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子どもたちに「安全」を。

 大人たちに「安心」を。

子どもたちを有害サイトから守ろう

Webフィルタリングとは？

　インターネットは、いつでも好きな時に、自分が欲しい情報を得ることができるとても

便利なツールです。家庭への普及率も60.0％※となり、今や私たちの生活には欠かせ

ないものとなりました。

　しかし一方で、危険なサイトや、インターネットの利用が原因で子どもが犯罪に巻き

込まれたり、いじめに発展してしまうといったケースも多く発生しており、非常に問題と

なっています。

　インターネットを利用することによるリスクから子どもたちを守るためには、子どもに

とって不適切なサイトを“見せるか・見せないか”を大人（保護者や先生）が選択し、

閲覧を制限することができる「Webフィルタリングソフト」を利用することが有効な手

段の一つとされています。
（※インターネット白書2009　株式会社インプレスR&Dインターネットメディア総合研究所）

　子どもに不適切なサイトを見せないようにするソフトがWebフィルタリングソフトです。

　ALSIでは、国内マーケットシェアNo.1※の国産Webフィルタリングソフト『InterSafe 

WebFilter』の家庭版『InterSafe Personal』を提供しています。

　ALSIのフィルタリングソフトでは、膨大なWeb サイトに対応するために、アクセスさせ

たくないページをリスト（データベース）化し、リストに該当するサイトをブロックする「ブ

ラックリスト方式」を採用しています。

※IDC Japan株式会社「国内セキュアコンテンツ／脅威管理市場 2009年の分析と2010年～2014年の予測
（Report#J10260107）」の調査結果にて市場シェア1位を獲得。

ネットによる事件の事例

　増加するサイバー犯罪の中でも、特に子どもたちが巻き込まれる割合が多いのが

「出会い系サイト」に関係した事件です。

　「出会い系サイト」に関係した事件の検挙数は、平成19年は1,753件も発生してお

り、1,297人のうち18歳未満の児童が1,100人、このうち女子児童が1,097人で

99.8％を占めています。

　また、「学校裏サイト」や掲示板などを通じたい

じめ被害も非常に大きな問題となっており、保

護者や教師の目になかなか止まらず、対策が

遅れてしまうのが現状です。

　しかし、ネットいじめは決して特殊なことではあ

りません。誰でも被害者・加害者になる可能性

を持っています。ネットでのいじめについての質

問では、「いじめを見聞きしたことがある」との回

答が全体でも４割を超え、中３女子では６割以

上が「見聞きした」と回答しています。

（警察庁　平成19年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について　平成20年2月２１日）

（ネットスター株式会社2007年7月26日調査結果）

インターネットを使った中傷・いじめ・いた
ずらを身近で見聞きしたことがありますか？
（単一回答）
（n=515)

ある
42.1％

ない
57.9％

【被害者の年齢・性別】

被害者数

児　　童

18歳以上

うち女性

うち女性

うち女性

H15

1,510

1,395 (92%)

1,278 (85%)

1,262

232 (15%)

133

H16

1,289

1,194 (93%)

1,085 (84%)

1,076

204 (16%)

118

H17

1,267

1,163 (92%)

1,061 (84%)

1,052

206 (16%)

111

H18

1,387

1,307 (94.2%)

1,153 (83.1%)

1,149

234 (16.9%)

158

H19

1,297

1,223(94.3%)

1,100 (84.8%)

1,097

197 (15.2%)

126

（人）

最近起きたネット絡みのニュース

児童買春　一般サイトきっかけの被害急増（警視庁調べ）
携帯電話のフィルタリング利用者　494万人に

ネットいじめ　前年比2割増の5900件に（文部科学省調べ）

青少年ネット規制法　施行日は2009年4月1日に

EMA（モバイルコンテンツ審査・運用監視機構）
モバゲーなどを「健全サイト」認定

ネットで殺人予告の高１を書類送検

なりすましメールでのいじめ増加

ネットで「大量殺人」を予告した大学生を逮捕

「２ちゃんねる」に小学生殺害予告、福岡の少年を事情聴取  

3万8000件以上の学校裏サイトが存在していると発表　（文部科学省調べ）

ネットに殺害予告　女児を児童相談所に通告
 
同級少女のヌード撮影、携帯サイト投稿…高１男子ら４人逮捕

ネットで中学校爆破予告、男子高校生を逮捕 

女子高生脅し裸の画像送らす　２５歳の無職男逮捕

携帯電話のフィルタリングサービスの利用者は９月末現在で約２１０
万人に（電気通信事業者協会調査）
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どんなブラウザでも
フィルタリング

有害なページに
アクセス

InterSafe Personal
がアクセスを監視

規制画面を表示
間覧不可

家庭向けフィルタリングソフト「InterSafe Personal」

情報収集に最適なインターネット。
でも、インターネットには危険なページもたくさんあります。

「子どもにインターネットでいろいろと学んでもらいたい…。でもこわい。」を

フィルタリングソフトInterSafe Personal で解決！

●インターネットの掲示板や日記ページで自分の名前や住所などの個人情報を書き込んでしまう
●軽い気持ちで書いたことが名誉毀損などの犯罪になってしまう
●友達募集ページ（出会い系サイト）で出会った人にだまされてしまう
●爆弾製造などの違法な情報を掲載している

