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電子メール活用の次世代スタンダードとなるメールソリューション 
『MEX Mail Solution』を提供開始 

 
当社は掲題に関し、本日、添付のリリースを行いましたのでお知らせ申し上げます。 

なお、本件による平成 19年３月期業績予想の変更はございません。 

以 上



 
 

平成 18年 6月 27日 
メディアエクスチェンジ株式会社 

 
MEX、電子メール活用の次世代スタンダードとなるメールソリューション 

『MEX Mail Solution』を提供開始 
電子メールによる「安全・安心・確実」な情報流通環境を実現 

 
 
 メディアエクスチェンジ株式会社（以下MEX、本社：東京都豊島区、代表取締役社長：吉村 
伸、資本金：40億 9,765万円、東証マザーズ：証券コード 3746）は、電子メール活用の次世代
スタンダードを企業や団体の皆様に提供する『MEX Mail Solution』の第 1弾プロダクトと
して、「RipGate」を販売開始し、同時に「RipGate ASP」サービスを開始いたします。        
 
 MEX Mail Solution(MMS)は、「いつでも」「どこでも」「だれでも」使いこなせることを
基本コンセプトとし、Web と電子メールシステムをトランスレートし融合することにより、現
在の電子メールにおける様々な課題に対する解決策を提案するソリューション・サービスです。   
 このほど発売する RipGate は、高度なセキュリティ環境の構築機能により、電子メール
を使用したファイルの安全・安心・確実な伝送と共有を実現するメールシステムです。 
 
 現在、ウイルスによる情報流出や不正アクセスによる機密の漏洩など、電子メールが、あらゆ

る生活シーンにおける必須のユーティリティツールとなったゆえのリスクが急激に高まってき

ています。同時に、個人情報の保護など情報の取り扱いについての社会的な規制が強化され、安

全な情報流通環境の整備は、企業等にとって極めて重要な責任となってきました。 
また、リッチコンテンツの電子メールによる流通が普及し、ネットワーク資源の節約が企業等

のポリシーとなってきたため、添付ファイルの容量制限など、情報伝送の確実性が低下するとい

った不都合も生じてきています。 
 
MEXは、高速大容量のネットワークを活かしたインターネットサービスをコンテンツプロバ
イダ、ISPなど多くの企業に提供しており、これまでも自らのネットワーク運用に役立てるため、
監視ソフトウエアの開発等を行ってまいりました。 
今回は、急増する電子メール添付型ウイルスや、スパムメール対策に高い関心をもって研究開

発に取組んできた中で、より高信頼の情報流通環境を実現し、電子メールが抱える課題を解決す

る「決定打」となるソリューションとして「RipGate」を開発しました。この技術は、現在特
許出願中(出願番号：特願 2004-304512)です。 

 

PRESS RELEASE 報道各位 



MEX では、RipGate をはじめとする『MEX Mail Solution』サービスなどのソフトウ
エア・ASP事業を、現行のインターネットデータセンター(iDC)サービス、および、広帯域・高
品質インターネット接続サービスと並ぶ、第 3の柱となる主力事業として展開してまいります。 
 なお「RipGate ASP」サービスは、平成 18年 8月末までは試用キャンペーン期間として無
料でご利用いただけます。サービス詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。 
 
＜RipGate のアウトライン＞ 
 

RipGate は、次のような基本機能を持った電子メールシステムです。 
 ①電子メールに添付されたファイルを宛先にそのまま送る代わりに、中継サーバ (RipGate
サーバ)ではぎ取り、Web サーバに格納して、電子メール本体には代わりに URL を埋め込
んで送信します。 

②電子メールの受信者は通常使用しているメールクライアントで受信し、埋め込まれた URL
をクリックすることでメールクライアントのブラウザ連動機能によってWebサーバへアク
セスし、添付されていたファイルを閲覧することができます。 
※RipGate を経由してメールを受信する場合も、同様のオペレーションが行われることにな
ります。  

