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第1章 SpamTitan 

この章ではSpamTitanの概略について説明されています。 
 

1.1 SpamTitanの概略 

SpamTitanは、現在電子メール基盤において も必要とされているハイパフォーマンス・メールフィルターリ

ング・ソフトウエアパッケージ製品です。SpamTitanは確固たるオペレーティングシステムと、各種ソフトウ

エアアプリケーションで組み合わせられて、企業の電子メールセキュリティポリシーやウイルス、スパムメー

ルを取り省くための電子メールセキュリティーアプライアンスを構築するものです。 
 
アンチスパムはマルチレイヤーでスパム検知を行い、99％以上のスパムを検出する事ができます。 
 
アンチウイルスは２社（ClamAVとKaspersky）のウイルススキャンエンジンを使ってウイルスメールを検知

します。 
 
メッセージフィルタリングは企業における電子メールの送受信ポリシーを構築する事ができます。フィルター

ルールは、禁止された添付ファイルのブロックやメール拒否リストを追加できます。これらのルールはドメイ

ンやユーザー単位にきめ細かく設定でるようになっています。 
 
メールモニターリング機能は、SpamTaitanを通過するメールトラフィックをわかり易く表示させる機能であ

り、自動/手動レポート機能を装備しています。 
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第2章 セットアップとインストレーション 

この章では、SpamTitanを使用して電子メール配送を行うための設定手順について説明されています。この章

を完璧にマスターすれば、SpamTitanにより社内外への電子メールの送受信が可能となります。 
 

2.1 インストレーション計画 

SpamTitanは通常ファイアーウオールとメールサーバの間に設置します。この時ファイアーウオールで電子メ

ールのポート（TCP25番）およびSpamTitanサーバーのIPアドレスを、外部から直接アクセスできるように変

更します。もしSpamTitanサーバに新しいMXレコードを割り当てる場合には、セカンダリーあるいは優先度

の低いMXレコードを割り当てないようにしてください。スパマーは優先度が低い場合、セカンダリーサーバ

をターゲットとするかもしれません。セカンダリMXレコードではスパムフィルターとして防御できません。

セカンダリーMXレコードはバックアップメールサーバーとして、プライマリーＭＸレコードが不具合を生じ

た場合にプライマリーMXレコードのメールをキューイングさせるように設置します。 
 
 
 
 

 
 

図 2-1 
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2.2 セットアップの準備 

貴社の環境においてSpamTitanを問題なく設置させるために、貴社のネットワーク管理者にネットワーク環境

の情報を問い合わせておく事が重要です。 
SpamTitanはウエブインターフェイスを使って設定します。ノートＰＣ等を準備し、SpamTitanサーバとネッ

トワーククロスケーブルで接続し、ノートPCのウエッブブラウザで設定します。もし既に貴社の環境に予め

設定されていれば、貴社のネットワークに直接接続して下さい。SpamTitanのウエッブインターフェイスにア

クセスするには、次のURLをアクセスします。 
 
http://<設定済みのSpamTitanのIPアドレス> 
 
 
 
 

          
 
 

図 2-2 
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SpamTitanのグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) 
 
SpamTitanはウエブベースのインターフェイスを用いて、設定管理やシステムの監視ができるようになってい

ます。 各ページは機能に応じて直感的に理解できるよう表示されており、多数の図/表を用いてシステムの現

在の状況を把握できます。またこのGUIではすべてのメールトラフィック履歴をリアルタイムで見ることがで

きます。 
管理者は、ローカル/リモートの電子メールユーザーのメールトラフィック履歴や集計が、簡単にレポートでき

るように設計されています。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：GUIにアクセスするには、ブラウザの設定でJavascriptとクッキーを有効にしておかなければな   
    りません。また、HTMLページの表示にカスケードスタイルシート（CSS）が使用されています。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
SpamTitanサーバーのGUI管理画面にアクセスするには、IPアドレスあるいはホスト名をURLでアクセスして

ください。すべてのユーザーがGUIからログインできます。ユーザー名とパスワードを入力し、Loginボタンを

クリックします。管理者画面へのアクセスはadmin、パスワードhiadmin（デフォルト）を使用します。ログイ

ン後、このパスワードはセキュリティー上変更しておくべきです。 
 
 

 
図2-3 
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管理者としてログイン後、システムダッシュボードが表示されます。このダッシュボードは、SpamTitanシス

テムのステータス一覧を表示するものです。 
 
 
 

 
 

図2-4 
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2.3 セットアップ 

ウエブインターフェイスにアクセスした後、設定を行うことができます。 
 
 
ネットワークコンフィグレーション 
 
ユーザー名admin、パスワードhiadmin（デフォルト）でログイン。 
上側メニュータグのシステム設定＞ネットワーク でSpamTitanのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルト

ルートを設定します。システムIPアドレスの設定に関しては、「ネットワークコンフィグレーション章」をご

参照ください。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：StanTitanサーバーのIPアドレスを変更した場合、管理画面にアクセスするURLのアドレスも 
    変更になりますので、新しいIPアドレスでの再アクセスが必要です。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
システム設定＞ネットワーク ページでは、SpamTitanサーバーがインストールされている環境におけるDNS
（ドメインネームサーバー）もまた設定しなければなりません。セカンダリDNSサーバーがある場合には、こ

のアドレスも設定しておきます。DNSの設定に関しては「第3章-3.3 DNS設定」をご参照ください。 
 
 
メールリレー設定 
 

1. システム設定＞メールリレー を選択し、一般設定セクションに入ります； 
 

 SpamTitanサーバーのホスト名をFQDN（完全修飾ドメイン名）で入力。 
 メールサーバーが受信メールのサイズ制限を行っている場合、” 大メッセージサイズ”ドロップ

ダウンメニューから制限サイズを選択してください。 
 「保存」ボタンをクリックします。 

 
2. システム設定＞メールリレー のドメインセクションでSpamTitanサーバで受信する各ドメイン名を設

定します。 
 

 ドメイン：はmydomain.comのように「ドメイン名」を入力。 
 このドメインを扱うメールサーバのIPアドレスあるいはFQDNで入力。 
 電子メールの宛先ポート はデフォルトで25となります。 
 「追加」ボタンをクリックします。 
 このSpamTitanサーバで処理すべき別のドメインがあれば同じように設定を行ってください。 
 すべてのドメインを追加した後は、下側のリストボックスにリストされています。適当なドメイ

ンをカーソルで選択し、右側のOptionの「テスト」リンクをクリックしてこのドメインに存在す

るメールアドレスを入力し「Send」ボタンをクリックすれば、SpamTitanサーバーを経由してメ

ールが正しく送信されたかのテストができます。メールクライアントではSpamTitanからのテス

トメールを受け取るでしょう。 
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3. 貴社のメールサーバーが「受信者認証」機能をサポートしている場合、「ダイナミック受信者認証」

を選択しておきます。マイクロソフトExchange2003サーバーや多くの電子メールサーバーがこの機能

をサポートしています。この機能がONの時、SpamTitanサーバーは、受信メールのアカウントがメー

ルサーバーに存在するかどうかを調べてもらいます。もしメールアカウントが存在しない場合、DSN
（配送ステータス通知）メッセージを伴ってメールを拒否（Drop）し、その後の処理をしません。こ

の機能を持っていないメールサーバーであれば、次の設定を用います。 
 

 受信者認証無し  受信者認証は行わない。 
 LDAP 受信者認証 アクティブディレクトリー環境下であれば選択します。 
 受信者直接指定 有効なメールアドレスを手動、あるいはテキストファイルで入力します。メー

ルアドレスはメールアドレス/行として記述しておきます。 
 
ドメイン管理、受信者認証に関しては「メールリレー:ドメイン管理」（第3章3.9）をご参照ください。 
 

これまでの設定手順で、SpamTitanサーバーでメールを受信する為の 低限必要な設定が完了しました。 
次の章より、さらに細かな設定について説明されています。各メニュー内の設定はデフォルト設定と比較して

みることができます。また設定に関しての詳細を見たい場合にはヘルプアイコン をクリックして下さい。 
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第3章  システムセットアップ 

この章では基本的な設定手順に関して説明されています。 

3.1 ライセンス  

SpamTitan のライセンスを設定するには、SpamTitan からの有効なライセンスファイルを入手する必要があり

ます。 

 

 
図 3-1 

 

このライセンスは、ライセンスページのシステム設定＞ライセンス タグ内からインポートしなければなりま

せん。「参照」ボタンをクリックして、管理画面を表示させている PC 上のライセンスファイルの場所を選択し、

「読み込み」ボタンをクリックしてください。 

ライセンスファイルが無事に読み込まれると、ライセンス情報ウインドウにライセンスの詳細が表示されます。 

有効なライセンスでない場合には、ウエブインターフェイスへのアクセスが制限されたり、スパム、ウイルス

やシステムのアップデートができません。 

 

ライセンスカウント：５日間におけるクリーンメール受信数の１日あたりの平均値をライセンスカウント値で

す。導入初期におけるテスト等でライセンスがオーバーした場合にでも３回までリセットできます。 
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3.2 ネットワーク設定 

この節ではSpamTitanのネットワークオペレーション設定に関しての説明がなされています。 

 

SpamTitanサーバーのデフォルトIPアドレスは192.168.100.100が与えられています。このアドレスを変更するに

は、システム設定＞ネットワークページをアクセスします。 

 

図3-2 

ネットワーク設定ウインドウではIPアドレス、サブネットマスクおよびSpamTitanサーバーのデフォルトゲート

ウエイを設定します。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ネットワーク設定を完了すると（IPアドレスが変更となった場合）、管理画面をアクセスでき 
        なくなります。新しいSpamTitanサーバーのアドレスをブラウザにセットして再度、管理画面にログ 
        インし直して下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 

 

 

3.3 DNS設定 

ドメインネームシステム（DNS）はインターネット名前スペースを管理する分散型データベースです。DNS
はホスト名からIPアドレス、またはIPアドレスからホスト名（逆引き）を調べます。 

 
図3-3 

 
システム設定＞ネットワークページでDNSの設定をする事ができます。 
次の表はDNS設定についての設定項目詳細です。 
 
フィールド 説明 
ドメイン このSpaTaitanサーバーのプライマリドメイン名 
DNSサーバー（複数可） DNS問い合わせを行うプライマリー、およびセカンダリーDNSサーバーをIPアド

レスで記述。３台までのDNSサーバーを登録することを推奨します。リストの上

側から順に問い合わせを行います。 
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備考：SpamTitanに装備されているRBL、SURBLテスト機能によるメッセージの

