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1 はじめに 

1.1 本書の解説範囲 

このマニュアルは、本サービスのファイアウォールで機能提供する Web フィルタ（オプション）をご利用頂く場合

に Customer Control System で設定頂く内容について説明します。 

このマニュアルの対象者は、ファイアウォールの導入、運用、保守を担当するシステム管理者です。 

尚、Customer Control System の操作方法は、「Customer Control System 操作マニュアル」を参照下さい。 

 

1.2 注意事項 

本書は著作権法により著作権等の権利が保護されています。 

本書のすべてまたは一部を無断で複写・複製・転載・転用されますと、著作権等の権利侵害となる場合がありま

すのでご注意ください。 

また、本書はあくまでも参考資料であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。 

本書を用いることにより発生したいかなる損害も弊社は補償することはできません。 
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2 Webフィルタについて 

2.1 機能概要 

Webフィルタは、本サービスのファイアウォールで、Webサイトの閲覧時に、お客様にて任意に設定されたポリシ

ー（Web フィルタオブジェクト）に基づいて、制御する機能（URL フィルタリング）を提供するものです。 

Web フィルタオプションをお申込み頂いた場合、Customer Control System（カスコン）から、Web フィルタの設定

が可能となります。 

Web フィルタは透過型での提供となるため、ご利用頂く端末での PROXY サーバの設定は不要です。 

 

2.2 提供条件 

 Web フィルタオブジェクト（Web フィルタのポリシー）の定義は、カスコンからお客様にて実施頂きます。 

 Web フィルタオブジェクトの制御内容は、「許可」「ブロック」「オーバーライド」から選択して頂きます。 

 Web フィルタ機能により、Web 閲覧を遮断した場合、警告画面を端末に送信します。 

尚、HTTPS（SSL）通信の場合、「ブロック」「オーバーライド」に該当した場合、警告画面は端末に表示されず、

無応答（真っ白な画面表示）となります。 

 Web フィルタのオブジェクトは、以下の通信に適用されます。 

・HTTP(TCP/80)  

・SSL にて暗号化された通信 

※HTTPS(TCP/443)以外の SSL 通信についても、 

SNI(Server Name Indication)又は証明書の CN(Common Name)で制御します。 

 Web 閲覧の通信のみに Web フィルタのオブジェクトを適用したい場合は、サービスに以下を登録して下さい。 

 ・HTTP(TCP/80) 

 ・HTTPS(TCP/443) 

 ・プロキシ宛(TCP/8080 等) 

    注：サービスを any としてポリシを登録した場合、IMAPS 等の SSL 通信にも Web フィルタのオブジェクトが適用されま

す。 

 カテゴリ単位で、Web 閲覧時の制御内容（許可、ブロック、オーバーライド）を選択頂きます。 

Web サイトが、どのカテゴリに属するかは、ウェブルート社の Web サイトで確認することが出来ます。 

（http://www.brightcloud.com/support/lookup.php） 

 Web サイトのカテゴリの識別は FQDNで行います（サブディレクトリはカテゴリの識別には適用されません）。 

 SSL 通信の場合、FQDN ではなく SNI(Server Name Indication)又は証明書の CN(Common Name)情報に

よりカテゴリの識別が行われます。 

 Web フィルタオブジェクトは最大 5 つ定義することができます。 

 ファイアウォールのポリシー毎に、Web フィルタオブジェクトを選択することが出来ます。 

そのため、セグメント毎にファイアウォールのポリシーを用意することで、異なる Web フィルタオブジェクトを

適用することができます。 

 許可リスト/ブロックリストにより、カテゴリとは無関係に閲覧可否制御を実施できます。 

 Web フィルタの優先順位は、「ブロックリスト」⇒「許可リスト」⇒「カテゴリ設定」の順となります。 
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 許可リスト、ブロックリストはそれぞれ 250 個まで登録できます。 

