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IIJ-Tech、企業向けメールシステムソリューション「SoMail
ソ メ イ ル

」提供を開始 
-- オープンソースベースのエンタープライズメールシステムを提供 -- 

 
株式会社アイアイジェイテクノロジー（IIJ-Tech、本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木 幸
一）は、2003 年 11 月 26 日より、複数の大手 ISP での導入実績とノウハウを元に、従業員数
千から数万規模の企業を対象としたオープンソースベースのメールシステムソリューション
「SoMail (Scalable open source based Mail：ソメイル)」の提供を開始します。 
 
「SoMail」の最大の特徴は、従来の高価な UNIX プラットフォーム及びパッケージソフトによ
るメールシステムに代わるソリューションとして、オープンソースをベースに優れたコストパ
フォーマンス・拡張性、高い信頼性・安定性を実現した点です。 
 
• オープンソースの採用 

「SoMail」はシステム開発にオープンソースを採用しました。オープンソースをベースに
不足機能及び高トラフィック処理対応のチューニング等は独自で開発を施すことにより、 
システム投資における大幅なコスト削減を実現します。 
 

• 優れたシステム拡張性 
機能毎(MTA(*1)/IMAP(*2)/LDAP(*3)等)にコンポーネントを分散したシステム構成を取りまし
た。更に、メールボックスに NFS(*4)を採用することにより、利用者やメール流量(トラフィ
ック)の増加に対し、該当するサーバやディスクを単純に追加するだけで、システム全体の
パフォーマンスを向上させることが可能になりました。 
 

• 高い信頼性・安定性 
サーバ、ネットワーク機器全てにおいて完全冗長化構成を取ることにより、局所的な障害
においてもサービスに影響を与えないシステムの設計を実現します。これにより、コスト
面だけではなく、高い信頼性・安定性を兼ね備えた大規模メールシステムソリューション
の提供が可能になりました。 
(*1) MTA (Message Transfer Agent)：インターネット内で電子メールを配送するソフトウェア。 
(*2) IMAP (Internet Message Access Protocol)：インターネットやイントラネット上で、電子メールを保存し

ているサーバからメールを受信するためのプロトコル。 
(*3) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)：インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネッ

トワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコル。 
(*4) NFS (Network File System)：ファイル共有システム。 

 
これにより「SoMail」は、お客様がこれまでアカウント数やシステム拡張に応じて投資してき
たメールシステムに係る TCO(Total Cost of Ownership：総合的な保有コスト)の大幅な削減
を実現します。例えば、従業員 5,000 人規模のシステムで約 1.5 億円 (*5) のコストが係るケー
スの場合、最大約 1/2 程度に低減されます。 
(*5)初期構築費用及び 3 年間の運用維持費用 
 

IIJ グループでは、「SoMail」と既に提供中の「IIJ Mail ゲートウェイサービス/E」を組み
合わせることにより、企業で求められるメールシステムとしての機能を、ほぼ全て提供可能と
なりました。IIJ-Tech では、お客様に最適なメールシステムの構築から運用までを一括で提供
することにより、ミッションクリティカルなメールシステムの運用管理業務からお客様を解放
し、付加価値業務へのシフトを支援して参ります。 
 
 
 
 



■ 「SoMail」機能概要 
 
 
 
 
 
 
 

メール基本機能 

・ マルチドメイン対応 
・ メール送受信時の認証 
・ メールアドレス追加 
・ POP パスワード変更 
・ メール自動転送機能 
・ メール受信拒否機能 
・ 保存期間切れメールの自動削除 
・ メールボックス容量制限 
・ 送受信メールサイズの制限 
・ ウイルススキャン (*6)  
・ メール送達確認機能 
・ 同報メール 
・ メーリングリスト機能 

 
 

Web メール機能 

・ 受信フォルダ 
・ 新規メール作成 
・ 基本設定 
・ 添付ファイル 
・ アドレス帳 

 
 