スパム識別機能を確実にするために、DNSを正しく設定してください。 
DNSキャッシュを使う DNSキャシュが有効な場合、全てのDNS問い合わせはSpamTaitanサーバー自身に

キャシュされます。DNS問い合わせは先ずローカルキャシュを調べ、情報を持っ

ておれば問い合わせを終了します。ローカルキャッシュに情報を持っていない場

合、設定されたDNSサーバーに問い合わせを行います。既に登録されたDNSサー

バーでキャシュサーバーがあれば、この機能を無効としておきます。デフォルト

では有効となっています。 
備考：150,000メッセージ/１日を越えるようなメールトラフィックがある場合は

DNSキャシュを有効としておきます。 
キャッシュフラッシュ DNSキャシュをクリアーする場合には、フラッシュボタンをクリックして下さい。

 
 
 
 

3.4 HTTPプロキシー  

SpamTitanサーバーは、デフォルトでTCP80番ポートをウイルス定義ファイル、スパムルールのアップデート

に使用しています。貴社の環境でhttpプロキシーを使用している場合、HTTPプロキシー機能を有効にしておき

ます。システム設定＞ネットワークページからHTTPプロキシーを使用：を有効、HTTPポート番号を指定して

ください。この設定を間違うとウイルス定義ファイルやスパムルールのアップデートができなくなります。デ

フォルトではHTTPプロキシーは無効となっています。 
 

 
図3-4 

 
 
 

3.5 スタティックルート 

もし貴社環境上で複雑なルーティングが必要であれば、スタティックルートを追加する事によってルーティン

グテーブルを操作する事ができます。 

 
図3-5 

 
システム設定＞ネットワーク ページ内でスタティックルートの追加ができます。 
 
スタティックルートをルーティングテーブルに追加するには、次の構文を使って追加できます。 
 
[ -net  | -host ] destination  gateway  [netmask] 
 
 
ここで destination は宛先のホストもしくはネットワークです。 gateway はパケットがルートされるべき次

の中継点です。ある特定のホストへのルートは、destination で指定されたインターネットアドレスを解釈す

ることによって、ネットワークへのルートと区別されます。オプションの修飾子 -net, -host が指定されると、 
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destination をそれぞれネットワークもしくはホストとして強制的に解釈します。これらの修飾子がないなら、 
destination に INADDR_ANY(0.0.0.0) の ``ローカルアドレス部'' が含まれるか destination がネットワーク

のシンボル名である場合はネットワークへのルート、その他の場合はホストへのルートと想定します。 
destination は、 netbits の書式でも指定可能です。 
 
例えば、 128.32 は -host 128.0.0.32 として解釈されます。 128.32.130 は-host 128.32.0.130 として、 -net 
128.32 は 128.32.0.0 として、 -net 128.32.130 は 128.32.130.0 として解釈されます。 192.168.0.0/16 は 
192.168.0.0 -netmask 255.255.0.0 として解釈されます。 
 
 
 

3.6 システムタイム 

SpamTitanサーバーはログイベントのタイムスタンプ時間と日付け、アンチウイルス定義ファイルやスパムル

ールの更新、その他内部処理時間を自動で行わせるために時間設定が必要です。 
 
システム設定＞時刻ページでSpamTitanサーバーの時間を設定します。日付け、時間はドロップダウンメニュ

ーから、手動設定あるいはNTPサーバーから自動的に時間を同期させる事ができます。ネットワークタイムプ

ロトコル（NTP）はネットワーク上のコンピュータ（NTPサーバー）から時間を同期させるためのプロトコル

です。NTPはコンピュータクロックをユニバーサルタイム（UTC）でミリセカンド単位で調整します。デフォ

ルトでは、パブリックNTPサーバーの内部リストで自動的に時間調整が行われます。 
 

 
図3-6 

 
時間を自動更新させるためにタイムゾーンメニューからタイムゾーンを選択してください。 
 
次にNTPを使用して時間を自動で調整させるために、NTP設定メニューから「NTPを使用し自動的に時刻を設

定」を選択します。NTPを使用して同期を取るには少なくとも１つのNTPサーバを指定しなければなりません。

「NTPsync」ボタンをクリックするとNTPサーバと時間が同期されます。「保存」をクリックします。 
 
時間を手動で設定したい場合、NTP設定メニューから「NTPサーバーを使用しない」を選択してください。こ

の場合、年月日と時間を各フィールドで設定し、「保存」ボタンをクリックして時間の更新を行います。 
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3.7 メールリレー：一般設定 

システム設定＞メールリレーページからSpamtitanメールリレーのホスト名、フォールバックSMTPリレーサー

バー、 大メッセージサイズ、およびキュー生存時間を設定します。 
 

 
図3-7 

 
一般設定の詳細： 
 
設定 説明 
ホスト名： SpamTitanサーバーのホスト名をFQDNで記述します。 
フォールバックSMTPリ
レー（複数可）： 

SMTP 配送先の不具合等で、見つからなかったり到達できない場合の予備のリレ

ーホストのリストを定義します。（デフォルトでは空白であり、配送先が見つか

らない場合にはメールは送信者に返され、配送先に到達できない場合には配送が

遅延するため） 
フォールバックリレーはSMTPによる配送先でなければならない。 
設定：ドメイン、ホスト、host:port、[host]:port、[address] または [address]:port 
を指定します;  [host] の形式はMX検索を無効にします。 
注意：MXホストとフォールバックホスト間でのメールーループをなくするため

に、SpamTitanはDNS参照でのMXホストが宛先（フォールバックホスト）の場合

には、フォールバック中継機能を使用できません。 
※フォールバックSMTPリレーに複数のサーバーを指定すると、ループが発生しや

すくなるためお奨めしておりません。 
 
Spamtitanを経由してのメール送信（outbound）において、リモートメールサーバ

に送信できない場合にもフォールバックSMTPサーバへの中継を試みます。 
 
◎このオプションはV4.14で追加されました。 

大メッセージサイズ： 受信できるメッセージの 大サイズ。中継先のメールサーバーがメッセージサイ

ズを制限しているようであれば、同じサイズか少し小さめのサイズを指定します。

推奨サイズとしては20MB-40MBです。 
グリーティングバナー： グリーティングバナーはSMTPグリーティングバナーにおいて、ステータスコード

につづいて出力されるテキストとなり、カスタマイズが可能です。デフォルト値

は$myhostname ESMTP $mail_name</b> です。$hostnameはアプライアンスの

完全修飾ホスト名に展開し、$mail_名はPostfixに展開します。 
キュー生存時間： 
遅延キューの通知： 

Deferd(遅延)となったメッセージの待機キュー内の生存時間設定。デフォルト5日。

送信者が送信メッセージの遅延の旨の通知を受け取る時間。デフォルトではこの

機能は無効であり、すぐに遅延通知が発行される（0時間）。 
◎このオプションはV4.14で追加されました。 
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3.8 メールリレー：トラストネットワークス 

もしSpamTitanサーバーを使って電子メールを送信したい場合、許可されたリレーメールとしてホストまたは

ネットワークを登録しなければなりません。システム設定＞メールリレー 内の信頼できるネットワークセク

ションで、これらのネットワークを設定します。 

 
図3-8 

 
 
許可するネットワークのリストは、ネットワークアドレスあるいはネットワーク/ネットマスクをCIDR
（Classless Inter-Domain Routing）フォーマットで定義します。ネットマスクはホストアドレスのネットワー

ク部分をビット数で定義します。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：リスト上では上から下までを検出し、一致すると検出を停止します。！パターンの定義は、 
        リストのアドレスあるいはネットワークブロック以外という意味となります。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
図3-8の例では、トラストネットワークはローカルホスト（127.0.0.1）のみで、このSpamTitanサーバーのIP
アドレスとなります。同じネットワーク上の他のクライアントがこのSpamTitanサーバーを中継して送信する

事はできません。 
 
 
 

3.9 メールリレー：ドメイン管理 

システム設定＞メールリレーページのドメイン セクションで、貴社の組織で受信できるドメインを追加/編集

できます。 

 
図3-9 
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ドメイン管理、各フィールドの詳細： 
 
フィールド 説明 
ドメイン メールを受信できるドメイン名を記述する。受信メールの宛先ドメインを調べ、

リスト上のドメインあるいはサブドメイン名に一致していると、受信処理に入る。

一致していなければ、許可されていないメール中継として拒否されます。 
 
典型的な宛先メールサーバーは、ローカルネットワーク上のマイクロソフト

Exchangeサーバーやその他のメールサーバー等です。 
宛先サーバー SpamTitanサーバーで処理されたメールを中継先のメールサーバーのホスト名あ

るいはIPアドレスを定義する。 
宛先ポート 宛先メールサーバーで使用するポート番号。デフォルト25番。 
受信者認証 受信者認証はディレクトリ攻撃に対して防御する効果があります。 

ディレクトリ攻撃とは、スパマーが生成した何千というメールアドレスをドメイ

ンに送信し、組織から有効なメールアドレスを収集しようとします。この攻撃は

メールサーバーに重大な負担となり、メールサーバの設定によっては多数のバウ

ンスメールを送信する事にもなります。例えば、マイクロソフトExchangeサーバ

ーでは、無効な受信者を拒否するというよりも、全てのメッセージを受信し、ど

のアカウントが有効なのかを調べてディレクトリ攻撃に対応しているが、無効な

受信者への通知メッセージを配信する事になり、しばしばExchangeサーバーの

CPU負荷を高めることになります。 
 
SpamTitanサーバーの受信者認証機能を有効にすると、メッセージがネットワー

ク（本来のメールサーバー）に到達する前に、無効な受信者へのメッセージは

SpamTitanサーバーで直接拒否されます。 
 
SpamTitanサーバーは貴社の環境に応じて、様々な受信者認証方式を行う事がで

きます。もし、メールサーバーが受信者認証をサポートしているのであれば、「ダ

イナミック受信者認証」をドロップダウンメニューから選択しておきます。多く

のUNIXベースのメールサーバ、グループワイズやExchane2003（デフォルトOFF）
ではこのオプションがサポートされています。 
この場合、Verification Serverフィールドー内で、認証サーバのIPアドレスを入力