たとえば…

子どもが不適切と思われるページにアクセスしようとすると、
警告画面が表示され、そのページを見られないようにします。

子どもがどのようなページを見ているか、確認することができます。
見ているページのURLやジャンル、閲覧禁止されたかどうかなど、
一目で把握することが可能です。

InterSafe Persona lはブラウザに依存しないため、Internet 
Exp lorer以外のブラウザでも閲覧禁止や規制が可能です。

1台のPCでも複数のフィルタリングルールを使い分けることができま
す。もちろんフィルタリングのON/OFFも簡単に切り替え可能です。
たとえば、小学生と高校生はルールを変えたり、 お父さんとお母さん
は規制をかけないなど、1台のパソコンでユーザごとにルールを設定
できるため、本製品を使用しても不便なことはありません。 

InterSafe Personal

お問い合わせ窓口

0570-035577
isps-support@als i .co . jp
http://intersafe.jp/personal/

本　　　　　　社

東京営業所

古川営業所

仙台営業所

名古屋営業所

大阪営業所

福岡営業所

〒145-0067

〒145-0067

〒989-6143 

〒980-0802

〒465-0095

〒564-0041

〒812-0011

東京都大田区雪谷大塚町1-7　

東京都大田区雪谷大塚町1-7

宮城県大崎市古川中里6-3-36

仙台市青葉区二日町3－10 グラン・シャリオビル5F

名古屋市名東区上社2-210 北村第2ビル4階

吹田市泉町3-18-14

福岡市博多区博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル5階

TEL：03-5499-1331

TEL：03-5499-8045

TEL：0229-23-7734　

TEL：022-713-6951

TEL：052-769-4446

TEL：06-6386-2673

TEL：092-483-1460　

　

http://www.alsi.co.jp/

※ALSI（アルシー）はアルプス システム インテグレーション株式会社のコミュニケーションブランドです

有害なサイトを表示させません

どこのページを見たのか記録することができます

どのようなブラウザにも対応可能です

お父さんやお母さんも不便にならないルール設定

ポイント①

ポイント④

ポイント③

ポイント②

TEL

Mai l

URL



違法と思われる行為

違法と思われる薬物

不適切な薬物利用

軍事・テロ・過激派

武器・兵器

告発・中傷

自殺・家出

主張一般

性行為

ヌード画像

性風俗

アダルト検索・リンク集

ハッキング

不正コード配布

公開プロキシ

検索キャッシュ

出会い・異性紹介

結婚紹介

金融レート・投資アドバイス

投資商品の購入

保険商品の申込

金融商品・サービス

ギャンブル一般

宝くじ・スポーツくじ

オンラインゲーム

ゲーム一般

オークション

通信販売一般

不動産販売・賃貸

IT関連ショッピング

ウェブチャット

メッセンジャー

ウェブメール

メールマガジン・ML

掲示板

IT掲示板

不法

主張

アダルト

セキュリティ

出会い

金融

ギャンブル

ゲーム

ショッピング

コミュニケーション

ダウンロード

プログラムダウンロード

ストレージサービス

転職・就職

キャリアアップ

サイドビジネス

グロテスク

イベント

話題

娯楽誌

喫煙

飲酒

アルコール製品

水着・下着・フェチ画像

文章による性的表現

コスプレ

オカルト

同性愛

プロスポーツ

スポーツ一般

レジャー

観光情報・旅行商品

公的機関による観光情報

公共交通

宿泊施設

音楽

占い

タレント・芸能人

食事・グルメ

娯楽一般

伝統的な宗教

宗教一般

政治活動・政党

広告・バナー

懸賞

迷惑メールリンク

ニュース一般

ダウンロード

職探し

グロテスク

話題

成人嗜好

オカルト

ライフスタイル

スポーツ

旅行

趣味

宗教

政治活動・政党

広告

未承諾広告

ニュース

URLデータベースとは

　「InterSafe Personal」は日本最大のデータベー

ス収集センター、ネットスター社※のデータベース

を採用。独自のURLリスト収集・分類ノウハウによ

り精度の高いデータベースによるフィルタリング

が可能です。キーワードを中心とした規制による

過剰規制やデータベースの抜けを防止します。
※ネットスター社はALSIの戦略子会社です。

●豊富な経験をもつ専任リサーチャー約40名による目視確認

●データベース収集後、90日後に再度内容を確認し、修正・削除

●社会情勢に応じた収集体制

●独自のアルゴリズムにより、発生直後のサイトも迅速に収集

「InterSafe WebFilter」で使われているURLデータベースは、携帯電話(NTTドコ
モ、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イーモバイル)のフィルタリングサービス
にも採用されています。