尚、複数の Web フィルタオブジェクトを利用されている場合、それぞれの Web フィルタオブジェクトに登録さ

れている許可リスト、ブロックリストのそれぞれの合計値が 250 個以内である必要がございます。 

 Web 閲覧時に Web フィルタオブジェクトが適用された場合、Web フィルタログとして記録されます。 

尚、許可リストに該当するものは Web フィルタログに記録されません。 

 Web フィルタログとして記録される URL 情報は、1023 桁までとなります。 

但し、ログモニタリング機能で表示可能な桁数は 63 桁までとなり、ログダウンロード機能で表示可能な桁数

は 1023 桁となります。 

尚、HTTPS（SSL）通信時は、URL 情報ではなく、サーバ証明書の CN 情報が記録されます。 

 Web フィルタログは 14 日間保存しており、カスコンにてログダウンロードが可能です。 

 Web フィルタのカテゴリデータベースは、WEBROOT 社（BRIGHTCLOUD）から提供を受けています。 

Web フィルタのカテゴリデータベースは KDDI にて適宜アップデートされます。 
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2.3 設定上限値について 

Web フィルタに関する設定情報の上限値は以下の通りです。 

説明 上限値 説明 

Web フィルタオブジェクト 5 Web フィルタを定義するためのオブジェクト。 

ブロックリスト 250 
カテゴリに関係なく、Web 閲覧を「ブロック」又は「オーバーロード」を

行う Web サイトを登録します。 

許可リスト 250 
カテゴリに関係なく、Web 閲覧を「許可」する Web サイトを登録しま

す。 

 

 

2.4 利用イメージ 

 

 
  

ブロックページを表示

通過するパケットを
チェックし、フィルタ
リングを行う。

・・・・・・・・・

ブロック
画面

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

ブロック
画面

・・・・・・・・・

KDDI WVS インターネット
お客様拠点

アクセス許可され
ているサイト又は
許可カテゴリーに
属するサイト

アクセスがブロック
されているサイト
又はブロックカテゴ
リーに属するサイト
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2.5 ブロック画面 

Web フィルタの設定により、Web 閲覧がブロックされた場合の画面(サンプル)を以下に示します。 

※HTTPS（SSL）通信時、ブロック画面は表示されず、無応答となりますのでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ブロック画面（オーバーライド） 

Web フィルタの設定により、Web 閲覧がブロック（オーバーライド）された場合の画面(サンプル)を以下に示しま

す。 

[Continue]ボタンをクリックすることで、Web 閲覧が可能となります。 

※HTTPS（SSL）通信時、ブロック画面（オーバーライド）は表示されず、無応答となりますのでご注意下さい。 

 
  

ブロックリストによる

ブロック画面 

カテゴリの設定 

（ブロック）による 

ブロック画面 

Continue ボタンを

クリックすることで、

Web 閲覧可能。 
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3 Webフィルタ設定について 

3.1 Webフィルタ設定手順 

【前提条件】 

ファイアウォールのポリシー設定は完了しており、Web フィルタオブジェクトをポリシーに適用する事とします。 

【設定の流れ】 

(1) Customer Control System（カスコン）にログインします。 

(2) Web フィルタオブジェクトを作成します。 

複数のフィルタルールが必要な場合、Web フィルタオブジェクトの作成を必要数行って下さい。 

（Web フィルタオブジェクトは、5 つまで作成できます） 

(3) (2)で作成したWeb フィルタオブジェクトをファイアウォールのポリシー設定で適用します。 

ポリシー設定で選択出来る Web フィルタオブジェクトは１つとなります。 

 
 

3.2 カスコンへログイン 

Web フィルタの設定を行うため、Web ブラウザにて Customer Control System（カスコン）にログインします。 

アクセス URL 及びログイン ID、パスワード、ファイアウォール ID については、開通通知書を確認ください。 

(1) InternetExplorer ブラウザを起動し、カスコンログインページへアクセスします。 

【アクセス URL】 https://cXXXXXXXXXXX.securitygw.jp/mng/customer/login/logout.do 
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(2) ［ログイン ID］、［パスワード］及び［ファイアウォール ID］を入力し、［ログイン］ボタンをクリックすることで、 

カスコンにログインされます。（以下はトップ画面） 
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3.3 Webフィルタオブジェクトの作成 