してください。一般的に、これは宛先サーバーと同じサーバーになりますが、い

くらかの場合には異なったサーバーが要求されるかもしれません。 
 
Exchange2000サーバーや、他のメールサーバーではLDAPディレクトリーがサポ

ートされており、この場合、「LDAP受信者認証」を選択しLDAPサーバーの詳細

について入力します。これは意図した受信者アドレスが有効なのかどうかをLDAP
サーバーに問い合わせます。 
 
上記のオプションに該当しない場合、「受信者直接指定」を選択して許可すべき

メールアドレスを手動で入力、あるいはテキストファイルで取り込みます。メー

ルアドレスは１アドレス/1行で書かれていなければなりません。 
 

テスト ドメイン名の「テスト」リンクは、定義されたドメインのメールアドレス宛にテ

ストメールを送信します。テストをクリックし、ポップアップウインドウに有効

なメールアドレスを入力し、「Send」ボタンをクリックします。このドメインの

宛先メールサーバの有効なメールアドレスにテストメッセージが届くでしょう。
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  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：受信者認証がダイナミック、あるいはLDAP認証の場合であり、中継先のMTAが送信先として

SpamTitanをSpamTitanを指定している場合、 
  インターネット<<--------- SpamTitan<<---------内部MTA<<--------<内部クライアントPCs 
  上記のような構成であれば、SpamTitanのメールリレー＞信頼できるネットワーク には内部MTAのIPア

ドレスを記述する必要がありますが、この場合SpamTitanで受信時における受信者認証ができません。受

信者直接指定による受信者認証のみ可能となります。 
  インターネット--------- >>SpamTitan--------->>内部MTA 
                  <<--------<内部クライアントPCs 
  上記のように内部クライアントPCsが送信smtpサーバーとしてSpamtitanを指定すれば、 
  「信頼できるネットワーク」には； 
  127.0.0.1/8 
  !192.168.0.254  (内部MTAのアドレス例) （!は例外を示す） 
  192.168.0.0/24 (内部PCsのセグメント)  （このセグメント内のホストは送信を許可）としておきます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
ドメインのインポート：インポートドメイン機能によってSpamtitanに複数のドメイン情報を１つのCSV 

           ファイルで読む込むことができます。 

 

ドメイン名（必須） 

宛先メールサーバー：ポート番号（必須） 

受信者認証タイプ（none/dynamic/ldap）（必須） 

ダイナミック認証の場合、認証サーバーの記述も必要です。 

Ildap認証の場合、次の項目を記述しておきます。 

LDAPサーバー：ポート番号 

LDAP検索ユーザー（anonymousユーザーの場合には、この項目は空白とします） 

LDAP検索ユーザーパスワード（anonymousユーザーの場合には、この項目は空白とします） 

LDAP問い合わせフィルイター 

LDAP検索ベース 

 

次の例では１ドメイン/行に関してのCSVを用いた情報です。（空白行、(#)コメントは無効行となります） 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
  # 
  # Comment lines starting with '#' are ignored. 
  # 
  foobar1.com, 192.123.254.254, none 
  noddy.com, 192.123.1.1:25, dynamic, 192.123.1.1 
  beaker.com, 192.123.1.3, ldap, 192.123.1.3:389, , ,      
  (|(proxyaddresses=smtp$%s)(proxyaddresses=smtp:%s)(mail=%s)(userPrincipalName=%s)),   
  "OU=beaker,DC=local" 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Note: If any field contains a comma ',' then that field must be contained in quotes. 
項目内にカンマ（,）を含んでいる場合、ダブルクオートで囲まなければなりません。
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3.10 メールリレー：フロントライン・コンテントコントロール 

SMTPプロトコルは送信者を認証するための方法を持っていないので、スパマーはその身元を隠してメールの

送信を簡単に行う事ができます。スパムメールには、メッセージのエンベロープ送信者アドレスを偽ったメー

ルや、HELOアドレスが無いメッセージが含まれています。いくらかの不必要なコマーシャルメール（UCE）
は厳密なSMTPチェックでブロックする事ができます。これはUCEソフトウエアがSMTPプロトコルに違反し

ているケースが多い為です。 
 

 

 
図3-11 

 
システム設定＞メールリレーページのFrontline Content Controlセクションで、接続元のIPアドレスや、コネ

クションのSMTPプロパティを基本としたメッセージの拒否等のSMTPコントロールを行います。 
 
これらのオプションによって、メッセージがSpamTitanサーバーに入り込む前にスパムとして認識させるため

に、スパム処理エンジンでの処理能力を節約させる事になります。 
 
フロントライン・コンテンツフィルターの設定詳細： 

設定 説明 
HELO (EHELO)必要：： このオプションを使うと、SpamTitanはSMTPコネクションの 初にクライ

アントのHELO（またはEHELO）コマンド送信を要求します。 
このオプションでいくらかのUCEソフトウエアを止めることができるでし

ょう。デフォルトは無効となっています。 
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FQホスト名必要： クライアントの HELO (EHLO) コマンドが RFC に準拠したFQDN 形式で

ない場合に、要求を拒否します。 
名前解決可能なホスト名が必

要： 
クライアントのHELO ホスト名がリストに登録されていると、接続を拒否す

る。例えば、適切な設置がなされていないメールサーバーではHELO localhost
で接続してくるような場合、localhostは我々自身のホストあるいはドメイン

名を使うべきではない。（この場合、リストにlocalhostを入れておく） 
HELO ホスト名で拒否： HELO ホスト名でRFCに準拠していないFQDNを持つメールサーバ（しかし

正当な）であるがリストにあれば拒否しない。例えば、HELO ホスト名の

FQDNホスト名を調べ、FQDNが正当でない場合でも、これらのクライアン

のHELOエントリーがリストされている事によって接続を許可します。 
 
備考：もしクライアントがRBLあるいは受信者認証に失敗すると、この接続

は拒否されます。 
RFC 準拠強制 MAIL FROM や RCPT TO コマンドで与えられるアドレスに関して、

SpamTitanサーバー がどの程度許容するかを制御します。 
 
この機能が有効な場合、RFC形式のコメントを含むアドレス形式や＜＞（ア

ングルブラケット）で括られているエンベロープアドレスを要求する。 
 
不幸にも、広く使用されているSendmailは多くの非標準的な挙動を容認して

いるので、多くのソフトウエア（UCE）はこれを逃れる事になります。 
従って、RFCの検査だけでは迷惑なメールを制限できなく、また不適切なメ

ールサーバーからの正当なメールをブロックするかもしれません。 
このオプションはデフォルトで無効となっています。 

FQDN必要： このオプションが有効であれば、クライアントからのMAIL FROM、あるい

はRCPT TOコマンドでFQDNが使われていなければ拒否させます。 
不明送信者ドメイン拒否： このオプションを有効にすると、送信者のメールアドレスのドメイン部が

DNS AレコードあるいはMXレコードを持っていない場合に接続が拒否され

ます。 
リアルタイムブラックホール

リスト (RBLs) 
Zones: 

リアルタイム・ブラックホールリスト機能は、よく知られたスパマーホスト、

あるいはリレーサーバーの外部データーベース（DNSbl）を参照する機能で

す。DNSbl（DNSブラックリスト）はIPアドレスのみを検査します。SpamTitan
サーバーは接続してくるクライアントのIPアドレスをDNSbl（複数可）に問

い合わせるものであり、送信者アドレス（メールアドレス）を検査するので

はありません。 
 
DNSblは注意してご使用ください。SpamTitanエンジンのコアーは、メール

のスパムスコアー（スパム率）を決める場合にこれらを使用します －しか

し、これらの設定が無条件に拒否するものではない事が（一般的なDNSblの
使用方法と）異なっています。 これらのDNSbl参照は、インターネット上

に公開されている様々な無料サービスです。次に説明されているものは、い

くらかの良いDNSblサーバーです（順不同）： 
 Cbl.abuseat.org 
 Dul.dnsbl.sordb.net 
 List.dnsbl.org 
 Opm.blitzed.org 
 Relay.ordb.org 
 Sbl.spamhaus.org 
 Bl.spamcop.net 
 Dnsbl.sorbs.net 
 

信用できて有料サービスであるhttp://www.mail-abuse.orgや、貴社で既に同

様の有料サービスをご使用であれば、それらを指定することもできます。 
 
 

Allowed RBL IP Addresses これはRBLテストに失敗した場合でも、メッセージを受け取る事ができる、

IPアドレスのリスト、あるいはCIDRアドレスです。これはRBL偽陽性を促進

します。（RBL参照で引っかかったとしてもリストにあれば受信を許可する）
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送信者ポリシーフレームワー

ク（SPF）： 
SPFとは、差出人のドメインで送信可能な正規メールサーバーの情報を管理

し、メール受信時に、正規メールサーバーから送られてきたメールなのか送

信元を偽ったメールなのかを判断する技術。スパムメールは通常送信元を偽

っているため、この技術を利用し、メールの正当性を判別することができま

す。 
SPFのないSMTPサーバに電子メールが到着すると、発信先のドメインが正

しいものと見なされる。一方、SPFで動作するように設定されているメール

サーバでは、電子メールに含まれるドメインのDNSレコード（独自な1つの

テキストレコード）が照会され、返される応答によって受信側のSMTPは着

信メッセージが本物か偽物かを判断できる。 
 
ドメインのSPFレコードを取り出すのに、複数のDNSクエリーとしてSPFを
使う場合にはメッセージ転送のパフォーマンスが犠牲になる事に注意しな

ければなりません。 
このオプションはデフォルトで無効となっています。 
 

Blacklisted IP Addresses SMTP初期セッションにおいて拒否（reject）したいIPアドレス、またはCIDR
形式で記述しておきます。 
（V5.04で追加された機能） 

 
 
 

3.10-1 SMTP/SASL Authentication  

SMTP/SASL認証 
SpamTitanでメール送信を行う場合に、ユーザー認証の機能が追加されました（v4.13より） 
この機能によりSpamTitanでより安全なリレー制御が可能となります。 
 

 
図3-10-1 

 
メールクライアントはユーザ名とパスワードの認証に成功すると、Spamtitanでの中継が可能となります。 
ユーザー認証はLDAP/ActiveDirectoryを使用します。 
 
LDAPサーバー：ユーザー認証に使用するLDAPサーバー(Active Directory)のIPアドレスを入力。 
 
LDAPポート：通常では389 
 
LDAP User DN:：LDAPサーバーの管理者メールアドレスを入力。 
LDAPパスワード：パスワードを入力。 
 
LDAP Filter：uid=%u （デフォルト） 
LDAP検索ベース：dc=example,dc=com （デフォルト）－貴社環境に合わせてください。 
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  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ユーザ認証にはクリアーテキストを使用しますので、安全な暗号化（TLSー第6章3.2）のご使

用を推奨します。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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3.11 速度制御 

