
NO.1のWebフィルタリングを、クラウドで
クラウド型Webフィルタリングサービス「InterSafe CATS Ver. 4.7」のご紹介

セキュリティ営業部



アルプス システム インテグレーションのご紹介（会社概要）
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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(略称:ALSI［アル
シー］)は、アルプス電気株式会社のシステムインテグレーション事業
を担う戦略子会社として1990年4月に設立されました。
特に1996年にスタートした「セキュリティ」分野においては、Web
フィルタリングソフトが日本の多くの企業、官公庁および教育機関等に
導入されているほか、URLデータベースが国内主要携帯キャリア3社に
採用されるなど、13年連続で市場シェアNo.1(※)の実績を誇ります。
また、2003年から提供している情報漏洩対策製品でも、2011年に世界
的調査機関のフロスト＆サリバンの「ジャパンマーケットシェア リー
ダーシップアワード」を、日本のセキュリティ企業で初めて受賞するな
どセキュリティのパイオニア企業として認知いただいています。
2013年4月にはネットスター社を完全子会社化し、販売・サポートを
ALSI、開発をネットスターに集約した体制で事業を推進しています。

(※)各種調査機関のデータをベースにした弊社調べ

設立 1990年4月2日（平成2年）

資本金 2億50万円

業績 売上高 98億1500万円 営業利益 4億200万円
（2017年3月期）

社員数 365名（2017年6月1日時点）

事業所 東京本社 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
白金台オフィス 十日町オフィス 中国 大連

代表者 代表取締役社長：永倉 仁哉

・財団法人 インターネット協会（IAjapan）
・NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
・日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
・セーファーインターネット協会（SIA） 他

主な製品群

セキュリティ関連所属団体

ALSI 概略

会 社 概 要 グ ル ー プ 会 社 ・ 関 連 会 社

（大連）

■アクセスマネージメントシリーズ
・Webフィルタリングソフト

InterSafe WebFilter
・多層セキュリティゲートウェイサービス

InterSafe GatewayConnection
・スマートデバイス向けセキュリティサービス

InterSafe MobileSecurity
・クラウド型Webフィルタリングサービス

InterSafe CATS

■情報漏洩対策シリーズ
・InterSafe ILP

-デバイス制御ソフト
InterSafe DeviceControl

-Web型申請承認ソフト
InterSafe WorkFlow

-ファイル自動暗号化ソフト
InterSafe IRM

・DRM暗号化ソフト
DocumentSecurity



専任の管理者がいない
から、運用の手間をか

けたくない・・・

Ｗｅｂサイトへのア
クセス以外にも、不
要なアプリケーショ
ンソフトやオンライ
ンストレージの利用

を規制したい

Ｗｅｂアクセスの
管理はしっかり行
いたいけど、コス
トは極力抑えた

い・・・・

社外に持ち出したモバイ
ル端末も、同じポリシー
で一元管理したい・・・

1. Webアクセス管理のこんな悩み、抱えていませんか？
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InterSafe CATSはクラウド型だから・・・

管理サーバー、データベースサーバーを弊社クラウド環境にてご用意。
高精度なフィルタリングを実現しつつ、サーバーの運用･保守などのコス
トを削減します。消費電力の削減で節電対策にも有効です。

サーバー不要でコスト削減！

簡単な導入・運用で手軽に導入！

2. InterSafe CATSの特長①
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社内ネットワークに接続していないモバイル端末もフィルタリング！

設定や管理は全て同一ブラウザ上で簡単に行えます。専任のシステ
ム管理者がいない環境や、運用負担を極力減らしたい小規模オフィ
スでも手軽に導入が可能です。

社内ネットワークに接続していないモバイル端末にもフィルタリング
の適用が可能です。在宅勤務や外出・出張先など、社外への持ち出し
端末の情報漏洩・ウイルス感染や私的利用を防止します。
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2. InterSafe CATSの特長②

