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ICTICTICTICT 教育支援ツール『サイバー先生教育支援ツール『サイバー先生教育支援ツール『サイバー先生教育支援ツール『サイバー先生    Secured bySecured bySecured bySecured by    iiii----FILTERFILTERFILTERFILTER』をリリース』をリリース』をリリース』をリリース

～ フィルタリング機能を強化し、より高度な安心安全を実現～

NTT アイティ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：長谷雅彦）は、学校教育向けに昨

年 6 月より販売している Synchronized Browser「サイバー先生」に、教育現場での Web フィルタリン

グ実績（※1）及びフィルタリング精度（※2）No.1 を誇るデジタルアーツ株式会社（以下 デジタルア

ーツ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具登志夫）製フィルタリングソフト「i-FILTER」の

データベースと連携する機能を新たに搭載し、6 月 3 日より販売を開始します。

「サイバー先生」は、教師のパソコンに表示された教材コンテンツや画像データを簡単な操作で児童

／生徒用タブレットに一斉表示することができる Web ブラウザ型教育支援ツールで、発売以来、授業の

ICT 化を積極的に進めている教育現場から高い評価をいただいております。 

このたび、より安全なネットワークアクセスに対するご要望にお応えするため、フィルタリング機能

を強化した『サイバー先生 Secured by i-FILTER』を開発し提供することになりました。 

『サイバー先生 Secured by i-FILTER』は、教師の負担を増やすことなく、ネットワークアクセス時の

より高度な安心安全を実現いたします。 

■ 『『『『サイバー先生サイバー先生サイバー先生サイバー先生    Secured by iSecured by iSecured by iSecured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』』』』開発の背景開発の背景開発の背景開発の背景

学校でのインターネット利用は便利である反面、危険と隣り合わせの状況です。学校教育における ICT

化の進展に伴い、危険なサイトや、モラルを損なう有害サイトへのアクセスを防止することは ICT を利用

する上で必須機能の１つとなっており、近年益々その重要性が高まってきています。

従来、「サイバー先生」ではホワイトリスト方式を採用し、アクセスを許可する URL をリスト化して登

録するという運用を行ってきました。この運用は確実である反面、アクセスを許可する URL をその都度

登録する必要があるなど、授業を行う教師にとって負担となっていました。『サイバー先生 Secured by 

i-FILTER』では、こうした教師の負担を軽減しつつ、ネット上の悪意から児童生徒を守るためのフィルタリン

グ機能を強化しています。

■ 『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生    Secured by iSecured by iSecured by iSecured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』の概要』の概要』の概要』の概要

『サイバー先生 Secured by i-FILTER』は、教師への負担を軽減しつつ、ネットワークアクセス時のよ

り高度な安心安全、モラルの維持を実現するための機能を搭載しています。

『サイバー先生 Secured by i-FILTER』では、従来のホワイトリスト方式に加え、デジタルアーツが

管理・運用する「i-FILTER」の Web フィルタリングデータベースを利用するブラックリスト方式の選択

が可能になります。ブラックリスト方式を利用する場合は、教師によるアクセス制限リストの管理・運用

は不要で、授業に専念することができます。

本機能の実装により、学校ネットワーク以外での利用（家庭学習等）においても、学校ポリシーによる



URL フィルタリング機能の利用が可能となり、家庭学習での ICT 利用、家庭と学校との連携学習などに

大いに寄与するものと考えております。

■ 『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生 Secured by i Secured by i Secured by i Secured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』の主な機』の主な機』の主な機』の主な機能能能能

従来の『サイバー先生』の機能に加え、教師は以下の機能を選択、運用することができます。

○Web フィルタリングロジックを選択して運用 

・ホワイトリスト（許可 URL）もしくはブラックリスト（非許可）による運用を選択する。 

○Web フィルタリング 

・フィルタリングロジックでホワイトリストを選択した場合、アクセスを許可する URL をクラウド

に登録する。

・フィルタリングロジックでブラックリストを選択した場合、アクセスを許可しないカテゴリを選択

して登録する。

○ネットワークアクセスの利用時間制限

・ネットワークアクセスを制限する時間帯を登録する。

■ 『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生    Secured by iSecured by iSecured by iSecured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』の』の』の』のイメージイメージイメージイメージ

■ 『『『『サイバー先生サイバー先生サイバー先生サイバー先生 Secured by i Secured by i Secured by i Secured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』ご提供』ご提供』ご提供』ご提供価格価格価格価格

『サイバー先生』ご提供価格

○ 学校ライセンス

・台数無制限 980,000 円／学校(消費税込み) 

○ 端末ライセンス

・先生パソコン用 49,800 円／端末(消費税込み) 

・児童生徒端末用 9,800 円／端末(消費税込み) 

※学校ライセンスか端末ライセンスのどちらかをお選びいただけます。
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● 『サイバー先生 Secured by i-FILTER』のご利用には、上記の価格に加え、児童端末１台あたり年

額 2,520 円(消費税込み)の利用料と年度毎の更新が必要となります。 

■ 『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生『サイバー先生 Secured by i Secured by i Secured by i Secured by i----FILTERFILTERFILTERFILTER』の販売開始と販売目標』の販売開始と販売目標』の販売開始と販売目標』の販売開始と販売目標

販売開始 2013 年 6 月 3 日 

主な販売先 自治体教育委員会、私立小中学校、各種学校、学習塾など

販売目標 年間 10,000 端末ライセンス（児童端末ライセンス） 

■■■■ デジタルアーツデジタルアーツデジタルアーツデジタルアーツ株式会社株式会社株式会社株式会社についてについてについてについて http://www.daj.jp http://www.daj.jp http://www.daj.jp http://www.daj.jp 

デジタルアーツは、フィルタリング技術を核に、情報セキュリティ事業を展開する企業です。国産

初のWebフィルタリングソフトを市場に出し、フィルタリング製品の根幹を支える国内最大級のWeb

フィルタリングデータベースと、世界 27 の国と地域で特許を取得した技術力が高く評価されていま

す。

※1 2012 年 5 月の株式会社ミック経済研究所調べ、2012 年 7 月の株式会社富士キメラ総研調べ、2012 年 8 月
の株式会社アイ・ティ・アール調べにおけるシェア 1 位。

※2 2013 年 3 月、株式会社ベリサーブ調べにおける DB 品質 1 位。 

※ 「Synchronized Browser」および「サイバー先生」は NTT アイティ株式会社の、「デジタルアーツ/DIGITAL ARTS」

および「アイフィルター/i-フィルター/i-FILTER」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。また、その他の製品名等は、

各社の商標または登録商標です。