3.11.1 速度制御 

スパムタイタン・アプライアンスのレートコントロール機能は、SMTP接続クライアントからの短時間における

多数の接続要求（一種の攻撃）を保護するものです。 例えば、Spambotからの多数のスパムメール送信など

があります。（レートコントロールはV5.04から追加された機能です） 

 

スパムタイタンは同じSMTPクライアントからの同時接続数を制限するだけでなく、同じクライアントからの

SMTPコマンド受付数も制限します。 もしこの制限を越えると、それ以上の接続は正常な状態になるまで延

期されます。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：これらの制限は正常なトラフィック状態においては、異常な遅延を生じる可能性もあるので使

うべきではありません。 この制限は非常識なSMTPクライアントによる攻撃等の対抗処置として使用し

ます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

 
図3-11-1 

 
１、1つのSMTPクライアントからの同時接続数。デフォルトは50 
２、１つのSMTPクライアントの接続速度（単位時間60秒あたりの接続回数）。デフォルト制限なし。 
３、1つのSMTPクライアントからのMAIILコマンド発行速度の制限（単位時間60秒あたりのMAILコマン 
  ド発行数）。デフォルト制限なし。 
４、1つのSMTPクライアントからのRCPTコマンド発行速度の制限（単位時間60秒あたりのRCPTコマン 
  ド発行数）。デフォルト制限なし。 
 
「保存ボタン」で設定を保存します。「リセット」ボタンは全ての設定をデフォルト状態に戻します。 
 
レートコントロールを適用しないクライアント設定 
上記の設定（レートコントロール）を無効（ホワイトリスト）とするSMTPクライアントの定義。「許可ネッ

トワーク」にリストされるホスト、ネットワークは無効となります。 
 
IPアドレス、あるいはネットワークをIP/CIDR形式でリストに登録してください。追加後、「保存」ボタンで

設定を保存します。 
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3.12 システムアップデート管理 

SpamTitanは、その製品に対して頻繁な改善に努めています。システム設定＞システム更新ページで、 新の

パッチを用いてソフトウエアを 新に保ち、SpamTitanの機能の拡張等が行われます。 
 

 
図3-12 

 
 
定期的なシステムのアップデートは、SpamTitanから次の内容等を含んだリーリースとなります。 
 新機能 
 パッチ 
 スパムおよびウイルスエンジンのアップデート 
 セキュリティーアップデート 
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このページのオプションの詳細： 
フィールド 説明 
更新の有無を確認：： Startをクリックしてアップデートを確認し、アップデートが必要であればダウ

ンロードする。 
ポップアップウインドウが現れ、タスクの進行状態を表示します。ダウンロー

ド（何かの）は更新データのサイズによっては2-3分かかります。ブラウザの

設定でポップアップをブロックしている場合には、このウインドウは表示され

ないが、アップデートプロセスの状態をモニターすることはできます。 
システム更新の自動プリフ

ェッチ オン/オフ 
システムアップデートは、アップデートが準備されている場合には自動的に取

り込みます。 
 
備考：これらアップデートパッケージの取り込み後は、すぐにインストールさ

れません。有効なアップデートテーブルの、他のアンインストール・アップデ

ートと共にリストされています。（古いモジュールを削除し、新しいアップデ

ートモジュールと入れ替えるためのリストが作成される） 
 
備考：アップデートチェックや取り込みの為に、SpamTitanサーバーから外向

け（インターネット）のアクセスができなければならない。 
頻度 このプロセスは、毎時・毎日・毎週のいずれかを選択して処理できます。 
管理者Email アドレス プレフェッチによって、新しいアップデートが自動的に取り込まれた時には、

管理者に通知が送信されますので、この管理者のメールアドレスを定義してお

きます。 
ファイルからインポート もしFTPアクセスができない場合には、システムアップデートをファイルとし

て取り込むことができます。このような場合にはSpamTitanのテクニカルサポ

ートに連絡してください。 
現在のシステムリビジョン 現在インストールされているリビジョンが表示されています。 
インストールした更新 現在適用されている全てのアップデートが表示されています。 
保存している新たなシステ

ム更新 
取り込まれている全てのアップデートを表示していますが、まだインストール

されていません。新しいシステムアップデートをインストールする前には必ず

リリースノートを読んで下さい。 
 
適用されていないアップデートをインストールするには、そのアップデートの

Installリンクをクリックします。システムアップデートは、低い番号（取り込

みの古いものから）順に行わなければなりません。 
 

 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：システムアップデートを取り込むのにFTPを使用します。もしSpamTitanがファイアーウオール 
        の背後に設置されている場合、内部からインターネット側へのFTPアクセスができるようにしておい 
        て下さい。 また、システムアップデートをインストールしている間は、メールの処理ができません。 
        従って、ビジネス時間以外の夜間などにシステムのアップデートを行うべきです。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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3.13 システム・シャットダウン 

システム設定＞シャットダウン/リスタートページでSpamTitanアプライアンスのシャットダウンや再起動が

できます。 
 

 
図3-13 

 
このフィールドの詳細： 
フィールド 説明 
稼働時間： アップタイムはシステムがどのくらいの時間稼動しているかを表示します。497時間を超

えた場合にはカウンタが０に初期化されます。 
平均値のロード： システムの平均負荷状態で、過去 1, 5, 15 分のシステムの平均負荷を表示しています。

アクション選択： ログアウトを選択すると、ユーザーインターフェイスからログアウトします。 
 
シャットダウンを選択すると、SpamTitanアプライアンスがシャットダウンされ、 後に

電源が切れます。この処理には約２分かかります。シャットダウン終了後は安全にスイ

ッチを切ることができます。全ての設定はシャットダウンと再起動時に保存されます。 
 
リスタート を選択すれば再起動されます。 
 
デフォルトにリセット は全ての設定を初期化します。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ユーザーインターフェイスへのアクセスは、シャットダウンと再起動中は解除されます。 
        従って、システムが立ち上がった後に再度ログインをし直して下さい（必要であれば）。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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第4章  コンテンツ・フィルタリング 

この章ではウイルス検出エンジン、スパムエンジンおよび添付ファイルフィルターについて説明されています。 

4.1 コンテンツフィルター：ウイルス 

SpamTitanはClamAVとKasperskyによる２種のウイルススキャンエンジンが内蔵されています。 
ClamAVとKasperskyアンチウイルスによるウイルススキャンは標準で有効となっており、１時間間隔でウイ

ルス定義ファイルの更新が行われます。 
 

4.2 Clamアンチウイルス 

Clamアンチウイルスは、パワフルで高速、そして拡張性のあるマルチスレッドデーモンでウイルスをスキャ

ンする も重要なウイルス検出エンジンであり、アーカイブや圧縮ファイルの内容をスキャンする機能を内蔵

しています。（また、アーカイブに忍び込んだウイルス類もブロックできます） 
 

4.3 Kasperskyアンチウイルス 

SpamTitanはKerspersky社のウイルススキャンエンジンを内蔵して出荷されています。このエンジンを有効に

するには、コンテンツフィルタ＞ウイルスページから、Kasperskyを有効にします。 一度このスキャンエン

ジンが有効になると、ClamＡＶエンジンと併用してのウイルススキャンが行われます。 
 
 

4.4 ウイルススキャン有効化とグローバル設定 

コンテンツフィルタ＞ウイルスページから、メッセージのウイルススキャン、ウイルス検知時のワーニングの

定義の設定を行います。 ウイルスのスキャンはアンチスパム処理の前に行われます。 
 

 
図4-4 
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グローバルウイルスフィルタリング・オプションの詳細： 
ウイルスフィルターオプション 説明 
ウイルスフィルタ：（ON/OFF） ウイルスフィルターが有効な場合、ウイルス類やトロイを含んだような全

ての好ましからざるメールをスキャンします。 
 
備考：アンチスパムエンジンのドメイン/ユーザポリシーの設定によって、

特定のユーザーやドメイン名に対してウイルスチェックを有効にしたり無

効にしたりすることもできます。ウイルスフィルタリングはデフォルトで

有効となっています。 
受信者への通知： このオプションを有効にすると、メールにウイルスが添付されている事が

検知され受信がブロックされた受信者には、ワーニングメッセージが届き

ます。この設定は無効としておく事を推奨します。 
管理者への通知： ウイルスが検知された場合に管理者にワーニングが届くようにするには、

これを有効にし、管理者のメールアドレスを入力しておきます。 
ウイルス検出後はスキャン中止 ClamAVとKasperskyアンチウイルスの両方を使用している場合、１つのエ

ンジンでウイルスが検知されると、平行してスキャンしているもう一方の

エンジンは停止する。従ってもう一方のスキャンエンジンの検知時間が長

かった場合、そのエンジンのスキャン終了を待たずに終了させ、速度低下

を防ぎます。このオプションはデフォルトで無効となっています。 
 
 
 

4.5 ウイルス定義ファイル更新の管理 

SpamTitanにおいて、ウイルスチェック機能が有効となっている場合、Clamアンチウイルスエンジンがデフォ

ルトのスキャンエンジンとなっています。Kersperskyアンチウイルスエンジンはオプションのスキャンエン

ジンであり、ClamAVと共に並行して走らせてる事によって、２重レイヤー構成のでウイルスのスキャンが可

能です。 
 

 
図4-5 

 
コンテンツフィルター＞ウイルスページ内で、手動によるウイルス定義ファイルの更新や、自動更新の間隔設

定ができます。 
 
Clamアンチウイルスアップデートの詳細： 
ClamAV更新オプション 説明 
データベース 終更新： 後に行われたSpamTitanの定義ファイル更新日を表示。 
データベースバージョン： 現在走っているClamAVエンジンと定義ファイルのレビジョン、 終更新日が

表示されています。 
今すぐ更新： Startボタンクリックで 新のClamAVウイルス定義ファイルのアップデート

が手動で行われます。 
自動更新を有効にする： 有効であれば、CalmAVウイルス定義ファイルの自動更新と適用が行われます。

自動更新を有効を推奨します。 
頻度 自動更新が有効な場合、更新チェックの間隔を設定する。間隔は毎時を推奨し

ます。 
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図4-5-1 

 
Kasperskyアンチウイルスアップデートの詳細： 
Kaspersky-AVの更新オプション 説明 
ステータス： Kaspersky-AVが有効か無効になっているかを表示。 
製品名： Kaspersky-AVの製品名が表示されています。 
シリアル番号： Kaspersky-AVのライセンス番号が表示されています。 
終了日： Kaspersky-AVライセンスの期限を表示。期限切れの場合は定義ファイルの

