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IRI-Com、メール ASP サービス(AAMS)の提供を開始 

 ～ 日本初、スパム/ウィルス対策を標準装備し、送信ドメイン認証/レピュテーション 

サービスにも対応し、ISP を完全サポート ～ 

 

株式会社 IRI コミュニケーションズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：持塚 朗、以下 IRI-Com）は、センド

メール株式会社(本社：東京都中央区、社長：小島國照、以下センドメール)のメールソリューションを利用したISP

向けメール ASP サービス「AAMS (Anti-Abuse Mail Service)」を 2005 年 8 月 31 日より提供開始いたします。 

 

メールサービスは現在でも ISP の主要サービスであり、携帯からのインターネット利用ユーザの急増によりメール

システムにかかる負荷も増大し、重要性も増しています。また、ブロードバンドインターネット接続サービスの発展

に伴いウィルス/スパムなどメールシステムに求められる機能が増えるとともに、運用にかかるコストも飛躍的に増

大しております。ISP ではこのような状況に対応できずメールシステムをアウトソースするニーズが増えていますが、

ISP のメールサービスに対応できるメール ASP サービスはこれまでほとんど提供されていないのが現状です。今

回、IRI-Com ではこのような環境に対応可能な ISP 向けメール ASP サービス(AAMS)を開発いたしました。 

 

AAMS は、センドメールの先進メッセージングソリューションを利用することにより、アンチウィルス/アンチスパムフ

ィルタを標準装備、最新のメールセキュリティの統合プラットフォーム「Sendmail Mailstream Manager」(MM)を採

用することにより、ISP ごとに異なるセキュリティ設定のニーズに柔軟に対応することが可能。さらに最新のスパム

対策である送信ドメイン認証にも対応しております。さらに SMTP Authentication や Message submission、

TLS(Transport Layer Security) / SSL(Secure Socket Layer)による経路暗号化など、セキュアなメールサービス提

供に必要な機能を完備しており、サーバやストレージの冗長化により、システムの信頼性と可用性を確保してい

ます。 

 

運用は IRI-Com の運用・監視チームが 24 時間 365 日体制で運用・監視を行い、システム安定稼働を実現して

おります。ISP の既存システムからのサーバ移行やユーザ登録／削除などについても柔軟に対応いたします。 

 

 

■株式会社 IRI コミュニケーションズについて 

 

■ URL : http://www.BBSec.co.jp/  

■ 本社所在地 : 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 

■ 設立 : 2000 年 11 月 30 日 

■ 代表者 : 代表取締役社長 持塚 朗 

■ 主な事業内容  

・電気通信事業等 

・ネットワークインテグレーション事業 IP ネットワークの設計・構築  

・IP トラフィック交換事業 

・ネットワーク、サーバ運用監視(マネージメント)事業 

 

 



■Sendmail 社について 

 

■ URL : http://www.sendmail.com/  http://www.sendmail.com/jp/  

Sendmail 社(Sendmail,Inc. 本社：カリフォルニア州エメリビル)は、オープンソースのメール配送エ

ージェント(MTA：Mail Transfer Agent)である「sendmail」の開発者であり、"E メールの生みの親"

と言われているエリック・オールマン(現 CTO)により、ビジネスユーザのニーズに対応するために

1998 年に設立されました。現在は、スパム/ウィルス対策、トラフィック制御、コンプライアンス遵守

のためのメールアーカイブなどの各種ソリューションを含め、ゲートウェイからメールボックスま

で、信頼性の高いメッセージング基盤構築のための製品・技術サポートをトータルに提供してい

ます。Fortune10 の内 7 社、Fortune100 の 50％が Sendmail 社の商用製品を採用し、日本国内

でも、官庁、自治体、企業、大規模 ISP で 3 万ライセンス以上の出荷実績があります。英国、ドイ

ツ、フランス、および東京(アジア太平洋地域)に拠点を擁し、日本法人は、2003 年 1 月に設立さ

れました。  

※ Sendmail は、Sendmail, Inc.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各

社の商標です。 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

株式会社 IRI コミュニケーションズ 社長室 

電話番号 : 03-5908-0715 E メール : press@BBSec.co.jp  

 