イントラネット（WVS 網）内の端末がセキュア・インターネットを経由して、Web アクセス（Web 閲覧）を行う際に使

用するフィルタリング（許可/ブロック/オーバーライド）のルール（Web フィルタオブジェクト）を作成します。 

また、常に閲覧をブロックする Web サイト（「ブロックリスト」）や、常に閲覧を許可する Web サイト（「許可リスト」）

を定義することもできます。 

Web サイト（URL）は、Web フィルタで使用するデータベースにより、予めカテゴリ情報が定義されており、Web サ

イトは、何れかのカテゴリに属することになります。 

Web フィルタが適用された通信の場合、Web フィルタログに記録されます。 

【注意事項】 

 Web フィルタのデータベースに登録されていない URL は、「unknown」 カテゴリとなります。 

 「許可リスト」が適用された通信は、Web フィルタログに記録されません。 

 HTTPS（SSL）通信時、FQDN ではなく SNI(Server Name Indication)又は証明書の CN(Common Name)情報

によりカテゴリの識別が行われます。 

 2017 年 9 月現在、カスコンは「business-and-economy」カテゴリに属しています。 

そのため、「business-and-economy」をブロックする場合にはカスコンを「許可リスト」に登録して頂く必要がご

ざいます。なお、カテゴリは予告なく変更される場合がございますので、カテゴリ設定にかかわらず許可リスト

にカスコンの URL をご登録いただくことを推奨します。 

 

(1) ［オブジェクト設定］メニューで、［Web フィルタ］をクリックして［Web フィルタ設定]ページを開きます。 

(2) [オブジェクトの追加]ボタンをクリックします。 

 
  

(1) 

 

 

 

(2) 
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(3) [Web フィルタ追加] ページでフィルタの定義を行います。 

a. Web フィルタオブジェクト名 

Web フィルタ名を表す名前（最大 31 文字）を入力します。この名前は、ポリシーを定義するときに

Webフィルタのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前に

する必要があります。英字、数字、ハイフン、およびアンダースコア（全て半角）のみ使用可能です。 

b. 説明 

説明（最大 170 バイト）を任意で入力します。 

英字、数字、ハイフン、アンダースコアおよびピリオド（全て半角）のみ使用可能です。 

c. ブロックリスト 

 ブロックするサイトを指定するときには、IP アドレスまたは URL パス名を指定する必要があります。

（URL の「http://」および「https://」部分を省略する必要があります。） 

 リストのエントリは、先頭から前方一致で大文字と小文字が区別されます。 

 複数のエントリを指定する場合は、1 サイト毎に「Enter」で改行してください。 

 指定した URL に 2Byte 文字が含まれていた場合はエラーとなります。 

 「www.testsite.com」は「testsite.com」とは異なります。 

ドメイン全体をブロックするには、「*.testsite.com」と「testsite.com」の両方を含める必要があります。 

 「*」をワイルドカードとして利用可能ですが、「*」の前後が「. / ? & = ; +」以外となる場合はエラーと

なります。 

 

 

 d 

(4) 

(3) a 

(3) b 

(3) c 

(3) d 

(3) e 

(3) f 
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＜ワイルドカードの正しい利用例＞ 

 *.yahoo.com 

 www.*.com 

 www.yahoo.com/search=* 

＜エラー例＞ 

 ww*.yahoo.com 

 www.y*.com 

d. ブロックリストに対するアクション 

ブロックリストに設定したサイトに対して、[ブロック] 又は [オーバーライド] を設定します。 

（アクションの説明は、f．項に記載します） 

e. 許可リスト 

Web閲覧を許可するサイトを指定します。このリストは、f．で選択するカテゴリに対する設定よりも優

先されます。入力形式はブロックリストと同様となります。 

f. カテゴリ毎のアクション 

カテゴリ毎に Web サイトにアクセスされた場合のアクションを選択します。 

同じアクションをすべてのカテゴリに適用するには、[選択したアクションを全てのカテゴリに適用]ド

ロップダウンリストからアクションを選択し、右隣にある[OK]ボタンをクリックして下さい。 

【アクションの説明】 

 許可 

 Web サイトにアクセスできます。 

 ブロック 

 ブロック画面が表示され、Web サイトへのアクセスがブロックされます。 

 オーバーライド 

 ブロック画面が表示されますが、ブロック画面内の [Continue] をクリックすることで、一時的に

そのカテゴリへのアクセスが許可されます（オーバーライドが有効な時間は 15 分です）。 
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(4) 入力完了後、[OK]ボタンをクリックすることで、Web フィルタオブジェクトが作成されます。 
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3.4 ポリシー設定への適用 