更新が行われません。 
データベース 終更新： 後に行われた定義ファイル更新日を表示。 
データベースバージョン： 現在走っているKaspersky-AVエンジンと定義ファイルのレビジョン、 終

更新日が表示されています。 
今すぐ更新 開始ボタンクリックで 新のCKaspersky-AVウイルス定義ファイルのアッ

プデートが手動で行われます。 
自動更新を有効にする： 有効であれば、Kaspersky-AVウイルス定義ファイルの自動更新と適用が行

われます。 
自動更新を有効を推奨します。 

頻度： 自動更新が有効な場合、更新チェックの間隔を設定する。間隔は毎時を推

奨します。 
 
 
 
 
 

4.6 コンテンツフィルター：スパム 

SpamTitanはマルチレイヤーでスパムメールを排除する、メールゲートウエイ型製品です。この混合された手

法によって正当なメッセージを間違ってスパムと判断してしまう「擬陽性」のメッセージ数を 小限に抑える

ように設計されています。スパムスコアーは、各レイヤーにおけるメッセージからのスコアーを合成する事に

よって計算されています。次のテストは、各メッセージ上で実行されています： 
 Harvesting/Dictionary （ハーベスト/ディクショナリー攻撃の防御） 
 Collaborative Spam Fingerprint Check（共同研究されたスパムフィンガープリントの検査） 
 RBLテスト 
 ベイジアン分析 
 ルールベーススパムスコアーリング 
 ホワイト/ブラックリスト 

 
 
ユーザーインターフェイスのReporting message history 内のスパムスコアーを見る事ができます。また、全

ての受信メッセージヘッダーに追加されたX-Spam-Score とX-Spam-Statusメッセージも見る事ができます。 
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4.7 スパムスキャニングとグローバル設定を有効にする 

コンテンツフィルタ＞スパムページでSpamtTitanアプライアンスでスパム検査を有効にさせたり、スパム通知

メッセージの定義を行います。 

 
図4-7 

 
 
スパムフィルタリングオプションの詳細： 
スパムフィルタリングオプション 説明 
スパムフィルタ（オン/オフ） 有効の場合、全てのメールはスパムフィルタで検査をかける。 

 
備考：ユーザー/ドメインポリシーを編集する事によっては、特定のユー

ザーやドメイン名単位でスパムフィルターを有効/無効に設定できます。

スパムフィルターはデフォルトで有効になっています。 
スキャン 大メッセージ（kb） 典型的なスパムメッセージは、少ないメッセージ数であるという性質を

持っています。CPUのリソースを節約するために、指定されたメッセー

ジバイト数以上はスキャンさせる必要がありません。デフォルトではメ

ッセージ本体が128kb以上のサイズであればスキャンさせません。 
管理者への通知 この機能を有効にしておくと、スパムが検知された場合に管理者への通

知を出す事ができます。管理者のメールアドレスを入力しておきます。

デフォルトでは管理者への通知はしません。 
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4.8 スパムルールのアップデート 

コンテンツフィルタ＞スパム＞スパム更新では、更新周期が設定されてあっても、開始ボタンをクリックする

事で、現状のスパム定義ファイルから 新のファイル（存在すれば）を手動でアップデートができます。 
 

 
図4-8 

 
 
スパムアップデートフィールドの詳細： 
フィールド 説明 
ルール 終更新： Spamルールファイルの 終更新が何時行われたかを表示。 
今すぐ更新： 開始ボタンをクリックすると、 新のアンチスパムルールの取り込みと適用

が行われます。 
自動更新を有効にする： アンチスパムルール定義ファイルを自動で行う場合には有効にする。有効に

しておくことを推奨。 
頻度： アップデートの周期を決めます。いつも 新に保ちたければ毎日を推奨。 
 
 
 
 

4.9 コンテンツフィルタリング：ファイル拡張子 

SpamTitanアプライアンスの添付ファイルフィルタリングの能力は、貴社の安全なメールセキュリティーポリ

シーに一致しない、特定ファイル拡張子、または特定ファイルタイプの添付ファイルを検知すると拒否し、検

疫する事ができます。特定のファイルタイプ、またはフィンガープリント（ファイル内のパタンーマッチでフ

ァイルの種類を判断）をベースとした添付ファイルをフィルターできます。ファイルフィンガープリントを使

用して添付ファイルのタイプを的確に判断できるので、実際には拡張子（.exe等）を持つ悪意のあるファイル

であるが、安全で受け入れ可能な拡張子（.txt等）に改名された添付ファイルを受け取ること（スパマーはこ

れを期待しているが）を拒否できます。 
 
コンテンツフィルタ＞ファイル拡張子ページから貴社のメールセキュリティーポリシーにマッチした添付フ

ァイルの制限を指定してください。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：電子メールのウイルス検査は、この添付ファイル拡張子フィルター検査より先に行われます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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図4-9 

 
 
 
ファイル拡張子の設定詳細： 
フィールド 説明 
ファイル拡張子フィルタ： 
（オン/オフ） 

ファイル拡張子フィルタリングが有効な時、全てのメールは禁止された添付

ファイルをスクーリングします。 
（このオン/オフのみだけではフィルタリングを行いません） 
 
注意：ユーザー/ドメインポリシーを編集して、ユーザーやドメイン名個別で

スパム検査を有効/無効に設定します。ファイル拡張子フィルタリングは、デ

フォルトでオンとなっていますが、ドメインポリシー/ユーザポリシーでの

「添付ファイルタイプフィルター」項目の設定（オン・オフ）で有効/無効の

設定を行います。 
受信者への通知： もし必要ならば、禁止されたファイル拡張子をもつファイルを添付している

ので、意図した受信者へのメール受信がブロックされた為、受信者への通告

メッセージを出したい場合には、このオプションを有効にしておきます。 
拡張子： 添付ファイルフィルターでブロックすべき、全てのファイル拡張子をリスト

します。もしメッセージの添付ファイル名に、これらのリスト内に該当する

ファイル名（拡張子）を持つものであれば、検疫あるいはブロックされます。

これは新種のウイルスが発生したとき、しかしアンチウイルスベンダーのウ

イルス定義ファイルはまだ更新されていない場合に、このようなウイルス類

を検知するのに有効となります。 
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アンチスパムエンジンをご参照下さい：ページｘｘのドメインポリシーに、

メッセージに禁止された添付ファイルを持っていると判断された場合の処

置の詳細が説明されています。 
ファイルタイプ： 添付ファイルフィルターによってブロックされるファイルタイプのリスト。

添付ファイルに、特定パターンのフィンガープリントをベースとしたタイプ

のファイル（Unixのfileコマンドに類似）に一致していると、検疫、あるいは

拒否されます。 
 
次のファイルタイプが認識されます。 
 txt: ASCII textファイル 
 pgp: PGPファイル 
 jpg: JPEGイメージファイル 
 gif: GIFイメージファイル 
 png: PNGイメージファイル 
 tif: TIFFイメージファイル 
 pcx: PCXイメージファイル 
 bmp: PCビットマップファイル 
 mp3: MP3ファイル 
 mpeg: MPEGファイル 
 avi: AVIファイル 
 wav: WAVEオーディオファイル 
 swf: マクロメディア・フラッシュファイル 
 html: HTMLドキュメント 
 xml: XMLドキュメントファイル 
 sgml: エクスポートSGMLドキュメント 
 ps: ポストスクリプトファイル 
 pdf: PDFファイル 
 rtf: リッチテキスト・フォーマットファイル 
 doc: マイクロソフト・オフィースファイル 
 lat: LaTeXファイル 
 dvi: Tex DVIファイル 
 java: コンパイルﾄﾞjavaクラスファイル 
 utl: MSウインドウズ95インターネットショットカット 
 gz: gzip圧縮ファイル 
 bz2: bzip2圧縮ファイル 
 lzo: lzop圧縮ファイル 
 Z: 圧縮ファイル 
 zip: Zipアーカイブ 
 rar: RARアーカイブ 
 lha: LHaアーカイブ 
 arc: ARHアーカイブ 
 arj: ARHアーカイブ 
 zoo: Zooアーカイブ 
 tar: GNU/POSIX tarアーカイブ 
 cpio: ASCII cpioアーカイブ 
 rpm: PRMファイル 
 tnef: Transport Neutral Encapsulation Format(TNEF)ファイル 
 cab: マイクロソフト・キャビネットファイル 
 uue: uuencoded ファイル 
 hpx: binhexファイル 
 asc: ASCIIファイル 
 exe-ms: MS-DOSまたはMSウインドウズ実行ファイル 
 exe-unix: Unix (RISC,ELF,COFF)実行ファイル 
 exe-vms: VMS実行ファイル 
 exe: MS-DOS, MSウインドウズ、VMSまたはUnix実行ファイル 

 
MIMEタイプ： これらのリストは、もし当てはまればraw（暗号化された）fromとrfc2047-
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デコードfromの両方であるMIME Content-Disposition（性質）とコンテンツ

タイプヘッダーをベースとした特定のMIMEタイプの添付ファイルがあると

ブロックされます。このルールは、MIME添付ファイルの評価によって、MIME
タイプが与えられる事のみを除外して、拡張子ルールと似ています。 

アーカイブ例外： このリストは、メッセージの通過を許可するアーカイブファイルの拡張子で

す。このリストにないアーカイブ拡張子は、禁止された、拡張子あるいは

MIMEタイオプとして解読されます。 
 
リスト内容の変更の後、ルール読み込み をクリックすれば適用と保存が行われます。 
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第5章 アンチスパムエンジン-設定 

アンチスパムエンジン＞設定 ページでアンチスパムエンジンの一般設定を行います。 
 
 

5.1 ネットワークテスト 

SpamTitan はメッセージのスパムスコアーを決めるのに、いくつかのネットワークベースのテストを使用し

ます。 
 
 
RazorとPyzor は分散型のコラボレーションスパムフィルターで、統計的な（多数の）研究者によって作成さ

れた無作為であいまいなスパムメールのシグネチャーを共有化し、スパムを効果的に見抜く（多くの受信者で

実績があるため）ためのスパムデータベースです。 これらのデーターベースは、新しいスパムメッセージで

継続的に更新されています。 

 
図5-1 

 
RBLs（Realtime Blackhole Lists）は、スパムの出所や不正中継元として登録されたメールサーバからのメ

ッセージであるかどうかを調べるのに使用されます。これらのDNS参照型ブラックリストは、ネットワークで

参照しながらスパムを検知するものです。SpamTitanのRBLの使用方法は、MTAによる使用される一般的な

RBLの使用方法とは異なっています。Spamtitanでは、RBL参照の結果はメッセージの 終スパムスコアに反

映されるもので、RBLの結果（RBLに存在する接続先IPアドレスであれば）で直接メッセージを拒否するもの

ではありません。 
 
 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ネットワークテストは、テストを実施するために、貴社のファイアーウオールを経由し、全て 
        のデータベースサーバへのアクセス（内->外側への）が要求されます。付録Ａにはこれらの操作に必 
        要なポート番号など、ファイアーウオールの設定変更（必要であれば）に関する情報が説明されてい 
        ます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
利用可能性テストは、テストサイトRazor2、Pyzoy、RBLsに対して利用できるかどうかをテストするもので

