat.com 

http://www.tobacco.org 

乗り物
（Transportation） 

trns 1044 個人用の乗り物、自動車およ
びバイクに関する情報、新
車、中古車、およびオートバ
イの購入、自動車愛好会、小
型船舶、航空機、レジャー用
自動車（RV）およびその他の
類似項目。自動車レースおよ
びバイクレースは [スポーツ
およびレクリエーション
（Sports and Recreation）] に
分類されます。 

http://www.cars.com 

http://www.motorcycles.com 

旅行（Travel） trvl 1046 ビジネス旅行と個人旅行、旅
行情報、トラベル リソース、
旅行代理店、休暇利用のパッ
ク旅行、船旅、宿泊施設、交
通手段、航空便の予約、航空
運賃、レンタカーおよび 
別荘。 

http://www.expedia.com 

http://www.lonelyplanet.com 

URL 短縮サービス
（URL Shorteners） 

shrt 1120 長い URL を短縮したり、URL 
をブランディングしたり、ハ
イパーリンクの最終的な宛先
を隠したりするために使用さ
れるドメイン。 

http://bit.ly 

http://tinyurl.com 

http://www.hulu.com/
http://www.youtube.com/
http://www.bat.com/
http://www.tobacco.org/
http://www.cars.com/
http://www.motorcycles.com/
http://www.expedia.com/
http://www.lonelyplanet.com/
http://bit.ly/
http://tinyurl.com/
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カテゴリ 省略形 コード 説明 URL の例 

武器（Weapons） weap 1036 一般的な武器の購入または使
用に関連する情報（銃販売
店、銃のオークション、銃の
案内広告、銃の付属品、銃の
展示会、銃のトレーニングな
ど）、銃およびその他の武器
に関する一般的な情報。グラ
フィック ハンティング サイ
トを含めることができます。
政府の軍に関する Web サイ
トは、[政府および法律
（Government and Law）] カ
テゴリに分類されます。 

http://www.coldsteel.com 

http://www.gunbroker.com 

Web キャッシュと
アーカイブ（Web 
Cache and 
Archives） 

cach 1108 通常、保存またはロード時間
の短縮のために格納される
キャッシュまたはアーカイブ
された Web コンテンツ。 

http://archive.org 

http://webcache.googleusercontent.com 

Web ホスティング
（Web Hosting） 

whst 1037 Web サイトのホスティングお
よび帯域幅サービスなど。 

http://www.bluehost.com 

http://www.godaddy.com 

Web ページ翻訳
（Web Page 
Translation） 

tran 1063 Web ページの翻訳。 http://babelfish.com 

http://translate.google.com 

Web メール（Web-
Based Email） 

mail 1038 Web メール サービス。個人
が自分の会社の電子メール 
サービスを利用するための 
Web サイトは、[業務用電子
メール（Organizational 
Email）] カテゴリに分類され
ます。 

http://mail.yahoo.com 

http://outlook.com 

カテゴリなし（No 
Category） 

na 1073741825
（0x40000001） 

URL はまだ分類されていま 
せん。 

まだ分類されていない URL。 

注：   Web Usage Controls で使用されるカテゴリとサイトの分類は、予告なく変更されることがあります。
URL の例は、説明のみを目的としています。 

シスコが選ばれる理由 

シスコは、ハイパフォーマンスなアクセプタブルユースを適用し、あらゆる規模の組織がネットワークの使用を制御
し、コンプライアンスに関する規制を満たし、ブランドと評判を保護できるようにします。シスコは、組織のポリ
シーの整合性を確保するために、Web を含むすべての通信チャネルにわたってセキュリティをモニタリングし、適
用するための包括的なソリューションが不可欠であると考えています。シスコは、この重要な機能のためのシンプル
で展開しやすいソリューションを提供します。 

http://www.coldsteel.com/
http://www.gunbroker.com/
http://archive.org/
http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.bluehost.com/
http://www.godaddy.com/
http://babelfish.com/
http://translate.google.com/
http://mail.yahoo.com/
http://outlook.com/
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Cisco Capital 

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション 

Cisco Capital® により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力
を維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 ヵ国あまりの国々で
は、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、シスコの柔軟な支
払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。詳細はこちらをご覧ください。 

詳細情報 

シスコの営業担当者、チャネルパートナー、およびシステムエンジニアは、シスコ製品が企業ネットワーク インフ
ラストラクチャの安全性、信頼性、および管理の容易性をいかに向上させるかを評価するお手伝いをします。貴社が
これらの業界トップクラスの製品のメリットを得られる可能性があるとお考えの場合は、米国またはカナダの場合は 
866 428-9596 までお電話いただくか、シスコの Web（https://www.cisco.com/go/websecurity）をご覧くだ 
さい。 
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