 
上記の基本機能により、添付ファイルの容量制限等を設定されている電子メール環境において 
も、何の心配もなくファイルのやり取りをすることが可能となります。 
また、電子メールのすべての流通経路が暗号化(TLS,SSL)された環境となるため、高度なセ
キュリティを確立することが、これまでにない画期的な特徴となります。 
 

※RipGate の基本システム構成および特長、提供メニューについては、別紙 1をご覧ください。 

 
＜RipGate サービスサイト＞ 
 「MEX Mail Solution」URL：http://www.ripgate.jp 
 
＜RipGate の画期的な活用イメージ例＞ 
 
 イメージ例①：安全・安心対応ソリューション 

※活用イメージ例①の詳細については、別紙２をご覧ください。 

 イメージ例②：大容量ファイル対応ソリューション 
※活用イメージ例②の詳細については、別紙３をご覧ください。 

 イメージ例③：携帯電話等モバイル対応ソリューション 
※活用イメージ例③の詳細については、別紙４をご覧ください。  



＜メディアエクスチェンジ（ＭＥＸ）について＞ 

 ＭＥＸは、地域系（電力系）通信事業者各社ほかの出資により設立され、1997年 9月、
サービスを開始。現在では、東京・池袋において付加価値の高いインターネットデータセ

ンター（ｉＤＣ）サービスの他、広帯域で高品質なインターネット接続サービス等を展開

しています。2004年 9月、東証マザーズへ上場。  

メディアエクスチェンジ会社概要  

 ・商号 ： メディアエクスチェンジ株式会社（Media EXchange 略称：MEX ） 
 ・所在地 ： 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 10F  
 ・設立 ： 1997年 5月 
 ・代表者：代表取締役社長：吉村 伸  
 ・資本金：40億 9,765万円 
 ・主要株主：株式会社ライブドア、吉村 伸、他  
 ・従業員：13 名（2006 年 3月末現在） 
 ・主な事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業 
  （ＩＸアクセスセンターサービス、 インターネットサービス等）など  

メディアエクスチェンジ代表者略歴  

氏名：吉村 伸（よしむら しん）  
 1959年愛知県生まれ、東京大学大学院修士課程卒業。東京大学助手（教養学部、情報ネ
ットワークシステム運用センター）時代、学内ネットワークの構築、運用に従事し、Wide 
Projectに参画。ボードメンバーとし活躍する。1993年 1月より株式会社インターネット
イニシアティブに勤務、取締役技術統括部長、株式会社アイアイジェイメディアコミュニ

ケーションズ取締役副社長を歴任。1996年 6月同社退社、同 8月株式会社ネットワークカ
タリストを設立し、代表取締役を務める。1997年 5月メディアエクスチェンジ株式会社設
立と同時に代表取締役社長に就任、現在に至る。  

【一般・報道関係者からのお問い合わせ先】  

メディアエクスチェンジ株式会社 営業・カスタマーサービス部 
TEL：03-4306-6543 E-Mail：info@mex.ad.jp  

 



別紙１

ＲｉｐＧａｔｅ
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ＲｉｐＧａｔｅの基本システム構成
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安全・安心・確実な情報流通環境を実現するために、「ＲｉｐＧａｔｅ」は多様でユニークな機能を装備しています。

●あらかじめ発行されているID, パスワード等のアクセス権、SSLによるアクセスなどでコンテンツを保護します。

●電子メール送信時は、TLSによりコンテンツを保護します。

●Webサーバでは、電子メール本文、添付ファイルに対するデータベースを作成し、同一ファイルの再送信や、
特定のファイルの外部への流失を監視します。

●電子メール受信者に対するアクセス権の設定は、メール送信と独立して管理者が設定するため、ファイルを
送信しても電子メール受信者が直ちにこれを得られるとは限りません。

●ユーザごとに、送信先メールアドレスをドメイン、アドレス単位で制限することができる機能をあわせて備えて
おり、電子メールによる情報流出を監視、制限することができます。