サポート Web 機能 

・ セッション管理 
・ ユーザ管理 
・ メールアカウント管理 
・ メーリングリスト管理 
・ 同報メール管理 
・ システム管理 

(*6) ウイルススキャンに係るライセンス費用は別途発生いたします。 
 
 
■「SoMail」サービスイメージ図 
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■「SoMail」サポート Web イメージ図 
 
 

 
 
 
【「SoMail」協力各社からのコメント】 
■ 日本ヒューレット・パッカード株式会社  

執行役員 エンタープライズ ストレージ・サーバ統括本部長 石積尚幸様 
日本ヒューレット・パッカード株式会社は、IIJ-Tech の大規模メールソリューション 「SoMail」
の発表を歓迎し、利用拡大を積極的に支援いたします。「SoMail」ソリューションにおいて、

日本ＨＰは、SAN/NAS ストレージ製品、HP Proliant/HP Integrity サーバなどを提供しま

す。さらに、セミナ、広告などの協調プロモーションを実施します。日本ＨＰは、IIJ-Tech 設

立時よりパートナーシップを結んでおり、今後も緊密な協調関係を通じて、両社のビジネス拡

大を推進します。 
 
■ 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 執行役員 テレコム営業第 2 本部長 松澤政章様 
「SoMail」は、これまで IIJ-Tech 様が培ってきたノウハウを結集したメールシステムであり、

必ずやお客様の TCO 削減に役立つものと確信しております。「SoMail」の提供開始にあたり、

CTC では、サーバやネットワーク機器の提供および各種プロフェッショナルサービスに積極的

に支援してまいります。 
 
■ VA Linux Systems ジャパン株式会社 代表取締役社長 上田哲也様 
VA Linux Systems ジャパン㈱は、IIJ-Tech が構築するメールソリューション「SoMail」の

発表を歓迎いたします。「SoMail」では認証システムとして標準で、OpenLDAP を用いており

ますが、フェイルオーバ機能を新たに実装し、耐障害性を高めたチューニングを行っておりま

す。またその他にも、随所に弊社のノウハウと IIJ-Tech の技術力を融合させて「SoMail」は

誕生いたしました。今後もより強固なパートナーシップのもと、「SoMail」が更に市場を拡大

していくよう期待しております。 
 
■ 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

営業統括本部ソリューション第 1 営業本部 本部長 土屋雅幸様 
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社は企業向けメールシステム「SoMail」の提供開始

を歓迎致します。「SoMail」はオープンソースの活用による大幅な TCO 削減、さらに信頼性・

安定性を実現しております。当社も本ソリューションの推進に向け強力にご支援させて頂きま

す。 
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■ F5 ネットワークスジャパン株式会社 代表取締役社長 ティム グッドウイン様 
F5 ネットワークスジャパン株式会社は、このたび IIJ-Tech が高可用性と拡張性を低コストで

実現できる「SoMail」の提供を開始された事を非常に嬉しく思います。今後 F5 製品と「SoMail」
を組み合わせる事で更に積極的にサービスが推進されることでしょう。 
 
 
【株式会社アイアイジェイテクノロジーについて】 
IIJ-Tech は、IIJ の卓越したネットワーク技術と先進性を継承しながら、「お客様の視点に立っ
たシステム構築、システム運用サービス」を提供する会社として 1996 年 11 月に設立されま
した。インターネットビジネス・システムや企業情報システムの構築を行い、数多くの EC、
金融取引、ISP/ICP、エクストラネット、イントラネット、ASP システムの構築・運用をして
おります。顧客システム構築にあたっては、コンサルテーション・要件定義段階からプロジェ
クトを担当し、システムの開発・構築と、サービスイン後の運用・監視まで行います。IIJ-Tech
は、今後も常にお客様にとって「最適」であることをテーマに、業界に先駆けて革新的な IT サ
ービスを提供し続けてまいります。 
 
 
 
報道関係問合先 
IIJ グループ 広報室 手島、池田 
TEL： 03-5259-6310  FAX： 03-5259-6311 
E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 
 
営業関係問合先 
株式会社アイアイジェイテクノロジー  営業企画室 
TEL： 03-5205-6703  E-mail： info@iij-tech.co.jp 