“４Any” のWebフィルタリングを実現

Anytime Anywhere Any Device Any Network
いつでも どこでも どんな端末も どんな通信も
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InterSafe CATSは、マルチデバイスのフィルタリングが可能なクラウド型
Webフィルタリングサービスです。クラウド型なので初期投資不要、場所や
端末を問わずいつでも安全なWebアクセスを提供します。

3. 利用イメージ
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自動更新で常に最新
のポリシーを適用！

ポリシーやユー
ザのアクセス状
況は全てクラウ
ド上で管理！

設定からデバイスのポリシー更新までクラウドで一括管理！

4. システム構成



5. フィルタリング機能①-概要

主なフィルタリング機能
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13年連続シェアNo.1※1、「InterSafe WebFilter」で培った
ALSIの高精度Webフィルタリングをクラウドで提供

全ての携帯キャリアに採用された高品質のURLデータベース

カテゴリフィルタリング アプリケーション規制※2 HTTPSフィルタリング

許可／規制／書き込み規制 ファイル共有 / メッセンジャー HTTPS対応のWebサイト

※1 各種調査機関のデータをベースにした弊社調べ ※2  Windows端末のみ
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5. フィルタリング機能②
-ＨＴＴＰＳサイトのフィルタリング

ＨＴＴＰＳサイトのフィルタリング、アクセスログ取得が可能

・Ｗｅｂメール・ストレージサービスを利用した機密ファイルの外部流出
・ＨＴＴＰＳに対応したソーシャルメディア上でのインサイダー情報の書き込み・私的利用
・オンラインショッピング利用による業務効率低下

ＨＴＴＰＳサイト利用のリスク



２種類の脅威情報を「不正コード配布」カテゴリに配信
サイバー攻撃の入口・出口対策を実現

ポイント①入口対策

標的型サイバー攻撃の手法として最も利用されるドライブ・バイ・ダウンロードサイトへのアクセスを遮断
し、マルウェア感染を未然に防止します。

ポイント②出口対策

万一ＰＣがマルウェアに感染した場合でも、Ｃ＆Ｃサーバとの通信経路を遮断することで、悪意ある情報搾取
を防御します。

5. フィルタリング機能③
-専用ＤＢによる標的型サイバー攻撃対策
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5. フィルタリング機能④
-G Suite ログイン制限機能

1167

専用ヘッダに自社ドメイン名を追加

ヘッダ ： X-GoogleApps-Allowed-Domains
値 ： aaa.com, bbb.com 

G Suite

業務用アカウント

無償アカウント

gmail.com

その他ドメイン

ddd.comccc.com

bbb.comaaa.com

G Suite の私的利用を防止

業務用アカウントのみ利用を許可

管理者

11



1167
1167

Web 画像 動画

※1 検索結果に表示される成人向けコンテンツを除外する機能。

※本機能はグループ毎に適用されます。

YouTube

5. フィルタリング機能⑤
-セーフサーチロック

検索結果の不適切な表示をブロック

※セーフサーチロック機能の対象となる検索サイトは、検索サイト側の仕様変更などにより不定期で変更となる場合があります。

12



5. フィルタリング機能⑥
-スケジュ－ル機能

曜日や時間帯別にルール設定

マウスドラッグ
で簡単設定！

業務時間中
・私的利用を禁止
・社内システム利用を開放

業務時間外
・ルールを自動緩和して社員交流等に活用
・BYODでの公私を分けた活用にも最適

営業部
業務時間

営業部
業務外時間（深夜-朝）

営業部
業務外時間（夜間）

営業部
DEFAULT

13



Windows版： モジュール形式

iOS版/Android版： Safeブラウザ（専用ブラウザ）

全てのブラウザの通信をフィルタリング

専用ブラウザの通信をフィルタリング

（参考）Windows版とiOS版/Android版の利用形態

14



利用者が簡単にインストール可能

6. 運用①-クライアント端末への導入
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インストーラ オンラインインストール

