ルータとＵＲＬフィルタリングサービスの強力タッグで

サイトアンパイア はネットスター株 式 会 社 が 提 供する、ルータ連 携 型 の
U R L フィルタリングサービスです。ルータ１台 に１ライセンスのご契 約で、
ルータに 接 続されたすべての パソコンのサイト閲 覧をコントロール 可 能 。
中 小 規 模オフィスでの安 全 ・ 快 適なインターネット利用を実 現します。
国内法人シェア No.1 の URL フィルタリングサービス
その他
14.5%

ネットスターのフィルタリングソリューションは、国内法 人
市場シェア No.1(※1）。

製品B
22.3%

この 信 頼 性 が 評 価され 、 携 帯 電 話 向けフィル タリング
（閲覧制限）サービスにおいては国内すべての携帯電話事業者
および PHS 事業者（NTT ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、

40.2%

製品A
23.0%

イー・モバイル、ウィルコム）に採用されています。
ネットスターの URLリストは、１年 365日メンテナンスを実施。
専任リサーチャーが、目視確認により、URLをカテゴリ分類
することで、迅速かつ精度が高いURLリストを構築しています。

(※1）出典：2008 年 富士キメラ総研「2008 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」

ルータ１台でオフィスを守る！ 導入カンタン、らくらく管理
１ライセンスのご契約で、
ルータに接続されたすべてのパソコンが
面倒な設定や、追加ライセンス購入の必要もありません。
ルータには、規制したいサイトのカテゴリや例外的に閲覧を

マスタ
DB

フィルタリング

ON

フィルタリング対象のパソコンからの URLアクセスの際には、
ネットスターが管理するURLリストを参照し、URLをチェック、

ON
ＵＲＬ確認

フィルタリング

許可するサイトなど、細かなフィルタリングルールを設定可能。

最新データの
収集・登録

Look up
DB

端末ごとのルール設定が可能
各端末は設定変更せずに導入可能

ＵＲＬカテゴリの問い合わせ

フィルタリング対象。ルータで一元管理するので、１台１台の

ON

Web 閲覧に対し管理や制限を行います。
ルータ内部にデータベースを持たず、URL リクエストの際に、
インターネット上の URLリストを参照するシンプルな仕組み
により、ネットワークへの負荷もほとんどありません。

スパイ
ウェア

悪質
サイト

web
page

有害
サイト

web
page

SEILシリーズ

OFF

インターネット

ルータには高性能、高機能、高信頼性を誇る SEIL シリーズを利用可能
購入済みの SEIL シリーズや、SEIL レンタルサービスおよび
IIJ SMF sx サービスにてご利用中の SEIL シリーズ

(※2）を、

サイトアンパイア対応ルータとして、ご利用いただけます。
SEILシリーズが持つファイアウォール機能やリモートアクセス
サーバ機能、VPN 機能など、洗練された数々の最新機能を
URL フィルタリングと合わせて、存分にご利用ください。
（※2）サイトアンパイア対応機種は、SEIL/X1、SEIL/X2、SEIL/B1 の３機種。

SEIL/X1
SEIL/X2

サイトアンパイア＋SEIL が実現する主な機能
● きめ細やかに分類された 71 のカテゴリ
「違法と思われる行為」、
「違法と思われる薬物」、
「不正コード

● 送信元 IP アドレス指定
フィルタリング対 象となる端 末のIP アドレスを指定可能。

配布」、
「ハッキング」など、専任リサーチャーが目視確認により

単一のIPアドレスだけでなく、ネットワークアドレスを使った

分類した71のカテゴリ (※３) から選ぶだけで、簡単かつ柔軟に

IPアドレスの範囲指定により、部署ごとに異なるルールを

フィルタリングルールを設定可能。(※3)2009 年 4 月現在

適用することが可能です。

● 1 年 365 日メンテナンスが行き届いた URL リスト

● 投稿禁止機能

ネットスターの URL リストは、1 年 365日メンテナンスが

Webサイトへのアクセスについて閲覧のみを許可し、投稿を

実施されているため、フィルタリングルール運用時の管理者

禁止することが可能。掲示板への書き込みからの機密情報

負担を軽減します。

漏洩防止に貢献します。

●SEIL での一元管理を実現

● IP アドレスを指定した URL へのアクセス

クライアント端末ごとの個別設定やライセンス管理が不要。

http://[IPアドレス]/ のように、IPアドレスを直接指定する

SEIL１台の設定で LAN 内の端末のフィルタリングルールを

URL へのアクセスを禁止する設定が可能。IP アドレスの

統一管理できるため、管理担当者様の負荷を軽減します。

直接指定による URL フィルタのすり抜けを防止します。

● URL フィルタの状態・統計情報を表示

● 内部データベース URL フィルタ機能

アクセスがあった URL のカテゴリ識別子、送信元端末の

URL をパターンとして登 録し、そのパターンに一 致 する

IP アドレスおよびアクセス回数を表示できます。

URL へのアクセスを制限することが可能です。

● URL およびカテゴリのログ出力

●その他の機能

アクセスした URL およびカテゴリ識別子のログを syslog

アクセス禁止サイトへアクセスがあった場合にブロック通知

サーバに保管することが可能。アクセス分析や内部統制に

ページへのリダイレクト、URLフィルタサービス機能停止時の

ご活用ください。

デフォルトパス / ブロック指定など。

ご提供料金

ご利用開始までの流れ

●シンプルな料金体系

「サイトアンパイア」は導入・管理の費用を低く抑えながら、
本格的な URL フィルタリングを提供します。
ユーザ数

SEIL シリーズ 1 台あたりの年間ライセンス費用

50 ユーザまで

160,000 円

●お申し込み

IIJ ソリューションサービス約款、サイトアンパイア サービス
約款に同意の上、お申し込みください。

●ライセンス証書の送付

弊社での各種作業後、ネットスター株式会社より認証 ID の
記載されたライセンス証書を、電子メールにてお届けします。
※本ライセンス証書が納品完了書となります。

●利用開始

注意事項
・別途、サイトアンパイア対応 SEIL シリーズが必要です。
・本サービスは、SEIL/X1、SEIL/X2、SEIL/B1 のバージョン
2.30 以降の ファームウェアで使用可能です。

・端末を50台以上を接続する場合は、50台ごとに本ライセンス
（認証ID）が必要です。

１．IIJ へお申し込み / 受付
２．ネットスターよりライセンス証書の送付

・更新の際は本ライセンス（認証 ID）が必要です。
・本サービスでご提供するライセンス（認証 ID）は、SEIL シリーズ
以外の機器では、利用できません。
・認証 ID と URL フィルタリング設定を SEIL シリーズに行うことで
サイトアンパイアを利用することができます。

３．SEIL シリーズへの設定投入
４．サービス利用開始

株式会社インターネットイニシアティブ
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング
TEL: 03-5205-4466 FAX: 03-5205-4460 (受付時間: 9:30〜17:30 土・日・祝日除く)
E-Mail: info@iij.ad.jp
URL： http://www.seil.jp/
※このカタログの内容はサービス形態・価格など予告なしに変更することがあります。(2009年4月作成)
※記載されている企業名あるいは製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

約１週 間

・ユーザ数は、1 台のルータに接続されたインターネット利用端末の
総数を示します ( 同時接続数ではありません）
。

認証 ID 及び、フィルタリングルールなどの設定をご利用の
SEILシリーズに行ってください。設定完了後、ライセンス証書
記載の利用開始日より利用できます。