カテゴリ一覧

携帯電話で利用する場合

キッズ iモードフィルタ、iモードフィルタ
出会い系サイトや有害サイトなどへのアクセスを制限すること

ができるサービスです。契約者が未成年の場合、保護者の方

によるお申込みが可能です。月額使用料は無料です。

EZ安心アクセスサービス
特定カテゴリ制限コース  
出会い系サイトやアダルトサイトなど子どもにとって有害な情報

へのアクセスを規制するサービスです。利用料金は無料です。

[対応機種]
ウィルコムの電話機・スマートフォンでご利用いただけます。詳細はウィルコムのホームページを
ご覧ください。

事前にご登録いただくことで、アダルトサイトや出会い系サイト

など、「特定のURL」へのアクセスを制限するサービスです。こ

のサービスをご利用いただくことで、20歳未満のお子さまの

ウェブサイトのご利用を制限することができるようになります。

登録料は無料です。

出会い系サイトやアダルトサイトなど、お子さまにとって不適

切なウェブサイトへのアクセスを制限することができるサービ

スです。

お子さまでも安心してPHSでインターネットをご利用いただけ

るよう、ぜひご登録ください。利用料金は無料です。

詳細はこちら
http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/access_limit/about/

詳細はこちら
http://www.au.kddi.com/anshin_access/

詳細はこちら
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/filtering/

詳細はこちら
http://www.willcom-inc.com/ja/service/filtering/

NTTドコモ

Webアクセス制限
インターネット接続サービス「EMnet」を安心してご利用いただ

けるよう、出会い系サイトやアダルトサイトなど、青少年にとっ

て不適切なWebサイトへのアクセスを制限することができる

フィルタリングサービスです。

詳細はこちら
http://emobile.jp/service/option1.html#web-filter

イー・モバイル

au by KDDI

ソフトバンクモバイル

ウィルコム

ウェブ利用制限

有害サイトアクセス制限サービス

平成１９年１２月に総務省より青少年が使用する携帯電話・ＰＨＳにおける有害サイトアク

セス制限サービス（フィルタリングサービス）の導入促進を図るため、携帯電話事業者

等への要請が出されました。

ー下記が主な要請内容です。

携帯電話各社は未成年者名義で新規契約する場合には、親権者にフィルタリングサービスの利
用意向確認を行い、利用しないとの意思表示がない限りフィルタリングを適用する。
成人名義での契約でも新規申込書に「未成年者利用確認欄」を設け、利用者が18歳未満の場
合には同様に、フィルタリングサービスを原則的に有効とする。 

パソコンで利用する場合

映像で見るフィルタリング

「ダウンロードサイト」より購入することができます。

現在ご加入のISPやケーブルテレビのサービスをご利用いただけます。

楽天ダウンロード

秋田ケーブルテレビ

ありあけネットコム

AOL

ADSL-Direct

えさしわいわいネット

ＮＥＣビッグローブ

ODN

Kビジョン

J:COM仙台キャベツ

すずらんケーブルテレビ

So-net

タイガースネットドットコム

TOKAIネットワーククラブ

BAN-net

ベイ・コミュニケーションズ

ミテネインターネット

山口ケーブルビジョン

UQ WiMAX

嶺南ケーブルネットワーク(menet)

有害サイトブロックサービス 

有害サイトブロックサービス 

有害サイトブロックサービス 

フィルタリングソフト 

有害サイトブロックサービス 

有害サイトブロック 

Webフィルタ 

Webフィルタリングサービス 

コンテンツフィルタサービス 

有害サイトブロックサービス 

サイトセレクト 

有害サイトブロックサービス 

ホームページフィルタリング 

有害サイトブロックサービス 

有害サイトブロックサービス 

サイトフィルタサービス 

コンテンツフィルターサービス 

フィルタリングソフトウェア 

WEBフィルタ

購入可能なショッピングサイト

フィルタリングを扱った動画です。インタビューやドラマで
わかりやすく解説しています。

(約10分)

企画・製作：

財団法人インターネット協会

動画はこちらから　　http://intersafe.jp/personal/08.html

フィルタリング啓蒙ビデオ

インターネットに潜む危険から
子どもたちを守ろう

(約6分) (約8分)

ぼくんちのフィルタリング大作戦！ 携帯電話で安心ネットライフ

お役立ち情報

下記のウェブサイトで、フィルタリングに関する情報が多数
紹介されています。ぜひご覧ください。

財団法人インターネット協会
http://www.iajapan.org/

社団法人電気通信事業者協会
http://www.tca.or.jp/

ネットスター

「親子で話そう！
子どものあんしんインターネット」
http://www.hanasonet.com/

ALSI
フィルタリング啓発サイト
http://intersafe.jp/personal/

迷惑メール対策の情報や、「インター

ネットにおけるルール&マナー検定」な

ど。

「有害サイトアクセス制限サービス」や

「パケット通信料金の高額利用防止」

など、携帯電話・PHSの利用に関する

情報。

フィルタリング製品を提供するネットス

ター株式会社が運営する、子どもとイン

ターネットについてのブログ。

子どもたちを有害サイトから守ろう。

フィルタリングについての総合情報サイ

ト。パソコンや携帯電話のでフィルタリン

グの使い方の紹介やフィルタリングを

扱った動画の公開を行っています。