管理者が配布する
インストーラを利用

どこからでもインストール可能

※Windows端末 ※Windows/iOS/Android端末

無料



管理画面でインストールやポリシー更新の状況を確認

6. 運用②-ユーザ管理

16

インストールが終了するとイン
ストーラで指定されたグループ
にアカウントが自動的に登録さ
れ、誰が導入したか確認可能

ルールが最新かどうかなど管理
者が確認可能
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スマートデバイス専用の
設定画面

社内外の全ての利用端末を一元的に管理

6. 運用③-マルチデバイス管理

該当機能に対応するOSの
アイコンを表示



ブラウザ上で簡単にレポート閲覧、ログダウンロード

6. 運用④-Ｗｅｂアクセス管理
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レポート ログダウンロード

・月間、週間のグループ別・ユーザ別・カテゴリ
別アクセス等10種類以上のレポート

・ユーザ毎にアクセスしたサイトの把握が可能
・ログの保管で監査証跡としても有効

ダウンロード対象期間：最大1ヶ月分、保存期間：最大
３ヶ月

蓄積・保管して
ログ管理を強化！



Internet

7. InterSafe WebFilterと組み合わせた利用イメージ
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ALSI 
Cloud

×
社内ではInterSafe CATSの
フィルタリング機能を自動
的に停止（アプリケーショ
ン通信規制は社内外に関わ
らず常時有効）。

フィルタリングキャンセラ機能

社外社内

社内では
InterSafe WebFilterで
フィルタリング



8. 機能一覧①
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機能 Windows iOS Android

URLDB

カテゴリ数(ユーザ設定カテゴリを除
く)

77 URLDBのカテゴリ数

DB更新 クラウドで更新
URLDBの更新頻度
CATSはクラウドサービスのため適宜更新される

URLカテゴリ確認システム ○
管理画面からNetSTARのURLDB検索サイトへアクセスし、登録
済みURLのカテゴリ確認、および
URLの登録追加/削除申請を行うことが可能

フィルタリング

HTTP規制 ○ HTTPプロトコルのリクエストに対する規制を行う
ブラウザ規制 ○ × × ブラウザのUser-Agentで規制を行う
URLDB規制 ○ DBに登録されたURLとカテゴリで規制を行う
IPリクエスト拒否 ○ × × URLのホストがIPアドレスの場合に規制を行う

書込み規制 ○
POSTデータの送信サイズによって規制を行う(有効/無効はグ
ループ毎、サイズの指定はシステム共通で設定される)
WFはカテゴリ毎に送信サイズを指定することが可能

書込み規制サイズ指定 ○ × × 書込み規制を行う際の、データサイズを指定する
セーフサーチロック ○

フィルタリング対象選択 ○ - -
画像・動画ファイルへのリクエストに限ってフィルタリング処
理をスキップし、処理速度の向上を行う

URLメモリキャッシュ ○
フィルタリング結果をメモリにキャッシュすることで、処理速
度の向上を行う

HTTPS規制 ○ HTTPS通信をドメイン単位でフィルタリングする

HTTPS解析機能 ○
HTTPS通信をデコードし、URL詳細フィルタリングを行う。
（サーバデコード方式） ※iOS,Androidはデコード不要

HTTPSデコード無効時のフィルタリ
ング

ドメイン単
位

URL単位 URL単位

ポート番号規制 ○ × ×
接続先ポート番号について規制を行う。例外的に接続を許可す
るIPアドレスの指定も可能（HTTPを含む、全てのTCP通信が対
象）

特定アプリケーション規制 ○ × × アプリケーションの実行ファイル名で規制を行う
特定アプリケーション除外機能 ○ × × 特定アプリケーションのフィルタリングを行わない
特定URL除外機能 ○ × × 特定URLのフィルタリングを行わない
G Suite制御 ○ G Suite にログインできるドメインを制御できる
規制画面表示 ○ フィルタリングで規制された時に表示する規制画面