Webフィルタオブジェクトをファイアウォールのポリシー設定に組み込むことで、Webアクセス時にWebフィルタを

有効にすることが出来ます。尚、Web フィルタが有効となるのは、HTTP プロトコルとなります。 

※HTTP プロトコルには、Web PROXY サーバを経由する通信も含まれます。 

 

(1) [ポリシー設定] をクリックし、ポリシー設定画面を表示します。 

(2) Web フィルタを有効にするポリシーの [Web フィルタ] の項目をクリックします。 

(3) Web フィルタ設定画面で、適用する Web フィルタオブジェクトを選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

  

(1) 

 

 

 

 (2) 

 

 

 

 

 

 

(3)  
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(4) ポリシー設定画面で、Web フィルタが設定されたことを確認し、[コミット] をクリックし設定を反映させます。 

 
 
  

(4) 
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4 カテゴリ情報 

 

 

 

URL例

Adult (アダルト)

性的に露骨な内容、文章（言葉を含む）、芸術、または本質的

に性的表現がきわどい製品、オンライングループやフォーラ

ム。ビデオチャット、エスコートサービス、ストリップクラブ

を含むアダルトサービスを宣伝するサイト。 ゲームやコミック

であれアダルトコンテンツを含むものはすべてadultにカテゴリ

化される。

www.playboy.com

www.furrytofurry.com 等

Nudity (裸体)

作品として性的な意図や意味があるかによらず、人体のヌード

やセミヌードを含むサイト。参加者の画像を含むヌーディスト

やヌーディストサイトも含まれる。

www.nudistbeaches.nl

www.fineartnude.com 等

Sex Education (性教育)

.殖、性的発育、安全な性.為慣.、性病、避妊、より良いセックス

に関する情報、関連する製品や道具に関する情報。関係するグ

ループ、フォーラムや組織のためのウェブサイトを含む。

www.plannedparenthood.org

www.sexandahealthieryou.org 等

Swimsuits and Intimate Apparel

 (水着と下着)
水着や下着、その他きわどい衣服の情報や画像を含むサイト

www.victoriassecret.com

www.brazilianswimwear.com 等

Adult Material (アダルト関連サイト) 

URL例

Proxy Avoidance and Anonymizers

 (プロキシ回避と匿名プロキシ)

プロキシサーバやその他方式でURLフィルタリングやURL監視

をバイパスするサイト。

www.proxify.com

www.proxy-anonymizer.com 等

Questionable (疑わしいサイト)

下品なユーモア、特定層の個人やグループをターゲットにした

不快なコンテンツ、犯罪行為、違法行為、手早く金持ちになれ

る、といったものを含むサイト。

www.collegehumor.com

www.holytaco.com 等

Questionable aterial (疑わしいサイト) 

URL例

Internet Communications and Telephony

 (インターネット通信と電話)

ビデオチャット、インスタントメッセージ、電話機能のサービ

スをサポートまたは提供するサイト。
www.skype.com 等

Online Storage and Backup

 (オンラインストレージとバックアップ)

ファイルの無料オンラインストレージをサービスとして提供す

るWebサイト。 flickr.comやshutterfly.comのような写真共有サ

イトを含む。

www.dropbox.com

www.box.net 等

Peer-to-Peer (ピアツーピア)

ターゲットファイルへのデータ、ダウンロードしたプログラ

ム、メディアファイル、その他ソフトウェアアプリケーション

へのピアツーピア共有アクセスまたはクライアントを提供する

サイト。シェアウェアやフリーウェアサイトは含まない。

bittorrentダウンロード機能を持つサイトが主に含まれる

www.thepiratebay.org

www.emule-project.net

www.bitcomet.com 等

Streaming Media

 (ストリーミングメディア)

無料または有料のストリームオーディオまたはストリームビデ

オコンテンツサイト。テレビ局のWebサイトはentertainment

and artsにカテゴリ化される。 オンラインラジオ局やその他ス

トリーミング音楽サービスを含む。

www.hulu.com

www.youtube.com

www.pandora.com

www.spotify.com

www.grooveshark.com 等

Bandwidth (帯域を消費するサイト) 
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お客様限りお客様限り

 

URL例

Abortion (人工中絶)

