
カテゴリ

シスコでは、特定カテゴリに属するWebサイトの妥当性を常時評価し、業界最高水準の正確さ
を確保しています。 Cisco Cloud Web Securityが使用するカテゴリおよびWebサイトの分類は、
予告なく変更されることがあります。以下の例は、テストを目的としてのみ記載されているも

のであり、シスコがこれらのWebサイトを推奨しているわけではありません。

児童虐待を含むコンテンツは、例外なくすべてのお客様に対してブロックされます。また、法

律上の理由により、これらのログは記録されません。「Child Abuse Content（児童虐待コンテ
ンツ）」カテゴリは Cisco ScanCenterに表示されません。

（注）

• カテゴリリスト, 1 ページ

カテゴリリスト
シスコはWebサイトをカテゴリで分類しています。カテゴリはWebフィルタリングポリシーを作成するための基本
的な方法です。次のリストに、フィルタリングポリシーが意図したように機能していることを検証するために使用で

きるサンプルのWebサイトを示します。

Adult（アダルト）

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これに含まれる場合があります。

• www.adultentertainmentexpo.com

• www.adultnetline.com
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Advertisements（広告）

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、「Business and Industry（事
業および産業）」カテゴリに分類されます。

• www.adforce.com

• www.doubleclick.com

Alcohol（アルコール類）

嗜好品としてのお酒、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。アルコール依存は「Health andNutrition（健
康および栄養）」に分類されます。バーおよびレストランは「Dining and Drinking（飲食）」に分
類されます。

• www.samueladams.com

• www.whisky.com

Arts（芸術）

画廊および展示会、芸術家および芸術作品、写真、文学および書籍、舞台芸術および劇場、ミュー

ジカル、バレエ、美術館、デザイン、建築。映画およびテレビは「Entertainment（エンターテイ
メント）」に分類されます。

• www.moma.org

• www.nga.gov

Astrology（占星術）

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。

• www.astro.com

• www.astrology.com

Auctions（オークション）

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。

• www.craigslist.com

• www.ebay.com

Business and Industry（事業および産業）

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、建設と建築、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
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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）。

• www.freightcenter.com

• www.staples.com

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

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。

• www.icq.com

• www.meebo.com

Cheating and Plagiarism（不正および盗用）

期末レポートなどの書物の盗用や販売、盗作を助長するもの。

• www.bestessays.com

• www.superiorpapers.com

Child Abuse Content（児童虐待コンテンツ）

世界中の違法な児童性的虐待コンテンツ。児童虐待を含むコンテンツは、例外なくすべてのお客

様に対してブロックされます。また、法律上の理由により、これらのログは記録されません。こ

のカテゴリは、Cisco ScanCenterに表示されることは絶対にありません。

Computer Security（コンピュータセキュリティ）

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。

• www.computersecurity.com

• www.symantec.com

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

コンピュータおよび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および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。フリーウェアおよびシェアウェアは、「Freeware and Shareware（フリーウェ
アおよびシェアウェア）」カテゴリに分類されます。

• www.w3.org

• www.xml.com

Dating（出会い系）

出会い系サイト、結婚紹介所など。
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• www.eharmony.com

• www.match.com

Digital Postcards（デジタルはがき）

デジタルはがきおよび電子カードの送信。

• www.all-yours.net

• www.delivr.net

Dining and Drinking（飲食）

飲食店、レストラン、バー、居酒屋、パブ、レストランガイド、レストランレビューなど。

• www.hideawaybrewpub.com

• www.restaurantrow.com

Dynamic and Residential（ダイナミック IP アドレスおよびレジデンシャル IP アドレス）

ブロードバンド回線の IPアドレス。通常は、自宅のコンピュータにリモート接続するなどの目的
で家庭内ネットワークにアクセスしようとしているユーザを示します。

Education（教育）

教育関連のWebサイト。たとえば、学校、短大、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。

• www.education.com

• www.greatschools.org

Entertainment（エンターテイメント）

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。「Arts（芸術）」カテゴリ
との違いを確認してください。

• www.eonline.com

• www.ew.com

Extreme（過激）

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。

• www.car-accidents.com

• www.crime-scene-photos.com
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Fashion（ファッション）

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。皮膚科関連製品は「HealthandNutrition（健康および栄養）」
カテゴリに分類されます。

• www.fashion.net

• www.findabeautysalon.com

File Transfer Services（ファイル転送サービス）

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

• www.rapidshare.com

• www.yousendit.com

Filter Avoidance（フィルタリング回避）

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。例：cgi、php、および glypeを
使用した匿名プロキシサービス。