す。 
チェックボタンをクリックし、これらのネットワークサービスへのアクセスチェックを実行します。 
リモートPyzorとRazorサーバーは一時的にテストに使用できないかもしれません。もしこのような状況になれ

ば、少しの時間をおいて試してください。 
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5.2 内部ネットワーク 

スパムエンジンは、受信メッセージのヘッダーが信用できるメールサーバーや、メールリレーMTAで付加され

たものかどうかを調べます。これはRBL参照、許可されたネットワークからではないメール受信の検知を 適

化してスパムスコアーの精度を高めています。 
 

 
図5-2 

 
内部ネットワークは、貴社で扱うドメインの全てのMXホストや、組織の内部に配信する全てのメールホスト

を含めるべきです。もしSpamTitanが貴社組織のMXであれば、デフォルトの127.0.0.1は残しておきます。 
例えば、貴社へのメールメッセージは、SpamTitanに中継される前に、 初に他のメールサーバーに入り処理

される場合、このリストに入っているべきです。また、組織内部にある外部へのメールサーバーがSpamTitan
を中継する場合、そのIPアドレスがこのリストにあるべきです。 
 
リストへは単一ホスト、あるいはCIDR（Classless Inter-Domain Routeing）フォーマットで定義します。 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ベイジアンデーターベース 

SpamTitanは、何がトークンを呼んだかを見ることでスパムを確認するための選別機となる；スパムやクリー

ンメッセージ内の言葉、あるいは短い文字列には共通して見つけられている。例えば、ベイジアンデータベー

スがpenis enlargmentというフレーズを100メッセージ学習しているとすれば、新しいメッセージ内にそのよ

うなフレーズを含んでおれば、それはスパムであるという確信と、メッセージのスパムスコアをそれなりに上

げているので、ベイジアンコードは非常に確かなものとなります。 
 

 
図5-3 
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次の表は、アンチスパムエンジン＞設定ページで見られる、各種ベイジアンフィルター・データーベースの設

定についての詳細です： 
フィールド 説明 
ベイジアン解析： 

(オン/オフ) 
ベイジアン分析が有効のときオンとなっています。 
デフォルトでオン 

スパムメッセージ： このフィールドは、ベイジアンフィルターでスパムとして学習したメールメッセ

ージの数を表示。 
ハムメッセージ： このフィールドは、ベイジアンフィルターでクリーンメッセージとして学習した

メールメッセージ数を表示。 
トークン： これはベイジアンフィルターが学習した個々のトークンの総数。 
古のトークン： ベイジアンデーターベース内の も古いトークンの日時。 
新のトークン： ベイジアンデータベース内の も新しいトークンの日時。 
近の消去： データーベースから 後に期限の切れたトークンの日時。 

自動学習：（オン/オフ） 自動学習が有効であれば、アンチスパムエンジンは自動的にハイスコア（あるい

はスパムでないロースコアメール）をベイジアンフィルターに入力する。自動学

習が無効の場合には、メッセージは、ユーザーが検疫レポートのスパムを確認す

るか、またはメッセージをリリース（擬陽性）するかの場合のみに学習します。

自動学習はデフォルトで有効となっています。 
非スパム閾値： このフィールドに設定しているスパムでないとするスレシホールド値を表示。デ

フォルトでは0.1以下はクリーンメッセージとしてベイジアンデータベースでの

学習に自動利用される。 
スパム閾値： ベイジアンスパムフィルターでスパムとして判断される前に、ここ値を境にして

アンチスパムエンジンに投入されるメッセージが分類される。このスパムスレシ

ホールド値以上の場合にはベイジアンフィルターでの学習に自動的に利用され

る。（メッセージはスパムであると明確に判断される）デフォルト値は10です。
 
備考：スパムエンジンは、メッセージヘッダーから少なくとも３ポイント、ボデ

ィーからのスパムとしての自動学習３ポイントが要求されます。従って、スパム

スレシホールドの 低必要値は６となります。 
ベイジアン強制消去： ベイジアンデータベースが巨大化するのを防ぐために、トークンはデーターベー

スから確かな基準の下、自動的に期限切れとなります。 
これらの基準とは： 
 
 少なくとも12時間前に期限切れがあった。 
 データベース内のトークン数が100,000以上となった場合。 
 少なくとも、 新と 終のトークンの時間差が12時間。 

 
このオプションを用いて、必要・不必要に関係なくベイジアンデーターベースの

期限切れを強制できます。上記の基準は、トークンが実際に期限切するしないを

決定するのに使用されます。 
ベイジアンデータベース

リセット 
このオプションは、ベイジアンデーターベースを初期化します。全てのトークン

はデータベースから削除されます。 
 
 
 
 
 

5.4 ペンパルズ・ソフトホワイトリスト  

ペンパルズ・ソフトホワイトリスティング、ローカルユーザによって送信した相手先からの返信メールはスパ

ム低スコアーとしてペンパルズ・ソフトホワイトリストに登録される。これはローカルユーザーからの発信メ

ールの返信元のメールアドレスであり頻繁な送受信が行われるが、この場合の擬陽性を防ぐために用いられま

す。 
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図5-5 

 
メッセージを受信した時、SpamTitanはメッセージヘッダーの送信者の逆の方向を調べます。すなわち、その

送信者はこちらのローカル側からの送信メールに対する返信かどうかを調べます。もしそうであれば、時間

（age― も 新のメッセージからの秒数）を使用してスパムエンジンのスコアを大幅に控除します。 
も 新のメッセージの到着であれば、その減点数をより多くして計算されます。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ペンパルズ ソフトホワイトリストは、受信メール、内部から内部へのメールで働きますが、 
        外部への送信メールでは効果がありません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
各フィールドの詳細は： 
フィールド 説明 
ペンパル使用： ペンパルが有効か、無効かを表示。デフォルトではオフ（無効）となっています。

もし、SpamTirtanを送信用のMTAとして使用する場合には、この機能はオンとして

いく事を推奨します。 
ペンパルボーナス 
スコア： 

このフィールドは、ペンパルからのメッセージを受信した時の 大の控除スコアー

を表示（すなわち、ローカルユーザからのメールを受信する前にその送信者をよく

知っている時）。この値が0の場合はペンパル機能は無効です。デフォルト値は３。

 

5.5 光学文字認識（OCR） 

 
図5-5 

 
 
光学文字認識ソフトを使用すると、SpamTitanは電子メールに組み込まれているイメージと、スパム判断をプ

ロテクトしているイメージのみのスパムメールをも、スパムとして判断できるようになります。OCRを使用す

ることによって、SpamTitanはイメージに含まれるテキストもスパムとしてのスコアーリングが可能です。

OCRスキャニングは、CPUパワー/リソースを極端に消費するので、CPU能力の少ないサーバではこの機能は

無効にしておくことを推奨します。 
 
 

5.6 ボットネット解析 

 
図5-6 

 
ボットネットからのメッセージ検出用プラグイン。有効にするとスパムボットネットからのメッセージをを検

知/拒否します。デフォルトでは無効。 
（有効だと、DNSの検証でボットネット感染の兆候を秘めたホストを検知し、メールの中継を許可させない。 
例えば、DNS逆引きができない、ISP所属のクライアントホストに見せかけたり、ISPドメイン外から直接送
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信しようとするホストなどを検知する） 
 

5.7 OSフィンガープリント 

OSフィンガープリント：メール送信元のSMTPクライアントOSを調べ、この情報をスパム判定の一部として

利用します。たとえばWindowsXPから送信されたメールはLinuxからのものに比べスパムの可能性は大きく判

定します。これはスパムメールの多くは踏み台にされたWIndowsシステムからもたらされることが多いという

事実によります。 
（この機能はSpamtitan Version 4.09で追加されました） 
 

 
図5-7 

 
この機能を有効にするには有効ボタンをクリックして下さい（図5.7.では有効となっています） 
 
 

5.8 パフォーマンスチューニング 

 
図5-8 

 
メールの処理にどの位の並列処理を行わせるかを決めます。デフォルトの５プロセスが、多くの組織で 適と

されているが、より多くのメールトラフィックを扱うような企業では、この値を大きくすることができます。

各プロセスは少しのメモリーを消費するので、どのくらい多くのプロセスを走らせることができるかを、（ペ

ージ）スワッピングが始まる前に決めておく事ができます。もしこの値を増し過ぎ、SpamTitanアプライアン

スがスワッピングを始めるか、あるいは負荷は３の場合を超えるような時には、この値を少なくすべきです。 
この値が10を超えるような設定では、システム全体のスループットの改善はあまり考えられません；これはメ

モリを消費し、おそらくはパフォーマンスを低下させる事でしょう。 
 
 
 

5.9 ランゲージオプション 

 
図5-10 

 
言語とロケール設定は、アンチスパムエンジン＞設定 ページで受信するメールの言語とロケール（国別コー

ド）を設定します。 
 
ランゲージオプションの詳細： 
フィールド 説明 
全言語許可： メール受信の言語を指定する。メールはこれらの言語で使用するキャラクターセ

ットを使用しますが、言語が固定されている場合にはスパムとして判断される場
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合もあります。 
 
従って、この値のデフォルト値は全ての言語許可（有効）を指定します。 
 
備考：言語がいつも十分な確認をもって認識できない場合には、スコアを割り当

てることはできないでしょう。 
全ロケール許可： メール受信のロケール（国別コード）を指定する。これらの国の言語によるキャ

ラクターセットを使用したメールは、外国語のスパムではないかというマークは

されない。もし、海外の多くのスパムメールを受信し、これらの言語のスパムで

ないいくらかのメールは受けとりません。 
全てのISO-8859-*キャラクターセットとWindows code pageキャラクターセット

はいつも許可されています。 
 
全てのロケールを許可：がデフォルト値となっています。 
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5.10 アンチスパムエンジン：ドメインポリシー 