●大きな添付ファイル自体を宛先にいきなり送ることがないので、モバイル環境などでのアクセス時にも、添付
ファイルは別途ないし後でアクセスすることができます。

●はぎ取られたファイルは有効期限を設けることができ、一定期間経過後に自動的に削除されるほか、閲覧
開始時刻を設定することで、一斉に情報への開示を許可することなどができます。

●多くのコンピュータウイルスが添付ファイルの形式をとるため、ウイルスが直接メールクライアントへ送られる
ことが少なくなります。

●HTMLメールについても、メールクライアントで直接表示を行うのではなく、Webサーバに格納後 Web クライア
ントによってアクセスするようにも変更可能になるため、メールクライアントの機能を制限することも容易になり
ます。

ＲｉｐＧａｔｅの主な特徴



■タイプ1：ASPサービス
小規模オフィスや特定のスタッフのみが使用するなどで、RipGateを自社設備として構築･運用することが
現実的でない場合に、月極めのシステムレンタル方式でご提供します。ご利用されるお客様のご都合に
応じて、無駄なくお手軽に使用いただくことができます。

【料金】1ユーザ 1,050円～
※１：詳しい料金は、「RipGateサービスサイト（※２）」の「「ASPサービスのご利用方法」をご覧ください。
※２： ＜RipGateサービスサイト＞「MEX Mail Solution」URL：http://www.ripgate.jp

■タイプ2：オールインワン・タイプ
RipGateアプリケーション、RipGateサーバ（リッピングサーバ＋Webサーバ）、OSなどのすべてのアイテム
を実装した完成品としてご提供します。
本製品を導入されるだけで、すぐにご使用いただくことができます。
【料金】 セット料金：8,000,000円

■タイプ3：ビルドツーオーダー・タイプ
ご利用されるお客様のシステム環境に応じて、RipGateアプリケーションのローカライズを行い、さらに、
RipGateサーバの構築・セットアップを個別にご提供します。
その結果、ご利用されるお客様だけの最適な環境でご使用いただくことができます。
※本タイプは、オールインワン・タイプに比べて大規模なシステム構成となります。
※ご希望により、リッピングサーバとＷｅｂサーバを別構成で構築することもできます。

【料金】下記タイプ3：オールインワン・タイプの料金を基本として、カスタマイズの仕様に応じた金額を加算
したお見積りとなります。

ＲｉｐＧａｔｅのご提供メニュー



別紙２

●財務書類や法務書類などの極秘書類のやり取りが多く、機密の
漏洩がとても心配。
→書類の閲覧にはＩＤとパスワードが必要なため、高度なセキュ
リティ環境が提供されます。

●個人情報を扱っているため、メールの送受信の間にデータの
流出があったら大変なことになる。
→特定のファイルだけを引きはがし、Ｗｅｂサーバに格納して
閲覧専用にすることができるため、データがメールとともに
社外に流出することがありません。

●ウィルス感染したメールを受信することが多く感染しないか不安。
→ウィルスファイルを自動的にはぎ取ってくれるので、感染の
危険が激減します。

●誤送信や配信遅延等の不公平が発生すると困るサービスだが。
→予め配信先を設定することができ、また、Ｗｅｂに格納された
データの公開開始および終了日時を設定できるため、情報
提供の遅延の不公平を回避できます。

●財務書類や法務書類などの極秘書類のやり取りが多く、機密の
漏洩がとても心配。
→書類の閲覧にはＩＤとパスワードが必要なため、高度なセキュ
リティ環境が提供されます。

●個人情報を扱っているため、メールの送受信の間にデータの
流出があったら大変なことになる。
→特定のファイルだけを引きはがし、Ｗｅｂサーバに格納して
閲覧専用にすることができるため、データがメールとともに
社外に流出することがありません。

●ウィルス感染したメールを受信することが多く感染しないか不安。
→ウィルスファイルを自動的にはぎ取ってくれるので、感染の
危険が激減します。

●誤送信や配信遅延等の不公平が発生すると困るサービスだが。
→予め配信先を設定することができ、また、Ｗｅｂに格納された
データの公開開始および終了日時を設定できるため、情報
提供の遅延の不公平を回避できます。