• www.bypassschoolfilter.com

• www.filterbypass.com

Finance（財務）

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

もの。株は「Online Trading（オンライントレード）」に分類されます。

• finance.yahoo.com

• www.bankofamerica.com

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

無料のソフトウェアやシェアウェアのダウンロード。

• www.freewarehome.com

• www.shareware.com

Gambling（ギャンブル）

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「Health and Nutrition（健康および栄
養）」に分類されます。国営宝くじは「Lotteries（宝くじ）」に分類されます。

• www.888.com
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• www.gambling.com

Games（ゲーム）

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）。

• www.games.com

• www.shockwave.com

Government and Law（政府および法律）

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）/テロ対
策など。

• www.law.com

• www.usa.gov

Hacking（ハッキング）

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。

• www.gohacking.com

• www.hackthissite.org

Hate Speech（憎悪発言）

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、性同一性に基づ

いて、憎悪、不寛容、差別を助長するWebサイト。人種差別、性差別、人種差別的な神学、人種
差別的な音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定論を助長するWebサイト。

• www.kkk.com

• www.nazi.org

Health and Nutrition（健康および栄養）

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、ビタミン剤およびサプリメント、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、調理およびレシピ、食物と栄養、健康維持および食事療法、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。

• www.health.com
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• www.webmd.com

Humor（ユーモア）

ジョーク、寸劇、漫画、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「Adult（アダルト）」に分類されます。

• www.humor.com

• www.jokes.com

Illegal Activities（違法行為）

犯罪（窃盗、詐欺、電話回線への違法アクセスなど）の助長、コンピュータウイルス、テロ、爆

弾、無政府主義、自他殺の方法の記載など殺人および自殺に関する描写を含むWebサイトなど。

• www.ekran.no

• www.thedisease.net

Illegal Downloads（違法ダウンロード）

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。 Torrentは、「Peer File Transfer（ピアツーピ
アファイル転送）」に分類されます。

• www.keygenguru.com

• www.zcrack.com

Illegal Drugs（違法薬物）

娯楽用薬物、吸引道具、薬物の購入および製造など。

• www.cocaine.org

• www.hightimes.com

Infrastructure and Content Delivery（インフラストラクチャおよびコンテンツ配信）

コンテンツ配信インフラおよび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サイトなど。

• www.akamai.net

• www.webstat.net

Internet Telephony（インターネット電話）

インターネットを利用した電話サービス。

• www.evaphone.com

• www.skype.com
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Job Search（求職）

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サイトなど。

• www.careerbuilder.com

• www.monster.com

Lingerie and Swimsuits（下着および水着）

下着および水着。特にモデルが着用しているWebサイト。

• www.swimsuits.com

• www.victoriassecret.com

Lotteries（宝くじ）

懸賞くじ、コンテスト、および公営宝くじ。

• www.calottery.com

• www.flalottery.com

Mobile Phones（携帯電話）

Short Message Services（SMS;ショートメッセージサービス）、着信音などの携帯電話用ダウン
ロードサービス。携帯電話会社のWebサイトは、「Business and Industry（事業および産業）」
カテゴリに分類されます。

• www.cbfsms.com

• www.zedge.net

Nature（自然）

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。

• www.enature.com

• www.nature.org

News（ニュース）

ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場情報。

• news.bbc.co.uk

• www.cnn.com
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Non-Governmental Organizations（非政府組織）

クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織、労働組合など。

• www.panda.org

• www.unions.org

Non-Sexual Nudity（性的でないヌード）

ヌーディズム、ヌード、自然主義、ヌーディストキャンプ、芸術的ヌードなど。

• www.artenuda.com

• www.naturistsociety.com

Online Communities（オンラインコミュニティ）

アフィニティグループ、Special Interest Group（SIG;同じ興味を持つ人々の集まり）、Webニュー
スグループ、Web掲示板など。「Professional Networking（プロフェッショナルネットワーキン
グ）」カテゴリまたは「Social Networking（ソーシャルネットワーキング）」カテゴリに分類さ
れるWebサイトはここには含まれません。

• www.ieee.org

• www.igda.org

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

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

• www.adrive.com

• www.dropbox.com

Online Trading（オンライントレード）

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、ブローカー、株式市場の分析と解説、株式審査、株価チャート、IPO、株式分割に
関する情報。株式スプレッドベッティングのサービスは「Gambling（ギャンブル）」に分類され
ます。他の金融サービスは「Finance（金融）」に分類されます。

• www.scottrade.com

• www.tdameritrade.com

Organizational Email（業務用電子メール）

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。

Cisco ScanCenter アドミニストレータガイドバージョン 5.2    
   OL-22629-06 9

カテゴリ

カテゴリリスト



Parked Domains（パークドメイン）

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。

• www.domainzaar.com

• www.parked.com

Peer File Transfer（ピアファイル転送）

ピアツーピア型のファイル要求Webサイト。Webフィルタでこのカテゴリを使用しても、ファ
イル転送自体はトラッキングされません。

• www.bittorrent.com

• www.limewire.com

Personal Sites（個人サイト）

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、個人コンテンツが公
開されているWebサイト、特定のテーマのない個人ブログなど。

