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アルプス システム インテグレーション株式会社

フィルタリング・ファイアウォール・キャッシュ機能を 1 台で実現！
ALSI URL フィルタリングソフト「InterSafe Ver.3.1」 を発売

掲示板書込規制機能を装備し、3
階層のグループ管理と LDAP 自動同期で
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、代表取締役社長：大喜多
晃、資本金：2億
50万円、以下ALSI〔アルシー〕）は、パフォーマンスと信頼性に優れたキャッシュアプライアンス「NetCache」に対応した
管理負荷を大幅に軽減。
URLフィルタリングソフト、「InterSafe
for NetCache」を2003年2月5日に販売開始致します。
〜10 月 22 日〜24 日セキュリティソリューション出展、11
月 7 日東京にて製品セミナーを実施〜
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、代表取締役社長：大喜多 晃、資本金：2 億
50 万円、以下 ALSI〔アルシー〕）は、同社が提供している URL フィルタリングソフト「InterSafe」を機能強化し、11 月 26
日より「InterSafe Ver.3.1」として販売開始いたします。
■
■
■
■
■

製品名： InterSafe Ver.3.1 （インターセーフ）
ターゲット市場： 企業・官公庁・教育機関
販売価格： 25user／契約期間１年 ¥198,000−（一般向け価格）
販売目標 （ライセンス概算金額）：初年度 10 億円
販売開始日：2003 年 11 月 26 日

■製品化の背景：新機能の概要
URL フィルタリングソフトは、企業ではインターネットの私的利用を抑制して不要な回線使用の増加を防止するため、
学校ではアダルトサイトなど教育上不適切なサイトの閲覧を防止するため、インターネット利用管理（インターネット・
アクセスマネジメント）手段として導入が進んできました。
最近は、民間企業や行政機関に対して個人情報の適正な取扱いを義務づけた「個人情報保護法」や、18 歳未満の
児童との異性交遊および金銭による交際持ちかけ（いわゆる援助交際）を目的とした掲示板への書き込みを成人・未
成年者問わず処罰対象とした「出会いサイト規制法」が施行されたことにより、組織・団体のリスクマネジメントの一環
として、フィルタリングソフトによるインターネット・アクセスマネジメントのニーズが急激に高まっております。
このような状況の中で、フィルタリングソフトは単に不適切なウェブサイトへのアクセスを規制するだけでなく、組織・
団体に応じた規制ルールやフィルタリング設定の多様性が重視される傾向にあります。
一方で、規制そのものが偏重され業務や学習に必要なページが見られなくなってしまったり、組織変更などに伴う
ユーザの登録作業やポリシー設定変更などの管理者負担が増大したりするという問題が起こっております。
ALSI では、このようなニーズに応え、問題を解決するための新機能を追加し、「InterSafe Ver.3.1」を発売します。
新機能の概要は以下になります。
１）掲示板・チャットの閲覧は許可し、書き込みのみを規制する機能
掲示板/チャット/Web メールサイトの閲覧を妨げず、書き込みや Web メールの送信のみをブロックすることができ
ます。単純に閲覧を可にするか不可にするかの二者択一ではなく、企業のポリシーに応じて、情報漏洩による組
織・団体の信用失墜防止などの観点からフィルタリングの活用を実現します。この設定はカテゴリおよびユーザ
グループごとに設定することが可能となりました。
２）階層的な管理
3 階層まで、グループを階層的に管理することが可能になったため、大企業などでも、現実の組織に適合した形
でのポリシーの設定が可能になります。すなわち実際のグループ（「企業」の「部」の下にある「課」のレベルなど）
に相応しいフィルタリングサービスを設定・適用することができます。加えてそれぞれのグループごとに規制画面
のメッセージを変更することが可能となりました。
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３）LDAP の自動同期
ユーザ情報を LDAP と自動的に同期をとることができるため、組織変更にも容易に対応します。従来のように組
織変更の度にデータを取り込む手間を削減することが可能となりました。
４）カテゴリの階層化と細分化（７６カテゴリ）
URL のカテゴリをメインカテゴリとサブカテゴリに階層化しました。メインカテゴリで 25、サブカテゴリで 76 と従来の
40 カテゴリより更に豊富なカテゴリ種別を設けたことで、必要なページの閲覧を妨げない柔軟なフィルタリングの
設定が可能になりました。従来のフィルタリングソフトのように、ひとつのカテゴリでカバーする URL の範囲が広
すぎて、業務に必要なページまでも閲覧できないという問題を回避することが可能となりました。
５）その他の新機能
・ 各種セキュリティの強化
1.

2.
3.

管理画面へアクセスできる端末を IP アドレスにて制限
管理画面へアクセスした端末の IP アドレスをログに記録
不正侵入によるアカウントやパスワード漏洩を防止するユーザ情報の暗号化

・ データベースダウンロードのリトライ
帯域が不十分な場合や、接続が不安定等の理由でダウンロードが失敗した時でも、データベースダウンロードリ
トライの回数およびリトライ間隔（分）の設定を行うことで再度ダウンロードをすることが可能です。
・

ログ取得の柔軟性を強化
1.