中絶に反対または賛成、中絶手続きに関する詳細、中絶を援助

またはサポートするフォーラムに関する情報やグループのサイ

ト、中絶推進の結果/効果に関する情報 を提供するサイト。

www.prochoiceamerica.org

www.abortbypill.com 等

Abused Drugs (乱用薬物)
合法および非合法を問わず薬の乱用を促進するサイト、薬物関

連の道具の使用や販売、薬の製造や販売に関連するサイト。

www.bombshock.com

www.friendsofcannibas.com 等

Alcohol and Tobacco

 (アルコールとタバコ)

アルコールやたばこ製品、関連用品の販売、製造、使用に関連

するサイト。

www.wine.com

www.thompsoncigars.com

www.cigarsinternational.com

www.thegoodwineguru.com

www.webtender.com 等

Dating (出会い系)
出会い系、オンラインデートサービス、アドバイス、その他個

人的な広告を提供するウェブサイト。

www.match.com

www.eharmony.com

www.okcupid.com 等

Home and Garden (住まいと庭)
住まいの修繕や管理、建築、設計、建設、装飾、ガーデニング

に関する情報、製品、サービスを提供するサイト。

www.bhg.com

www.homedepot.com 等

Hunting and Fishing

(ハンティングとフィッシング)

狩猟や釣りの情報、説明、販売、関連装置や関連用品に関する

サイト。

www.wildlifelicense.com

www.outdoorlife.com 等

Motor Vehicles (モータービークル)
自動車、オートバイ、ボート、トラック、RVに関して批評、販

売、取引、改造、部品、その他関連する議論に関する情報。

www.edmunds.com

www.carfax.com

www.audi.com 等

Personal Sites and Blogs

 (個人サイトとブログ)

個人やグループによる、私的なWebサイトやブログ。 最初のコ

ンテンツに基づいて分類されるべき。たとえば誰かがクルマに

ついてのブログを持っている場合は、そのサイトは"motor

vehicles"に分類されるべきである。サイトが純粋なブログであ

る場合は、" Personal Sites and Blogs " となります。

www.blogspot.com

www.wordpress.com

www.greatamericanphotocontest.co

m 等

Philosophy and Political Advocacy

 (哲学と政策支援)

哲学や政治的見解に関する情報、視点やキャンペーンを含むサ

イト。

www.protectmarriage.com

www.bradycampaign.org 等

Recreation and Hobbies

 (レクリエーションと趣味)

レクリエーションや趣味に関する情報、フォーラム、団体、グ

ループ、および出版に関するサイト。

www.cross-stiching.com

www.modelplanes.com 等

Society (社会)

一般住民に関連するトピック、ファッション、美容、慈善団

体、社会、または子供など多種多様な人々に影響のある論点に

関するサイト。 子供向けに作成されたWebサイトを含む。 薬物

依存、性的中毒、ギャンブルなどの相談サービスに特化した

Webサイトを含む。 レストラン、UFOに関するサイトを含む。

www.style.com

www.redcross.org 等

Personal and Lifestyle (個人と生活様式) 
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お客様限りお客様限り

 

URL例

Computer and Internet Info

 (コンピュータとインターネット情報)

コンピュータとインターネットに関する一般的な情報。 コン

ピュータサイエンス、エンジニアリグ、ハードウェア、ソフト

ウェア、セキュリティ、プログラミングなどに関するサイトも

含まれる。プログラミングはreferenceと重複するかもしれない

が、メインカテゴリはcomputer and internet infoとなる。

www.redhat.com

www.freebsd.org

www.microsoft.com

www.symantec.com

www.oreilly.com

www.build-your-own-

computers.com

www.alexa.com 等

Hacking (ハッキング)

通信機器やソフトウェアに対して、違法または疑わしいアクセ

スや利用に関するサイト。ネットワークやシステムが侵害され

る可能性のあるプログラムの開発や配布、 手順の助言やヒント

に関するサイト。また、ライセンスやデジタル著作権システム

をバイパスさせるサイトも含まれる。

www.hackspc.com

www.hackthissite.org 等

Internet Portals (ポータルサイト)
通常、広範なコンテンツやトピックをまとめることでユーザー

に対して開始点となるサービスを提供するサイト。

www.yahoo.com

www.qq.com 等

Shareware and Freeware

 (シェアウェアとフリーウェア)

無料または寄付を受け付けるソフトウェア、スクリーンセー

バー、アイコン、壁紙、ユーティリティ、着メロ、テーマ、

ウィジットへのアクセスを提供するサイト。また、オープン

ソースプロジェクトが含まれる。

www.download.com

www.sourceforge.net 等

Translation (翻訳サイト)