設定更新 最長3時間
管理画面で行われた設定変更がフィルタリングに反映されるま
での間隔



機能 Windows iOS Android

システム管理機能

ライセンス有効期限制御
期限切れから48時間後に、
CATSクライアントのフィル

タリング機能が停止
ライセンス有効期限が切れた場合の制限

ライセンス情報表示 ○ ライセンス有効期限と契約ユーザ数を管理画面上に表示
利用中ユーザ数表示 ○ 契約ユーザ数のうち現在利用中のユーザ数を表示
オンラインマニュアル ○ 管理画面からマニュアルの閲覧/ダウンロードを行うことが可能
パスワード変更 ○ 管理画面ログインパスワードの変更

クライアント環境チェック △ - -

CATSクライアントとの相性が懸念されるアプリケーションの存
在チェックを行うツール
クライアントから管理サーバへブラウザでアクセスして実行
※Windows XP/Vista専用

ログ管理 アクセスログダウンロード ○ 最大1か月分、保存は3ヶ月分

グループ/ユーザ管理

グループ階層 3
CATSでは[ルートグループ]配下の3階層に任意のグループを最大
500件登録することが可能

グループの一括登録 ○ グループを一括して登録することが可能 （ISWFはCLIを利用）

アカウントユーザ ○
アカウント名には、クライアントPCのホスト名（NetBIOS名）が
適用される

IPアドレスユーザ -
CATSではIPによるクライアント管理機能は提供されない（LAN内
のみで使用される製品ではないため）

契約ユーザ数制御 ○ 契約数を超えるアカウントの登録を制限する

アカウント登録 自動
CATSクライアントのインストールを行うと、自動的に管理サー
バへアカウント登録が行われる

アカウント認証 自動
CATSクライアントのインストール時に管理サーバから付与され
たIDで自動的にアカウント判別が行われる

アカウント情報表示 ○
CATクライアントのビルド番号と、最後に管理サーバへアクセス
した日時を表示する

アカウント検索 ○ アカウント名を部分一致で検索し、一覧表示を行う
エクスポート Excel2003 ユーザ一覧をファイルに出力する機能
アカウント自動削除 ○ クライアントアンインストール時にアカウントを削除する機能

ユーザ一括登録 △
WFはCSVファイルで一括登録が可能
CATSはHDDコピーによる展開が可能

ユーザ一括削除 ○
WFはCSVファイルで一括削除が可能
CATSはアカウント検索画面から一括削除が可能

8. 機能一覧②
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機能 Windows iOS Android

グループ別フィ
ルタリング設定

上位グループ参照 ○
子のグループは親グループのフィルタリングに関する設定を使
用する設定

例外URL ○ グループ毎に独自にURLを登録し、カテゴリの設定を行う機能

下位グループ参照 ○
親グループで設定した例外URLを、子のグループでも使用させ
る

URL規制 ○ 特定のサイトへのリクエストを規制する
UTEXT規制 ○ 特定の文字列を含むURLへのリクエストを規制する

UFILE規制 ○
URL末尾の拡張子を判別し、特定ファイル種別へのリクエスト
を規制する

ワイルドカード形式での登録 ○ 例外URLにワイルドカード（*）を使用することが可能

許可カテゴリ ○
例外URL独自のカテゴリで、閲覧/書き込みを許可するURLを設
定することが可能

閲覧のみ許可カテゴリ ○ × ×
例外URL独自のカテゴリで、閲覧を許可し書き込みのみ規制す
るURLを設定することが可能

ユーザ設定カテゴリ数 5 ユーザ設定カテゴリのサブカテゴリ数
インポート/エクスポート EXCEL2003 例外URLをエクスポート/インポートすることが可能
スケジュール設定 ○ 曜日、時間別にルールを切り替える機能
ルール設定 ○ URLDBのカテゴリ毎に規制状態を設定する
サンプルルール 8 CATSの場合、2016/6/27以降に購入したお客様に適用
ネットワーク設定 ○ フィルタリングキャンセラーの使用設定