SpamTitanは、広範囲なコンテンツスキャンニングとメッセージフィルタリング能力を、企業のポリシーに従

って全てのメッセージに適応したり、ドメイン単位や受信者単位を基礎として適用できます。 
 

 
図5-11 

 
各々の新しいドメインは自動的に生成されています。従って、それらのドメイン（ユーザ）宛のメールはこれ

らのポリシーが適用されます；ユーザ別ポリシーが設定されておれば、異なったユーザ別のポリシーの運用も

可能です。 
 
アンチスパムエンジン＞ドメインポリシー管理 ページで、ドメイン別で適用されるポリシー（スパム・ウイ

ルス・添付ファイルフィルターおよび検疫の設定で管理できます。 これらのドメイン設定の内容は、各ドメ

インに所属する全てのユーザーに受け継がれます。 
 
 
 
ドメインポリシーの詳細： 
フィールド 説明 
ポリシー選択： ポリシーを管理するドメインをドロップダウンメニューから選択する。 メニュ

ーには、生成されている全てのドメインと、更にアウトバンドメールがあります。

スパムフィルタ ： 
（オン/オフ) 

選択されているドメインに対してスパムフィルターを有効にするかどうか。 

これ以上のスコアはスパム

とみなす： 
これは、アンチスパムエンジンのスコアーのスレシホールド値で、この値以上を

スパムとして判断します。デフォルト値は５です。 
スパムの処理： メッセージがスパムとして認識された時の処置内容です。 

 検疫に検疫：メッセージは受信したが検疫した。この時検疫レポートが

受信者(s)に送られ、受信者の判断で偽陽性とみなしてリリースする事も

できます。 
 Pass and Tag：メッセージは通常分析されますが、 終受信者には、か

まわず渡されます。しかしながら、ヘッダーにはメッセージが付加され

ているので、バックエンドメールサーバーや 終受信者のメールクライ

アント（MUA）側でフィルターする事もできます。また、サブジェクト
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ヘッダーに「スパムとして認識された」という旨のテキストを付加する

こともできます。Spam Modifiles Subject には、適当なメッセージを

定義することができます。 
 拒否：メッセージは拒否される。 
 
デフォルト設定では、スパムスレシホールド値を超えると、全てのメッセージ

が検疫されます。 
スパムでないメールに

X-Spamヘッダを追加  
(オン/オフ) 

スパム分析の結果をメッセージヘッダーに追加する。 
ヘッダーへの追加は： 
 X-Spam-Status：スパムスコアがスパムスレシホールド値を超えている

場合。また、アンチスパムエンジンのどのようなルールに一致したかが

表示される。 
 X-Spam-Score：スパムスコアーの内容の単純なリスト。 
 
備考：これらのヘッダーは、受信メールのみに追加されます。送信メール

（out-bound）メッセージには追加されません。 
ウイルスフィルタ： 
(オン/オフ) 

選択されたドメインでウイルスフィルター有効にするかしないか。デフォルトで

は有効となっています。 
ウイルス処理 メッセージにウイルスが含まれていると確認された場合に実行する処置。 

上記のスパムアクションで説明されています。 
添付ファイルタイプフィ

ルタ (オン/オフ) 
添付ファイル扱いのポリシーを選択されたドメインに適用する。第4章「コンテ

ンツフィルター」の「ファイル拡張子ページ」をご参照下さい。 
デフォルト設定では有効となっています。 

不正添付ファイル処理 添付ファイルタイプフィルタがオンの場合、メッセージにウイルスが含まれてい

ると確認された場合の処置を決めます。 
上記のスパムを検知した場合の処置をご参照下さい。 
デフォルトでは検疫されます。 

検疫レポートをEmailで送

信： (オン/オフ) 
ドメイン内の受信者へ検疫レポートを出すか出さないかを決めます。受信者へは

検疫されたメッセージがある場合には、検疫レポートが送信されます。 
Email レポート頻度： 上記オンの場合、検疫レポートを発する周期を選択。レポート送信はは毎日、毎

週、あるいは毎月から選択できます。受信者は検疫レポートのオプション欄（URL
フォーマットの検疫メッセージレポート内）かあるいは、管理画面（UI）にログ

インしてから選択できます。 
レポートの内容： 検疫レポートは、現在検疫されている全検疫検疫レポートか、あるいは 後に生

成された検疫レポートから始まる次の新しいレポート（更新分）などを選択でき

ます。（デフォルトは更新分-前回レポートからの追加です） 
この設定もやはり、各ユーザーは検疫レポートメール(URLメール)内でこれらの

変更ができます。もし、ユーザーが検疫メッセージを持っていない場合（または、

後の検疫レポートからの更新分においても）、レポートは配信されません。 
これ以上のスコアのスパム

メールを廃棄： 
スパムメッセージスコアがこの値（初期値999）以上であれば 確実にスパムで

あるとはっきりと判断できるという値であり、この値以下で検疫されたメッセー

ジは後で確認しスパムでないと判断（擬陽性）できるようになっています。999
以上では検疫さえされず廃棄(DISCARD)されます。 
この値を低くする事によって検疫データベースの増加（ディスク容量の圧迫）を

緩和する事もできます。。 
Domain Administrators: 
(ドメイン別管理者) 

V4.0.8よりドメイン別の管理者の設定ができます。定義されたドメイン別の管理

者のメールアドレスを記述。 
Impersonate（ドメイン個

別で各種設定を行う） 
Impersonateリンクをクリックする事で、該当するドメイン個別の各種設定がで

きます。ダッシュボード等ドメイン個別情報を表示。 
設定タグ＞送信否認（オン/オフ） 
フィルタールールタグ＞Domain BlackList＞登録ドメイン、登録Emailアドレス

           Domain WhiteList＞登録ドメイン、登録Emailアドレス

検疫タグ＞検疫管理でドメイン別検疫情報の表示 
レポートタグ＞履歴、レポート、スケジュールレポート、アーカイブレポートの

設定がドメイン別に行えます。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：全体の管理者（例えばadmin等でログインし、その後DomainAdministratosで「Impersonateリン

ク」をクリックした場合、ドメイン個別の管理画面になります。再び全体の管理画面に戻りたい場合には

一度ログアウトして下さい。 
  初からドメイン個別の管理者でダッシュボードを表示させたい場合には、該当するドメインの管理者の

Emailアドレスでログインして下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ドメイン管理者でログインした場合、 

 
図5-11-1 

 
管理者が該当のドメインのユーザでもあり（隔離情報などの管理）、管理者でもある場合にはUserアカウント

でログインするか、管理者としてログインするかの選択ができます。 
 
 

5.11 アンチスパムエンジン:ユーザープロファイル 

デフォルトでは、各受信メールアドレスはドメインポリシーを受け継ぎますが、ある状況においてはこのポリ

シーを変更しなければならない場合もあります。例えば、もしexample.com で定義されたドメインポリシー

があり、検疫レポートは毎週（間隔）送信されるような場合、user@example.com への検疫レポートは唯一

毎週しか発送されません。ユーザー（毎週という検疫レポート送信を変更したい）はこれを検疫レポート内で、

あるいはＷｅｂインターフェイスにログインして、この設定を独自に変更できます。 
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図5-12 
 
アンチスパムエンジン＞ユーザーポリシー管理ページでこのリストにあるユーザーのポリシーを変更できま

す（ドメインポリシーとは異なった設定がユーザ単位で可能）。 
 
 
ユーザーポリシーの設定詳細： 
フィールド 説明 
ドメイン検索： このドロップダウンリストで、ユーザーポリシーを持っているアドレスをドメイン名

で検索する。 
Email検索： ユーザーポリシーを持っているアルファベット順のメールアドレスを検索する。 
検索 検索ボタンをクリックすると、上記の検索基準で検索する。 
全て表示 存在する全てのユーザーポリシーの電子メールアドレスを表示する。 
ユーザ追加 ユーザ追加rボタンクリックで、指定されたメールアドレスのポリシーを生成する。 

１つのメールアドレスを１行で入力し、ポリシーを定義して保存ボタンをクリックし

ます。 
ポリシーの設定の詳細はアンチスパムエンジン（第5章9）をご参照ください。 
 
備考：ロックポリシーオプションを有効にすることで、ユーザーポリシーを固定にす

ることができます。これは、ドメインポリシーが変わっても、現在のユーザ別ポリシ

ーが受け継がれます。 
編集 複数のユーザーポリシーを選択して、編集ボタンをクリックして一括変更ができま

す。またアドレス右側のEditリンクをクリックして、アドレスごとの個別変更もでき

ます。 
削除 削除ボタン(選択されたユーザ)あるいは、リスト上の個別単位でユーザーポリシーを

削除できます。 
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第6章 設定 

この章では、基本的な管理者設定を行います。 

6.1 管理者パスワードの変更 

管理者パスワードを変更するには、設定＞パスワード変更 で旧パスワードと変更したい新しいパスワードを

２回入力し（１つは確認のため）変更ボタンをクリックして下さい。 
 

 
図6-1 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：セキュリティ上、推測できないような安全なパスワードをご使用下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

6.2 インターフェイス設定 

 
図6-2 

 
設定＞インターフェイス設定ページでは、GUIのデフォルトロゴ、GUIの表示タイムアウトが設定できます。 
 
インターフェイス設定の詳細： 
フィールド 説明 
ロゴ これはGUIユーザーインターフェイスで使われるイメージです（デフォルトでは

SpamTitanのロゴ、上記はJTC編集） 
新しいロゴの読み

込み： 
新しいロゴを使用することもできます。このイメージは約216x60ピクセルサイズで

jpeg、pngあるいはgifファイルでなければなりません。 
GUIタイムアウト

(分)： 
セキュリティー上、SpamTitanのWebインターフェイスの表示タイムアウトが設定でき

ます。 後に設定のためにアクセスした時間よりのタイムアウトを分で設定し、保存ボ

タンをクリックして変更してください。デフォルトでは30分です。 
デフォルトにリセ

ット 
もし出荷状態の設定に戻したければ、このボタンをクリックします。 
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6.3 ログインページ設定  

 
図6-3 

 
設定＞インターフェイス設定ページのログインページ設定から、SpamTitanアプライアンスのログインページ

をカスタマイズできます。 
 
ログインページの設定詳細： 
フィールド 説明 
パスワード忘れリンク

をログイン画面に表

示： 

このオプションは、電子メールパスワードによるコントロールのリンクを含ませる

かどうかを決めます。この機能は、第5章6のWebインターフェイスのデフォルト値

である「内部使用のみ」という設定以外は無効にしておくべきです。またこのオプ

ションでは、ユーザ自身でパスワードを忘れたためにSpamTitanアプライアンスか

らパスワード発行をさせたくない場合には無効としておきます。デフォルトでは有

効となっています。 
パスワード通知メール

テンプレートの編集: 
パスワードを通知するメールのテンプレートを編集できます。題名、送信者アドレ

ス、本文が設定できます。本文には、プレースホルダ<b>%%PASSWORD%%</b>
を必ず置いてください。これは、ユーザーのパスワードに置き換えられます。備考：