• www.karymullis.com

• www.stallman.org

Photo Searches and Images（写真検索および画像）

画像、写真、クリップアートの保存と検索を促進します。

• www.flickr.com

• www.photobucket.com

Politics（政治）

政治家、政党、政治、選挙、民主主義、投票などに関連するニュースや情報のWebサイト。

• www.politics.com

• www.thisnation.com

Pornography（ポルノ）

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、性的表現が露骨なWebメールなど。

• www.redtube.com

• www.youporn.com
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Professional Networking（プロフェッショナルネットワーキング）

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。「SocialNetworking（ソー
シャルネットワーキング）」も参照してください。

• www.linkedin.com

• www.europeanpwn.net

Real Estate（不動産）

不動産の検索に役立つ情報、事務所および商業区画、賃貸、アパート、戸建てなどの不動産物件

一覧、住宅建築など。

• www.realtor.com

• www.zillow.com

Reference（リファレンス）

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、図書館など。

• www.wikipedia.org

• www.yellowpages.com

Religion（宗教）

宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教団体。

• www.religionfacts.com

• www.religioustolerance.org

SaaS and B2B（SaaS および B2B）

オンラインビジネスサービス用Webポータル、オンライン会議など。

• www.netsuite.com

• www.salesforce.com

Safe for Kids（子供向け）

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。

• kids.discovery.com

• www.nickjr.com

Science and Technology（科学技術）

科学技術（航空宇宙、電子工学、工学、数学など）、宇宙探査、気象学、地理学、環境、エネル

ギー（化石燃料、原子力、再生可能エネルギー）、通信（電話、電気通信）など。
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• www.physorg.com

• www.science.gov

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

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。

• www.bing.com

• www.google.com

Sex Education（性教育）

事実に基づいて性的情報を扱うWebサイト、性的健康、避妊、妊娠など。

• www.avert.org

• www.scarleteen.com

Shopping（ショッピング）

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。

• www.amazon.com

• www.shopping.com

Social Networking（ソーシャルネットワーキング）

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

• www.facebook.com

• www.twitter.com

Social Sciences（社会科学）

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、女性学。

• www.anthropology.net

• www.archaeology.org

Society and Culture（社会および文化）

家族および家族関係、民族性、社会組織、家系、高齢者、保育など。

• www.childcare.gov

• www.familysearch.org
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Software Updates（ソフトウェア更新プログラム）

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。

• www.softwarepatch.com

• www.versiontracker.com

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

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、温泉施

設など。

• www.espn.com

• www.recreation.gov

Streaming Audio（ストリーミングオーディオ）

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）。

• www.live-radio.net

• www.shoutcast.com

Streaming Video（ストリーミングビデオ）

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）。

• www.hulu.com

• www.youtube.com

Tobacco（タバコ）

愛煙家のWebサイト、タバコ製造会社、パイプ、喫煙製品（違法薬物吸引用でないもの）など。
タバコ依存は「Health and Nutrition（健康および栄養）」カテゴリに分類されます。

• www.bat.com

• www.tobacco.org

Transportation（乗り物）

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、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）など。自動車レースおよびバイクレース
は「Sports and Recreation（スポーツおよびレクリエーション）」に分類されます。

• www.cars.com

• www.motorcycles.com
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Travel（旅行および出張）

出張および個人旅行、旅行情報、旅行のリソース、旅行代理店、パッケージ旅行、クルージング、

宿泊、交通手段、航空便の予約、航空運賃、レンタカー、別荘など。

• www.expedia.com

• www.lonelyplanet.com

Unclassified（未分類）

シスコのデータベースに登録されていないWebサイトは、未分類として記録され、レポートにも
そのように表示されます。 URLを誤って入力した場合もこれに含まれます。

Weapons（武器）

一般的な武器の購入および使用に関する情報（銃販売店、銃オークション、銃の案内広告、銃の

付属品、銃の展示会、銃の訓練など）、銃に関する全般情報、その他の武器や狩猟関連画像のサ

イトなども含まれる場合があります。政府の軍に関するWebサイトは、「Government and Law
（政府および法律）」カテゴリに分類されます。

• www.coldsteel.com

• www.gunbroker.com

Web Hosting（Web ホスティング）

Webサイトのホスティング、帯域幅サービスなど。

• www.bluehost.com

• www.godaddy.com

Web Page Translation（Web ページ翻訳）

Webページの翻訳。

• babelfish.yahoo.com

• translate.google.com

Web-Based Email（Web メール）

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、「Organizational Email（業務用電子メール）」カテゴリに分類されます。

• mail.yahoo.com

• www.hotmail.com
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