クライアント

ステータス表示 ○ タスクトレイにフィルタリング状態を表示する。
情報一覧表示 ○ ステータス表示ダイアログ表示する。
ルール手動更新 ○ ユーザ別、カテゴリ別などのグラフレポートが出力可能
自動アップデート ○ iOS/AndroidはそれぞれのStore経由でアップデートを行なう。
自動アップデートの強制適用 ○ × × 管理画面で強制/通知を選択。

オンラインインストール ActiveX AppStore Googleplay クライアントから管理サーバへブラウザでアクセスして実行

インストーラ
InstallShield

（exe） - -
管理サーバからインストーラをダウンロードし、クライアント
PCにて実行

アンインストールパスワード生成 ○ - -
有効期間を日単位で指定し、アンインストールパスワードを生
成する

アンインストールパスワード解除 ○ - -
特定のアカウントに限り、パスワードなしでCATSクライアント
のアンインストール実行を許可することが可能

8. 機能一覧③



機能 Windows iOS Android

WebFilter連携 フィルタリングキャンセラ ○

GATEWAY型フィルタリング製品が導入されたLAN内に設置さ
れ、CATSクライアントからのリクエストを待ち受けるHTTP
サーバフィルタリングキャンセラとの疎通を確認したCATSクラ
イアントはフィルタリング機能を停止し、ネットワークの負荷
を軽減する

レポート
集計レポート ○ ユーザ別、カテゴリ別などの集計レポートが出力可能
グラフ ○ ユーザ別、カテゴリ別などのグラフレポートが出力可能

アクセスログのダウンロード ○
CATSは最大31日分のログを一括ダウンロード可能(最大2GBま
で）

ブラウザ機能 履歴を保存する/しないの設定 - ○ ○
Cookieの利用許可/不許可設定 - ○ ○
自動削除設定 - ○ ○
管理者による強制設定 - ○ ○
テキストコピー防止 - ○ ○
テキスト辞書登録防止 - ○ ○
画像コピー防止 - ○ ○
画像保存防止 - ○ ○
他ブラウザ起動制限 - - ○
クライアント証明書配信 - ○ ○
フォームデータ保存 - ○ ○
AirPrint（印刷機能）対応 - ○ -
ページ内検索 - ○ ○
アプリバージョンの確認機能 - ○ －

8. 機能一覧④



9. 動作環境
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※システム要件は予告なく変更する場合があります。ご購入の際は、弊社Webサイトより最新情報をご参照ください。

Windows版

OS

32bit

Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP1
Windows 8 /Pro/Enterprise
Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education

64bit

Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP1
Windows 8 / Pro/Enterprise
Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education

CPU OSの動作要件を満たすこと

メモリ OSの動作要件を満たすこと
HDD 120MB以上の空き領域(エラーログ使用領域を除く)
通信速度 128Kbps以上推奨

対応ブラウザ
Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0、Microsoft Edge
Firefox/Firefox ESR/Google Chrome

その他
クライアントモジュールをインストールするコンピュータでは、DNSによる名前解決がで
きる必要があります。

iOS版/Android版

OS
Android Ver. 4.0～8.1

iOS Ver. 10 / 11

対応ブラウザ Safeブラウザ(InterSafe CATS専用ブラウザ)

※ Microsoft社によるサポート方針の改訂に伴い、日本語版Microsoft Windows 8,、Internet Explorer 8.0/10.0のみに発生する問題については動作保障外と なります。



10. 認められた確かな品質
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セキュリティメーカー唯一の受賞
「テレワーク推進賞」とは総務省、経済産業省の外郭団体である社団法人日本テレワーク協会が、企業･団体や
個人での場所や時間に制約されない柔軟な働き方であるテレワークの一層の普及促進を目指し、実施しているも
のです。

「ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度」とは総務省の外郭団体である（財）マルチメディア振興
センターがASP・SaaS サービスのうち、安全・信頼性に係る情報を適切に開示し、かつ一定の要件を満たすも
のを認定することにより、ユーザによるASP・SaaS サービスの比較・評価・選択を容易にするとともに、認定
を受けたASP・SaaS サービスの普及を図り、もって情報通信システムの利用を促進することを目的として制定
されたものです。