ユーザー入力やURL翻訳の両方を含む翻訳サービスを提供する

サイト。これらサイトは、目的ページのコンテンツが翻訳URL

の一部に表示されるものとして、ユーザーにフィルタリング回

避させることもできます。

www.translate.google.com

www.microsofttranslator.com 等

Web Advertisements (ウェブ広告) 広告、メディア、コンテンツ、バナーが含まれる。
www.webtraffic2night.com

www.onlineadvertising.net 等

Web Hosting (ウェブホスティング)

Web開発、出版、販売促進、トラフィックを増やすためのその

他方法に関する情報を含む、無料または有料のWebページのホ

スティングサービス。

www.godaddy.com

www.fatcow.com 等

Web-based Email (ウェブメール)
電子メールの受信ボックスへのアクセスを与えるか、電子メー

ルを送受信できるWebサイト。

www.hotmail.com

www.mail.google.com 等

Information Technology (情報技術) 
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URL例

Auctions (オークション) 個人間での商品売買を促進するサイト。 www.ebay.com 等

Entertainment and Arts (娯楽と芸術)

映画、テレビ、ラジオ、ビデオ、プログラミングガイド・ツー

ル、マンガ、芸能、博物館、アートギャラリーのサイト。 エン

ターテインメント、有名人、業界のニュースに関するサイトも

含まれます。

www.variety.com

www.tmz.com

www.moma.org 等

Gambling (ギャンブル)

本物または仮想のお金の交換を容易にする宝くじやギャンブル

のWebサイト。賭けのオッズやプールに関する情報、ギャンブ

ルに関する指導や助言を提供するサイト。ギャンブルを行わな

いホテルやカジノの企業サイトはTravelにカテゴリ化される。

www.fulltiltpoker.com

www.vegasbettinglines.com 等

Games (ゲーム)

ビデオやコンピュータゲームをオンライン再生やダウンロード

できるサイト、ゲーム批評、ヒント、裏技を提供するサイト。

非電子ゲームの教育、ボードゲームの販売や交換、関連する出

版物やメディアに関するサイト。オンライン懸賞や景品を扱う

サイトを含む。

www.gamespot.com

www.xbox360.ign.com

www.1up.com 等

Music (音楽)

音楽の販売、配布、情報に関するサイト。音楽アーティスト、

グループ、レーベル、イベント、歌詞、音楽ビジネスに関する

その他の情報に関するWebサイトを含む。 ストリーミング音楽

は含まない。

www.U2.com www.itunes.com 等

News (ニュース)

オンライン出版物、ニュースワイヤー（オンラインでニュース

を送受信するシステム）サービス、その他、現在のイベント、

天候、時事問題を集約したサイト。新聞、ラジ オ局、雑誌、

ポッドキャストを含む。 reddit, delicious, diggのようなソー

シャルブックマークサイトを含む。

www.reuters.com

www.abcnews.com

www.weather.com 等

Shopping (ショッピング)

商品やサービスの購入を促進するサイト。オンライン小売業

者、百貨店、小売店、カタログ販売のWebサイト、価格を集約

してモニタするサイトも含まれる。 ここに記載されているサイ

トは、さまざまな商品を販売するオンライン商店、または主な

目的がオンラインセールスです。オンライン購入を可能にする

化粧品会社のWebページはcosmeticsではなくshoppingに分類さ

れる。 食料品店のサイトも含まれる。 ポイントを商品と交換す

るサイトも含まれる

www.amazon.com

www.pricegrabber.com

www.lightningdrops.com 等

Social Networking

 (ソーシャルネットワーキング)

ユーザーが互いにメッセージや写真を投稿したり、人々のグ

ループとコミュニケーションしたりするユーザーコミュニティ

やサイト。ブログや個人サイトは含まれない。

www.facebook.com

www.twitter.com

 www.linkedin.com 等

Sports (スポーツ)

スポーツイベント、選手、コーチ、関係者、チームや団体、ス

ポーツのスコア、スケジュール、関連ニュース、関連用具に関

する情報。ファンタジースポーツや仮想スポーツリーグに関す

るサイトも含まれる。 ペイントボールや各種武道といったス

ポーツも含まれ

www.espn.com www.nba.com

www.fantasysports.yahoo.com

www.nunchuckguy.com 等

Stock Advice and Tools

 (株式情報とツール)