2.

ディスク管理を容易にするログの自動削除の設定
規制状態ごとに選択できるログ出力（例：フィルタリングにより規制されたログのみ出力可能）

以上の内容が今回のバージョンアップの主要な点になります。この他の詳細は下記ページをご覧ください。
http://www.alsi.co.jp/pro/intersafe/index.htm
11 月 26 日にキャッシュサーバ Squid 対応版をリリースし、12 月に ICAP および独自プロクシ版をリリースします。
■パートナー様からのコメント
今回のバージョンアップに関して、開発および販売パートナー各社様からコメントを頂いています。（50 音順）
サン・マイクロシステムズ株式会社
エッジ・ソリューション事業本部 本部長
北島 弘 様
サン・マイクロシステムズ株式会社(以下サン)は、この度アルプスシステムインテグレーション株式会社「InterSafe
Ver.3.1」の販売開始に関し、歓迎の意向を表明いたします。「InterSafe V.3.1」は、サンの Solaris オペレーティングシス
テムに対応し、以前のバージョンよりもより柔軟にフィルタリングポリシーを実現できるだけでなく、管理負担を大幅に
軽減できるものと考えます。これにより幅広い層のお客様に対してよりー層普及するものと期待しています。今後もサ
ンはアルプスシステムインテグレーション株式会社との協力関係を強化し、お客様に安全で最適なソリューションをご
提供いたします。
ソフトバンク BB 株式会社
ソフトバンク BB は、アルプス システム インテグレーションによる「InterSafe Ver3.1」の発表をに大きな期待を寄せて
おります。当社は従来より「トータルセキュリティソリューション」をテーマに、フィルタリング製品、ファイヤーウォール、
VPN 等のセキュリティ関連製品やサービスを取りそろえた包括的な総合セキュリティソリューション提案を推進してお
り、「InterSafe」の販売パートナーとして、全国の企業にフィルタリングソフトを提供させて頂いております。今回の
「InterSafe」のバージョンアップにより、さらに柔軟なフィルタリングポリシーを実現できるだけでなく、管理負担を大幅
に軽減することができ、システム管理の手間に悩む企業のお客様を始めとする、幅広い層のユーザー様にそのメリッ
トを実感していただけると確信します。ソフトバンク BB は、今後も引き続き、アルプスシステム様との協力体制のもと、
企業のセキュリティ対策向上に貢献できるよう努めてまいります。
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日本電気株式会社(以下 NEC)
インターネットソフトウェア事業部 事業部長 米田 潔 様
NEC は、フィルタリング製品のリーディング・カンパニーであるアルプス システム インテグレーションとの長年の技術、
サポート連携による強い協力関係のもと、いちはやく「InterSafe」によるインターネットアクセスマネジメントを NEC のセ
キュリティソリューション iBestSolutions/ Security を通して、お客様に提唱してまいりました。
今回の「InterSafe Ver.3.1」は、情報漏えい対策強化と運用性を大幅に向上するものであり、加えて、NEC の統合シス
テム運用管理 WebSAM をはじめとしたミドルウェア製品群 VALUMO ウェアとの連携 により、お客様のさらなるセキュ
リティ対策の強化に寄与するものと確信しております。
日本ネットワーク・アプライアンス株式会社
市場開発本部長 山田秀樹 様
弊社は、アルプス システム インテグレーション様による"InterSafe Ver3.1"の発表を歓迎します。Internet Gateway
におけるアクセス・マネージメントと広帯域化を両立させることは益々困難となっており、また多くの人的リソースが必
R "を組み合わせる事により、効率
要となっています。InterSafe Ver3.1 と弊社のキャッシュ・アプライアンス"NetCache○
よくパフォーマンスのよいアクセス環境をお客様にご提案できるものと思います。今後も両社は、強い協力関係のもと、
よりよいソリューション開発に注力して参ります。
富士通株式会社
プロダクトビジネス企画本部 システムビジネス支援統括部
Fujitsu Linux Center センター長
石崎 次郎 様
富士通株式会社は、アルプスシステム インテグレーションによる「InterSafe Ver3.1」の発表を歓迎します。
当社はこれまで、IA サーバ PRIMERGY(プライマジー)や Interstage 等のミドルウェアを中心とした多数の Linux ソリ
ューションをお客様に提供してまいりました。今後もお客様の基幹システムをはじめとし、幅広い分野での Linux 適用
を推進していきます。
「InterSafe Ver3.1」が Linux の特長を活かし、適用分野の拡充と顧客満足度の高いセキュリティソリューションのキ
ープロダクトとなることを期待しています。
ブルーコートシステムズ株式会社
代表取締役社長 石山勉 様
当社は、アルプス システム インテグレーションの「InterSafe Ver.3.1」のリリースを歓迎します。、InterSafeVer.3.1 は、
マネジメント機能を強化した点で、類まれなユーザビリティを持つフィルタリングソリューションになったと考えます。フィ
ルタリング製品のリーディング・カンパニーであるアルプス システム インテグレーションと当社は、強い協力関係のも
と、「InterSafe」より多くのお客様に提供してまいります。
三井物産株式会社 IT サービス事業部 部長 三浦 正晶 様
三井物産株式会社は、アルプス システム インテグレーション株式会社の｢InterSafe Ver.3.1｣のリリースを心より歓迎
いたします。
今回のバージョンアップにより、企業様のシステム管理負担の大幅な軽減が期待でき、URL フィルタリング市場のさら
なる活性化に繋がるものと確信しております。
今後とも弊社は、アルプス システム インテグレーション株式会社様との協業のもと、セキュリティビジネスを展開して
参ります。
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
ソリューションサービス事業本部 システム技術部 部長 青山 雅彦 様
アルプス システム インテグレーションが販売する「InterSafe Ver3.1」のリリースを歓迎致します。本製品は、柔軟
なフィルタリングポリシーの実現、情報漏洩対策、組織変更に伴う変更業務負荷の大幅軽減、運用面での柔軟な対
応が更に強化されています。
当社は、システムベンダーへのプラットフォーム販売、ネットワークシステム構築サービス、保守サービスを提供してお
り、「InterSafe」を当社が提供するセキュリティシステムの有力なコンポーネントとして活用し、システムの企画から構
築、保守までトータルソリューションサービスを一段と充実させます。
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菱洋エレクトロ株式会社
システム情報機器営業第２本部執行役員 本部長 柏原兵五郎 様
当社は、アルプス システム インテグレーションの「InterSafe Ver.3.1」のリリースを歓迎します。
今回のバージョンアップにより、InterSafe は、マネジメント機能を強化した点で、他に類をみない先進的なフィルタリン
グソリューションになったと考えます。当社の推進するセキュリティ ソリューション ビジネスの強力な推進力になるこ
とは間違いありません。フィルタリング製品のリーディング・カンパニーであるアルプス システム インテグレーションと
当社は、強い協力関係のもと、「InterSafe」より多くのお客様に提供してまいります。
■展示会およびセミナーについて
さらに、今回のバージョンアップに伴い、展示会への出展およびセミナーを実施します。
【展示会】
展示会名：Security Solution 2003
http://expo.nikkeibp.co.jp/secu-ex/
日程：2003 年 10 月 22 日(水)〜24 日(金)
会場：東京ビックサイト 西 4 ホール
主催：日経 BP 社
ALSI ブース：No420
備考：併催の「セキュリティソリューションフォーラム」にて、セミナーも実施します。
無料招待券の参加申し込みは http://www.alsi.co.jp/news/ten/index.htm から受け付けております。
【セミナー】
セミナー名：InterSafe Ver3.1 セミナー
日程：2003 年 11 月 7 日（金） 14:00-17:00（13:30 より受付）
会場：農協共済ビルヂング（全共連ビル） No15 会議室
http://www.jankb.co.jp/map̲main.htm
参加費：無料
人数：先着 50 名様
備考：InterSafe Ver.3.1 の製品説明・デモを中心としたセミナー。
参加申し込みは http://www.alsi.co.jp/news/ten/index.htm から受け付けております。
■InterSafe の基本的な特長
・
・
・
・
・