【サービスに関するお問合せ】 

株式会社 IRI コミュニケーションズ 営業部 

電話番号 :(東京)03-5908-0715 E メール : sales@BBSec.co.jp  

 



（別紙 1）  

 

■IRI-Com のメールサーバ ASP サービス「AAMS」の特長 

 

(1)アンチスパムエンジンを使用するかどうかをユーザが設定可能 

アンチウィルス/アンチスパムフィルタを標準装備しており、さらに、アンチスパムエンジンを使用するかどう

かをユーザが設定できます。これにより、アンチスパムエンジンや送信ドメイン認証の使用にあたって ISP が

最も気にしなければならない電気通信事業法（通信の秘密）への抵触の問題を解決しています。 

 

(2)完全冗長化構成による信頼性と可用性を確保 

ストレージシステムから末端のサーバに至るまで、構成機器を完全に冗長化することで、ISP に求められる

高信頼性と高可用性のニーズを満たしています。 

 

(3)経路暗号化のフル装備 

パスワードの漏洩を防ぐため、メール発信における SMTP Authentication /Message Submission や受信した

メールの転送に用いる POP/IMAP の TLS(SSL)による経路暗号化を実現。Outbound Port 25 blocking など

のスパム対策が実施されても、メールサービスに影響が出ないよう万全の策を施しています。 

 

(4)容量／運用管理 

ユーザのメールボックスに容量上限を設定し、保存期間の設定も可能です。これらの併用により、メンテナ

ンスフリーな運用が実現できます。 

 

 

■IRI-Com のメールサーバ ASP サービス「AAMS」の概要 

 

提供開始 2005 年 8 月 31 日  

サービス内容 1.メールアカウントサービス 

2.アンチウィルス/アンチスパム 

3.送信ドメイン認証 

4.レピュテーションサービス(提供予定) 

 

 

■IRI-Com のメールサーバ ASP サービス「AAMS」の概要 

 

(1)Sendmail Mailstream Manager 

Mailstream Manager は、ウィルス/スパム対策、送信ドメイン認証などを統合し、直感的な Web ベースの GUI

で、メールシステム全体にわたり、ポリシーを一元管理可能な統合環境を提供します。 

Mailstream Manager は拡張性が高く、将来の新しい脅威やテクノロジにも対応可能な、拡張性と柔軟性の

高いプラットフォームです。  

 

◇メールポリシー設定 

ユーザのメールポリシーに基づき、さまざまなメールの条件に応じてアクションを詳細に設定でき、追加・

変更も簡単に迅速に行えます。メール条件は、送信先 /送信先種別(社内/社外)、BCC の有無、メール

本文や添付ファイルに含まれるキーワードなど幅広く対応しており、該当するメールに自動的に適用しま

す。  

 

◇スパム対策 

ゲートウェイで送受信メール流量を監視・コントロール。米 Cloudmark 社のエンジンを通すことにより、各メ

ールに「スパムである可能性」を 0～100％でレーティング(格付け)します。このレーティング情報を基に、

会社のポリシーや個人の基準に従って、スパム用フォルダに一時隔離、破棄、着信拒否などのアクション

を設定することができます。  



 

(2)Sendmail Switch 

メール転送エンジン「Managed Switch MTA」と、管理を行う「Multi Switch Console」から構成され、監視・レ

ポート・警告機能、フェイルオーバー機能などを提供するメール配送パッケージです。 

 

(3)Sendmail Advanced Message Server（SAMS） 

MTA に、POP3、IMAP などを組み合わせた製品。メッセージストア(データベース)は拡張性が高く、また、1

つのメッセージストアでローカル、リモートいずれの環境からでも、高度なセキュリティを確保しつつメールア

クセス可能です。 

 

(4)Intelligent Inbox 

メール転送、受信拒否などのユーザ個人が設定可能なフィルタリングを、サーバ側で管理します。エンドユ

ーザのアドレス宛に届いたメールを、エンドユーザ自身が設定した条件に従って、指定アドレスに転送した

り、受信拒否などのアクションを詳細に設定可能にします。 

 

(5)Sendmail Directory Server 

LDAP サーバ  

 

Sendmail は、Sendmail, Inc.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標です。 