株式市場に関する情報、株式やオプション取引、ポートフォリ

オ管理、投資戦略、相場、関連ニュースに関する情報。

www.thestreet.com

www.cramers-mad-money.com 等

Productivity (生産性) 
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お客様限りお客様限り

 

URL例

Business and Economy

 (ビジネスと経済)

広告・マーケティング企業も含まれます。企業サイトは、各企

業の分野で分類されるべきで、このカテゴリに含むべきではな

い。fedex.comやups.comといった運送サイトが含まれる。

http://cox.netとhttp://directv.comはケーブル会社であり、

"business and economy" でなければならない（タイムワーナー

ケーブルとコムキャストも同様）。ストリーミング用に個別の

サイトがある場合（コムキャストではxfinity.comcast.net）、

"streaming media" カテゴリとする。

www.bothsidesofthetable.com/

www.ogilvy.com

www.geisheker.com/

www.imageworksstudio.com

www.linearcreative.com/ 等

Content Delivery Networks

 (コンテンツ配信ネットワーク)

広告、メディア、ファイルなどのようなコンテンツを第三者に

配信することを主に行うサイト。 画像サーバを含む

www.netdna.com

www.edgecast.com 等

Educational Institutions (教育機関)

学校、短期大学、大学、学区、オンラインクラス、その他の学

術機関用の公式Webサイト。 小学校、高校、大学など大規模な

制定された教育機関を指す。個別指導塾もこのカテゴリとな

る。

www.ucla.edu

www.phoenix.edu

www.sfusd.edu 等

Financial Services (金融サービス)

オンラインバンキング、ローン、住宅ローン、債務管理、クレ

ジットカード会社、保険会社などの個人金融情報やアドバイス

に関するWebサイト。株式市場、証券会社、取引サービスに関

するサイトは含まれない。 外国為替取引関連サイトを含む。

www.chase.com

www.bofa.com

www.salliemae.com 等

government (政治)
地方自治体、州政府、国家政府の公式Webサイト。関係機関、

サービス、法律に関するサイトを含む。 公共図書館は除く。

www.ca.gov

www.sfgov.org

www.dmv.ca.gov

nps.gov 等

Health and Medicine (健康と医療)

一般的な健康に関する情報、問題、伝統医学や現代医学の助

言、治癒、治療に関する情報を含むサイト。さまざまな医療分

野、慣行、設備、専門家のためのサイトが含まれる。医療保

険、美容整形に関するサイトも含まれる。動物病院を含む

www.kaiserpermanente.org

www.webmd.com 等

Job Search (職探し)
求人情報や雇用評価、面接のアドバイスやヒント、雇用主と候

補者の両方に対する関連サービスに関するサイト。

www.monster.com

www.linkedin.com/job 等

Legal (法律)
法律、法律サービス、法律事務所、その他法律関連の問題に関

する情報、分析、助言に関するサイト。

www.probono.net

www.childlaw.org

www.litigationweb.com 等

Military (軍事)
軍事部門、軍人募集、現在や過去の作戦、関連道具に関する情

報や解説のサイト。

www.goarmy.com

www.pentagon.mil 等

Parked (パークドメイン)

限られたコンテンツやクリックスルー広告をホストするURL。

ホストに対して収入を生むことがあるが、一般にはエンドユー

ザにとって有用なコンテンツやサイトが含まれていない。工事

中のサイトやフォルダのみのページを含む。

www.ntchosting.com

www.parked.com 等

Private IP Addresses

 (プライベートIPアドレス)

このカテゴリにはRFC1918 "Address Allocation for Private

Intranets" で定義されたIPアドレスを含む。

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 プレフィックス)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 プレフィックス)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 プレフィックス)

169.254.0.0 - 169.254.255.255 (169.254/16 プレフィックス)

また*.localのような公共のDNSシステムに登録されていない

ドメインが含まれる。

Real Estate (不動産)

不動産賃貸、販売、関連する助言や情報に関するサイト。不動

産業者、企業、レンタルサービス、不動産情報、リフォーム関

連のサイトが含まれる。

www.realtor.com

www.redfin.com

www.prudentialproperties.com 等

Reference and Research (参考と調査)

