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BBSec SENTRION Mail Gateway をスピーディアへ導入 

～Open LDAP と qmail を活用しメールシステムを強化！～ 

 

 

株式会社ブロードバンドセキュリティ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 持塚 朗 以下

BBSec）は、株式会社スピーディア（本社：宮城県仙台市 代表取締役社長 並里 武裕 以下 スピー

ディア）へ Sendmail 社の Mailstream Manager 機能を完全アプライアンス化した SENTRION Mail 

Gateway を導入いたしました。センドメール株式会社（本社：東京都港区 社長  小島 國照 以下

Sendmail 社）の SENTRION Mail Gateway は、米国 Fortune 誌 10 社のうち 7 社、日本の大手 ISP 10 社

のうち 7 社が基幹メールシステムとして採用する安全で信頼性の高いモジュールを搭載した製品です。 

 

〔SENTRION Mail Gateway 導入の目的と効果〕 

スピーディアは、顧客向けにアンチスパム機能を搭載したメールシステムの構築を企画検討していま

した。BBSec は、この構築にあたり企画段階で SENTRION Mail Gateway の製品の優位性、導入におけ

る設計・構築・運用に関するコンサルティングを実施しました。 

スピーディアは、Open LDAP で qmail と連携するシステムを自社開発しました。また、自社開発した理

由は、今後のサービス強化のためにも自社にノウハウを蓄積する必要があると判断した結果でした。 

一方でスパム対策においては、BBSec からのリコメンドをもとに、SENTRION Mail Gateway と自社開発の

LDAP と連動させ、テストアカウントでの検証では、約１万通のスパムですり抜けてきたメールはわずか 1

通、誤検知は 0 と満足度の高い結果が得られました。 

スピーディアは、今後、このエンタープライズ・クオリティーのメールシステムを ISP 向けの顧客並びに

企業向けのメールソリューションサービスとして販売を予定しています。 

 

〔SENTRION Mail Gateway について〕 

  BBSec が販売する、Sendmail 社の Mailstream Manager 機能を完全アプライアンス化した SENTRION 

Mail Gateway は、既存のメールシステムを活かしながら、アンチスパムウイルス/アンチスパム等の先進

のフィルタリング機能の利用が可能です。既存メールシステムの問題点は、ディレクトリハーベスティング

攻撃によるアドレスの漏洩、スパム対策による人的コスト、bot やウイルスによる組織内部からのスパム発

信により信用失墜が多くあります。SENTRION Mail Gateway は、このような問題点を解決し、コストの削

減が図れます。また、SMTP-AUTH で発信認証した上に発信メールに対するスパムフィルタを適用する

ことも可能です。 
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【SENTRION Mail Gateway 製品イメージ】  

 

 

 

 

【SENTRION Mail Gateway 設置イメージ】                                         
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〔会社概要〕 

   企業名：株式会社スピーディア 

本社所在地：宮城県仙台市青葉区中央 4-7-17 ベルザ仙台 5 階 

事業内容：(1)セキュリティ・コンサルテーション(2)ネットワーク・コンサルテーション 

(3)システム・コンサルテーション(4)モバイル・プロモーション 

設立：2001 年 4 月 24 日 

代表者：代表取締役社長 並里 武裕 

ホームページ：http://www.speedia.co.jp/ 

 

 

企業名：センドメール株式会社 

本社所在地：東京都港区新橋 1-7-10 汐留スペリアビル 8 階 

事業概要：セキュア Email システムのソリューション販売／構築支援／コンサルティング 

設立：2003 年 1 月 28 日 

代表者：社長 小島 國照 

ホームページ： http://www.sendmail.co.jp/ 

 

   企業名：株式会社ブロードバンドセキュリティ 

本社所在地：東京都新宿区西新宿 8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル 4 階 

事業内容：(1)IP トラフィック交換事業(2)ネットワークインテグレーション事業 

(3)ネットワーク、サーバ運用監視事業(4) IP サービスプロバイダー事業 

設立：2000 年 11 月 30 日 

代表者：代表取締役社長 持塚 朗 

ホームページ：http://www.bbsec.co.jp/ 

 

 

本リリースに関するお問い合わせ 

株式会社ブロードバンドセキュリティ 管理部 広報担当  田中、池田 

TEL 03-5338-7430 

E-mail press@bbsec.co.jp 

 