安全・安心対応ソリューション

Ａ社で個人情報が記載されることになっている
「エクセル」ファイルは、必ずＲｉｐＧａｔｅではぎとる
ように事前に設定。

社員の方は、いつもどおりに自分のメーラーに
個人情報ファイル（エクセルファイル）を添付して
送信ボタンをクリック。

送信されたメールは、自動的にファイル選別され、
ＲｉｐＧａｔｅのリッピングサーバによって個人情報
ファイルがはがされてＷｅｂサーバに格納。

送り先には、個人情報ファイルが格納されている
ＵＲＬが自動的に記載された、メールの本体だけ
が着信。

受信者は、ＵＲＬをクリックし、ＩＤとパスワードを
入力して、個人情報ファイルをＷｅｂ上で閲覧・
確認。必要があれば保存もＯＫ。

【該当するお客様イメージ】
●銀行、証券会社、保険会社などの金融機関様
●税理士事務所、会計事務所、弁護士事務所、弁理士事務所な
ど、 クライアントの機密書類をやり取りする事業者様
●会員制度を運営する事業者様
●ネットショッピングなどを運営するＥＣ事業者様
●その他、機密漏洩や情報流出などのリスクの回避を望まれる、
すべての企業・団体様
※一部のセクション様だけがご活用になる場合は、ＡＳＰサービスもございます。

【該当するお客様イメージ】
●銀行、証券会社、保険会社などの金融機関様
●税理士事務所、会計事務所、弁護士事務所、弁理士事務所な
ど、 クライアントの機密書類をやり取りする事業者様
●会員制度を運営する事業者様
●ネットショッピングなどを運営するＥＣ事業者様
●その他、機密漏洩や情報流出などのリスクの回避を望まれる、
すべての企業・団体様
※一部のセクション様だけがご活用になる場合は、ＡＳＰサービスもございます。

【活用例】 個人情報を取り扱う会員運営事業者様



別紙３

●うちの会社では２Ｍｂｐｓ以上の大きいファイルは送受信できない。
→どんな大容量メールも送受信可。
また、送信相手のネットワーク環境も気になりません。

●大きいファイルはＣＤ－ＲＯＭをバイク便で送っており、コストが
かかってしょうがない。
→どんな大容量メールもＷｅｂサーバを通してネットでやり取り、
配送コストはかかりません。

●うちの会社では２Ｍｂｐｓ以上の大きいファイルは送受信できない。
→どんな大容量メールも送受信可。
また、送信相手のネットワーク環境も気になりません。

●大きいファイルはＣＤ－ＲＯＭをバイク便で送っており、コストが
かかってしょうがない。
→どんな大容量メールもＷｅｂサーバを通してネットでやり取り、
配送コストはかかりません。

大容量ファイル対応ソリューション

【お客様イメージ】

●次のような大容量ファイルを日常的にやり取りされる事業者様
＊広告代理店
＊デザイン事務所
＊写真事務所
＊映像・画像制作会社
＊印刷会社
＊出版社
＊設計事務所
＊建設会社

●メールの送受信に容量制限があるすべての事業者様
●容量制限のあるメールサーバをホスティングされているすべて
の事業者様

【お客様イメージ】

●次のような大容量ファイルを日常的にやり取りされる事業者様
＊広告代理店
＊デザイン事務所
＊写真事務所
＊映像・画像制作会社
＊印刷会社
＊出版社
＊設計事務所
＊建設会社