特許取得
第5264364号

Webフィルタリングサービス初の認定

InterSafe CATSに用いられているクラウド環境実装技術が「サーバシステム、インターネット接続管理
方法及びインターネット接続管理プログラム」として特許を取得しました（特許5264364）。今回取得
した特許は、管理者がセキュリティポリシーをサーバに登録することにより、PCに導入されたプログラ
ムが自動的に最新のポリシーに更新し、管理者・利用者の負担を軽減するシステムです。

クラウド環境の実装技術に関する特許を取得

Webフィルタリングサービス初「ベスト連携賞」受賞

「ASP・SaaS・クラウドアワード」は、総務省などの後援によりASPICが主催する、日本国内で最も優秀か
つ社会に有益なASP・SaaS・クラウドサービスを表彰するものです。 ASP・SaaS部門において、他のサービ
スと連携した優秀なサービスとして評価いただき、「ベスト連携賞」を受賞しました。



11. 導入事例
-宇宙航空研究開発機構（JAXA：ジャクサ）様
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InterSafe CATSでモバイル端末の一元管理を実現！（導入端末数：2800台）

宇宙航空研究開発機構
情報システム部
情報システムグループ
池畑様

1． 持ち出したクライアント端末のインターネット利用の管理ができること
2． 一元管理ができること
3． 社内では既存のフィルタリングソフトが動くこと

「ネットワーク内であれば、既にフィルタリングソフトで業務
外利用対策ができていますが、外部のインターネット接続（通
信カード）などを利用している際には、そのフィルタは有効に
なりませんので、端末で動くフィルタリングソフトが必要でし
た。」

導入前の課題

製品の選定ポイント

導入後の運用

「社内にいるときは既存のフィルタリングソフトのポリシー、持ち出し時にはCATSのポリシーというよ
うにシンプルな運用を行っています。社内ではVPN環境含め、様々なネットワーク提供形態がありますが
、フィルタリングキャンセラの利用により、柔軟にCATS機能のオン/オフを回線種別に応じてコントロ
ールできております。」「導入後、システム上のトラブルも発生しておらず、JAXA外に持ち出しされた
端末のインターネット利用の管理が一元的にできるようになり、満足しています。」「レポート機能を活
用し、どのようなサイトにアクセスしているか、どのようなカテゴリにアクセスしているかなど、外出先
での利用状況を把握していきたいですね。」



12．ご提供価格

ユーザ数
一般ライセンス

ユーザ単価

ガバメントライセンス

ユーザ単価

アカデミックライセンス

ユーザ単価

5-99 3,000 2,700 2,400

100-199 2,700 2,430 2,160

200-299 2,500 2,250 2,000

300-399 2,300 2,070 1,840

400-999 2,100 1,890 1,680

※記載の価格は、１端末あたりのユーザ単価／年（税抜き）です。
※1,000ユーザ以上の価格は、別途お問い合わせください。
※学校向け無制限ライセンスもご用意しています。

（単位：円）
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利用端末数でカウントするシンプルなライセンス体系
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お求めやすいリーズナブルな価格設定
※以下はアカデミックライセンスの価格です。

（参考）コストパフォーマンス

2400 2400 2400

2160
2000 2000

1840
1680 1680 1680

3300
3200

3100

2900
2750 2750

2640
2500

2400
2300

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

5―24 25-49 50-99 100-199 200-249 250-299 300-399 400-499 500-699 700-999

CATSアカデミック 競合
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国内他社製品AInterSafe CATS



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

お問い合わせ

本 社
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
白金台オフィス

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町1-7 
〒989-6143 宮城県大崎市古川中里6-3-36
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-16 朝日生命仙台中央ビル4F
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-23-2 第二昭和ビル6F
〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル5F
〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F

TEL:03-5499-8045 
TEL:0229-23-7734
TEL:022-713-6951
TEL:052-746-9766 
TEL:06-6386-2673 
TEL:092-483-1460 
TEL:03-5795-4626