URL 収集専門会社ネットスターにて 30 人体制で目視確認した精度の高い URL データベース
国産他社製品の 3 倍以上パフォーマンスなフィルタリングでネットワークのボトルネックになることを防止
あらゆる組織形態に対応する柔軟なアクセスポリシー設定
27 種類 50 通り以上のレポートで組織内のアクセス状況を詳細かつ容易に把握
ブラウザバージョンによるアクセス規制などのセキュリティ機能

InterSafe パッケージ画面

バージョンアップによりさらに使いやすくなっ
たフィルタリング設定画面
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アルプス システム インテグレーション株式会社の紹介
アルプス システム インテグレーション株式会社(略称:ALSI アルシー)は、アルプス電気株式会社の SI 事業を担う戦略子会社として、
1990 年 4 月に 誕生いたしました。当社は、創業以来いち早くマルチベンダー化を進め、 常にユーザーの立場に立ち、ハード/ソフト/ナ
レッジ サービスを 融合して最適なシステムを提案しております。また、共生発展の理念に基づいて内外の様々な企業と共同事業化を
積極的に推進し、独自のシステム販売を展開しております。1997 年より URL フィルタリングソフトの販売を開始し、プロバイダや企業、自
治体・学校・公共機関などに幅広い導入実績を持ちます。現在、日本のフィルタリング市場では、第二位のシェアをもち、国産ベンダーで
は第一位のシェアを持ちます。
§記載されている会社名及び商品名は会社の商標もしくは登録商標です。
§InterSafe は、フィルタリングエンジン及び規制データベースにネットスター株式会社の技術を採用しています。
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