●メールの送受信に容量制限があるすべての事業者様
●容量制限のあるメールサーバをホスティングされているすべて
の事業者様

Ｂ設計事務所では、一定容量以上の設計図面
やデザイン画像ファイル等は、必ずＲｉｐＧａｔｅで
はぎとって送信するように事前に設定。

所員の方は、いつもどおりに自分のメーラーに
設計図面やデザイン画像ファイル等を添付して
送信ボタンをクリック。

メールは、自動的に容量を測定され、ＲｉｐＧａｔｅ
のリッピングサーバによって設計図面やデザイン
画像ファイルがはがされてＷｅｂサーバに格納。

送り先には、設計図面やデザイン画像ファイル
が格納されているＵＲＬが自動的に記載された、
メールの本体だけが着信。

受信者は、ＵＲＬをクリックし、ＩＤとパスワードを
入力して、設計図面やデザイン画像ファイルを
Ｗｅｂ上で閲覧・確認。
必要があれば保存もＯＫ。

【活用例】 設計図面や画像を取り扱う設計事務所様



別紙４

●ＰＣ宛てのメールを携帯電話に転送設定しているが、肝心の
添付ファイルが見られない。
→ＰＤＦビューワーが実装されている携帯電話なら、転送
されない添付ファイルもＷｅｂ上で閲覧できます。

●営業先で見積りデータ等が急に必要になったとき、咄嗟に対応
できないで商機を逃したくない。

→ＰＤＦビューワーが実装されている携帯電話なら、会社
から携帯電話宛にファイルをメールしてすぐに閲覧・対応する
ことができます。

●モバイルしながら、大容量のファイルが添付されたメールを受信
する機会が多い。

→ナローバンドのダイアルアップで、大きいファイルが添付され
たメールをダウンロードすることなく、Ｗｅｂサーバにアクセス
してさくさく閲覧できます。

●ＰＣ宛てのメールを携帯電話に転送設定しているが、肝心の
添付ファイルが見られない。
→ＰＤＦビューワーが実装されている携帯電話なら、転送
されない添付ファイルもＷｅｂ上で閲覧できます。

●営業先で見積りデータ等が急に必要になったとき、咄嗟に対応
できないで商機を逃したくない。

→ＰＤＦビューワーが実装されている携帯電話なら、会社
から携帯電話宛にファイルをメールしてすぐに閲覧・対応する
ことができます。

●モバイルしながら、大容量のファイルが添付されたメールを受信
する機会が多い。

→ナローバンドのダイアルアップで、大きいファイルが添付され
たメールをダウンロードすることなく、Ｗｅｂサーバにアクセス
してさくさく閲覧できます。

【お客様イメージ】
●次のような携帯電話を販売される事業者様
＊携帯電話事業者
＊携帯電話の販売代理店／ショップ
※当該事業者様の有効な商材としてお取り扱いください。

●メールの携帯電話への転送設定をされている事業者様
※個人等のお客様につきましては、ＡＳＰサービスもご利用いただけます。

●保険外交など、現場ですばやく情報を取得閲覧する状況になる
事業者様
●その他、営業セクションをお持ちのすべての事業者様

【お客様イメージ】
●次のような携帯電話を販売される事業者様
＊携帯電話事業者
＊携帯電話の販売代理店／ショップ
※当該事業者様の有効な商材としてお取り扱いください。

●メールの携帯電話への転送設定をされている事業者様
※個人等のお客様につきましては、ＡＳＰサービスもご利用いただけます。

●保険外交など、現場ですばやく情報を取得閲覧する状況になる
事業者様
●その他、営業セクションをお持ちのすべての事業者様

携帯電話対応ソリューション

Ｃ商社では、営業マンが着信するメールは、必ず
ＲｉｐＧａｔｅでファイルをはぎとって受信するように
事前に設定。

営業マンの方が、お客様と接客中に急遽見積り
を求められたため、在社中のスタッフに見積りの
作成とメールへ添付して送付を依頼。

在社スタッフが送信したメールは、ＲｉｐＧａｔｅの
リッピングサーバによって自動的に見積りファイ
ルがはがされてＷｅｂサーバに格納。

営業マンの携帯電話には、ＰＣから転送されて、
見積りファイルが格納されているＵＲＬが自動的
に記載されたメールの本体だけが着信。（携帯
電話への直接送信もＯＫ）

営業マンは、ＵＲＬをクリックし、ＩＤとパスワード
を入力して、見積りファイルを携帯電話のブラ
ウザで表示し、お客様に提示。必要があれば、
携帯電話のＳＤカードに保存した見積りを、お
客様のＰＣにコピーして出力も可能。

【活用例】 営業先で急遽見積りを求められた事業者様