個人、専門家、学術系のリファレンスポータル、コンテンツ、

サービス。オンライン辞書、地図、年間、国勢調査、図書館、

系譜、科学情報が含まれる。 公共図書館であれば.govで終わる

サイトも含む。

www.wikipedia.org

www.reference.com

www.m-w.com

library.santaclaraca.gov 等

Religion (宗教)

各種宗教、関連活動やイベントに関する情報。宗教団体、関係

者や礼拝場所に関するWebサイトを含む。 占星術、星占い、占

いに関するサイトを含む。

www.vatican.va

www.sjkoreancatholic.org

www.biblesociety.ca 等

Miscellaneous (その他) 



 

 

 
     21 

 

お客様限りお客様限り

 

 

 

  

URL例

Search Engines (サーチエンジン)

キーワード、フレーズ、その他パラメータを使用して検索イン

タフェースを提供するサイト。検索結果として情報、ウェブサ

イト、画像、ファイルを返す。

www.google.com

www.baidu.com 等

Training and Tool

s (トレーニングとツール)

オンライン教育とトレーニング、関連資料を提供するサイト。

自動車教習所、職業研修などを含めることができる。学習塾や

試験対策は技術的には training and tools となる。

www.directdegree.com

www.trafficschoolonline.com 等

Travel (旅行)

旅行の助言、お得な情報、価格情報、旅先情報、観光、関連

サービスに関する情報のサイト。ホテル、現地の観光スポッ

ト、カジノ、航空会社、クルージング、旅行代理店、レンタ

カーに関して価格情報や予約ツールを提供するサイトを含む。

エッフェル塔、グランドキャニオン、テーマパーク、動物園、

国立公園などの現地観光スポットに関するサイトを含む。タク

シー会社を含む。

www.kayak.com

www.farecompare.com

www.jetblue.com 等

Weapons (武器) 兵器やその使用に関する、販売、批評、説明、取扱のサイト。
www.israeli-weapons.com

www.coldsteel.com 等

Miscellaneous (その他) 

URL例

Malware (マルウェア)
悪意あるコンテンツ、実行可能ファイル、スクリプト、ウイル

ス、トロイの木馬、コードを含むサイト。

Phishing  (フィッシング)
フィッシングやファーミングによりユーザーから個人情報を取

得する、見かけ上は信頼できそうなサイト

Security (セキュリティ) 

URL例

Unknown  (カテゴリなし) 既知カテゴリに割り当てられないサイト。

Notresolved (応答なし)
サーバから5秒以内に応答が返信されないと、本カテゴリとな

る。

その他 
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4.1 カテゴリ変更リクエスト 

Web サイトの登録カテゴリの変更を以下のサイトで要求することができます。 

https://urlfiltering.paloaltonetworks.com/ 

※変更要求は必ずしも要求どおりに変更されるものではありません。 

(1) URL Change Request ページ 

 

 URL を入力し、[私はロボットではありません]をチェックして[Search]をクリックします。 

https://urlfiltering.paloaltonetworks.com/
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 判定結果が表示されますので、カテゴリ変更をしたい場合は[Request Change]をクリックします。 
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 [Add Category]をクリックして適切と考えるカテゴリを選択して下さい。 

 

 [Comment]にメッセージ（Best Regardsで OK）を入力します。 

 E-mail アドレスを入力します。 

 [私はロボットではありません]をチェックして[送信]をクリックします。 
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お客様限りお客様限り

 

 完了ページが表示されます。 

 リクエスト受付メールが入力したメールアドレス宛に届きます。 

 From：no-reply-url-feedback@paloaltonetworks.com 

 Subject：Change request submitted for: xxxxxxxxxxxxx 

 審査結果メールが入力したメールアドレス宛に届きます。 

 1 営業日以内に回答があります。（米国時間） 

 From：no-reply-url-feedback@paloaltonetworks.com 

 Subject：Change request processed for: xxxxxxxxxxxxx 

 

【注意事項】 

 上述の手順により要求が受け入れられた場合、データベースが更新されることになります。 

本サービスのファイアウォールのカテゴリデータベースの更新は定期的に行っているため、データベース更新

後、即時反映される訳ではございません。 

本サービスのファイアウォールが利用するカテゴリデータベースのバージョン番号は、カスコンのトップ画面の

左下に表示されています。尚、この番号は、カスコンにログインされた時点の内容となります。 

 

以上 
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