本文はHTMLフォーマットされたインプットを含みます。 
 

 
カスタムヘルプリンク

を表示： 
この機能が有効となっている場合、ログイン画面には「ログインヘルプ」リンクを

含み、予め作成されたヘルプページ等へのリンクを表示させる事もできます。 
ログインヘルプURL： 上記がオンの場合、リンクでリダイレクトされるページのURL。デフォルトではこ

れらのページは作成されていません。（SpamTitan管理者自身が作成するものです）
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6.3.1 SSL認証管理 

 
図6-3.1 

 
SSL認証を使用することによって、SpamTitanのGUI画面へのhttp暗号化通信を確実なものにします。SpamTitan

は認証局から購入する場合と同じような自己認証キーを発行する事もできますが、しかしながら自己認証の場

合では正当な証明ではないのでブラウジング時にはワーニングメッセージを見る事になります。 

 

認証を確実にする為には、信頼された認証局より信頼された認証キーを購入すべきであり、この場合にはユー

ザがアクセスした場合にはワーニングメッセージを見る事はありません。 

認証キーの内容は次の情報を含んでおり、ユーザが望めば認証内容を見る事ができます。 

 

コモン名：SpamTitan にアクセスする FQDN でサーバー名に一致していなければなりません。もし一致していな

ければ SpamTitan にアクセスする場合ワーニングダイアログが表示されます。例えば、spamtitan.example.com

のように入力します。 

 

組織名：あなたの会社名、あるいは組織名 

 

組織：これは会社名（組織名）のオプションフィールドであり、部署名などを入力します。 

 

市：会社所在地の市や町の名前 

 

州：会社所在地の都道府県名 

 

国：国名（例、JAPAN） 

 

これらを入力した後、CSR 生成（CSR）の右側の「実行」ボタンをクリックして CSR を生成します。 

生成された CSR は信頼できる認証局(ベリサイン等)に送ると認証局より認証コードが送信されてきますので、 
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証明書を PEM からインポート より「参照」ボタンによって PC 上のコードを「インポート」ボタンで取り込ん

でください。 

 

Import Private Key: (optional): プライベートキーが必要な場合、こちらよりインポートします。（V5.04

から追加された機能） 

 

Import Intermediate Certificate（optional）: 中間証明書が必要な場合、こちらよりインポートします。

（V5.04 から追加された機能） 

 

自己認証キーを用いる場合には、自己サイン証明書生成:の「実行」ボタンをクリックします。 

 

 

 

6.3.2 TLS (トランスポート層セキュリティ) 

SpamTitan の Version4.10 より TLS 暗号化プロトコル機能が追加されました。 

 

 
図 6.3.2 

 

本機能を有効にする場合、「有効ボタン」をクリックし Certificate(証明書)を選択ボックスより選択します。 

SSL で Certificate の自己認証生成、あるいは認証局よりの正式な Certificate 設定をしていない場合、 

 

 ワーニング： 初にセルフサイン認証（自己認証生成）、あるいは認証局より認証証明書を購入しておかね

    ばなりません。詳細は設定ページ>SSL をご参照下さい。 

 

というワーニングが表示されますので、事前に SSL ページでの設定を行ってください。 

 

Include TLS info in Received header: 

  有効の場合、受信ヘッダーに TLS プロトコル情報などが付加されます。デフォルトは無効。 

 

TLS Logging: 

 有効の場合、maillog に TLS 処理情報が記録されます。 

 

◎「Include TLS info in Received headr」e と「TLS Logging」機能は V4.11 より追加されました。 

 

6.4 HTTPS（アクセス/認証）の設定 

SpamTitanではHTTPあるいはHTTPSを使用して管理画面にアクセスできます。 
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図6-4 

 
デフォルトではHTTPによるアクセスが有効となっていますが、HTTPSによる自己認証でアクセスをする事も

できます。 
 
 
Web管理プロトコルの設定詳細： 
フィールド 説明 
HTTP (オン/オフ) HTTPによる管理画面を許可するかしないか。デフォルトで許可します。 
HTTPS (オン/オフ) HTTPSによる管理画面を許可するかしないか。デフォルトで許可しない。 
ポート： HTTPSポート番号を指定する。デフォルトでは443です。このポート番号は変更

可能で、別の番号に変更した場合にはhttps://ホストIPアドレス:789 と指定しま

す。（789に変更した場合の例） 
認証共有名： 認証共有名は正確にサイト名に一致していなければなりません。一致していない

とワーニングのメッセージが表示されます。だから、UIを使用してアクセスする

場合、例えば、http://spamtitan.mydomain.com の場合には

spamtitan.mudomain.com が共有名として入力されていなければなりません。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：HTTPSを有効にすると自己認証-Ｘ509キーが生成されます。自己認証はよく知られた認証局 
        (CA)と同様に機能しますが、本サイトにアクセスする時には「許可されていない認証」というセキュ 
        リティーのワーニングが表示されます。正当なCA局ルート証明書を入手しインストールされた場合 
        には、ワーニングは出ません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

6.5 GUIによるアクセスの制限 

GUIを使って管理画面にアクセスする場合、IPアドレス範囲による制限ができます。 
設定＞アクセス/認証ページのWebアクセス タグから、SpamTitanにアクセスできるホスト/ネットワークを定

義します。デフォルトでは、全てのネットワーク（Any）と全てのユーザー（有効なユーザー名とパスワード

が必要）がアクセスできます。これを変更して、貴社の内部ネットワーク、組織内のユーザーのみがアクセス

できるようにしておく事を推奨します。 
 
許可するネットワークのリストは、ネットワークアドレス、あるいはネットワーク/ネットマスクパターンを

CIDRフォーマットで定義します。ネットマスクは、ホストアドレスのネットワーク部分のビット数を定義し

ておきます。 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：このリストは上から下への順で探して、 初に一致すれば検索を停止します。!（びっくりマ   
    ーク）パターンの定義は、このパターン（アドレス、ネットワーク）を除外するという意味です。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
また、これらのネットワーク/アドレスにコロンで区切って特定のユーザ名、メールアドレスの定義もできます。 
（：user@example.com 等） 
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図6-5-1 

 
この場合、admin は192.168.0.101のホストのみがWebインターフェイスにアクセスできます。 
他の全てのユーザは、192.168.0.0/24のネットワークからアクセスできるが、jsmith@example.comだけはアク

セスができません。その他のネットワークからはログインができない。もしルールに全く一致していない場合

にはアクセスはできません。 
 

 
図6-5-2 

 
図6-5-2は、192.168.0.0/24のネットワーク上のクライアントから、全てのユーザーがアクセスできる簡単な例

です。 
アップ/ダウン矢印でルールを並び替え、貴社のポリシーに一致させてください。 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Web認証 

設定＞アクセス/認証ページのWeb認証タグでは、各内部ドメインのコントロールを行う時、ユーザがGUIにロ

グインし、検疫エリアや、ユーザプレファレンス参照にどのようなWeb認証方式を使用するかを決めます。 
次の認証方法がサポートされています。 

 

 
図6-6-1 
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 内部（デフォルト）：Spamtitan は、メール処理を行うのに内部メールアドレスに対して独自のパス

ワードを生成します。ユーザーは、もしログインメニューに「Forgot your Password?」リンクがあれ

ば、電子メールでこれらのパスワードを受け取ることができます。パスワードは、ログイン後には変

更する事もできます。 
 LDAP：LDAP認証は、外部のLDAP有効ディレクトリー（LDAPサーバー）でドメインを基準として認

証されます。SpamTitanのLDAP認証は、マイクロソフト-Active Directory、ロータスドミノ、

SunOne/iPlanet Directory ServerやノベルeDirectoryに対応しています。 
 
ユーザは、ドメインの認証方式として外部の指定されたLDAPサーバーを使用するために、LDAPサーバの詳

細を入力します。 
 
 
次の表はLDAPフィールドに入力する内容の詳細です。 

LDAP設定 説明 
LDAPサーバー： SpamTitanが認証を依頼するために接続を試みるLDAPサーバー名 
LDAPポート： LDAPサーバーへの接続ポート番号。デフォルトでは389です。 
LDAPアノニマス検索： いくらかのLDAPディレクトリでは、LDAP検索を実行するためにサーバへ有効

なユーザー名/パスワードが要求されます。ドロップダウンリストでAnonymous
接続が使用できるLDAPであれば定義する。 

LDAPユーザDN検索： もしアノニマスバインドが実行できなければ、LDAPサーバーで定義されている

ディレクトリーサーバーへバインドするのに使用するユーザDNと、管理者とし

てのポートフィールドを定義します。これは通常電子メールアドレスか、または

from:cn=user、dc=company、dc=comのディレクトリーオブジェクトになりま

す。 
LDAPパスワード： このフィールドは、LDAPサーチユーザーDNフィールドで定義されている、管

理者のプロファイルのためのパスワードです。 
LDAPクエリー： このフィールドは、パーソン認証のユーザー名を含んだ属性が定義されます。デ

フォルトは、mail=%%EMAIL%%where%%EMAIL%% をパーソン認証のemail
で置き換えます。 
例えば、もしメールアドレスがjoe@domain.comであれば、&EMAIL%%は

joe@domain.comで置き換えられます。同じように、%%USER%%は電子メー

ルの左側で定義して使用できます。 
LDAP検索ベース： このフィールドは、検索をfromで開始するディレクトリーを定義します。もし

LDAPサーバーがDefaultNamingContext（アクティブディレクトリのみ）を決定

する事ができれば、%%defaultNameingContext%%と定義でき、認証モジュール

は検索を行う前にこれを決定できる。 
 

 
 SQLサーバー：SQL認証では外部のSQLサーバーに対しての認証が実施されます。認証方法としてSQL

サーバーを定義し、SQLサーバーへの接続するための証明書を入力します。 
 

SQL認証の設定詳細： 
SQL設定 説明 
SQL DataBase このフィールドは使われるSQLデータベースを定義する。 
SQL Server SpamTaitanが認証として使用するSQLサーバーのIPアドレスか、ホスト名を定

義。 
SQL Port SQLサーバーに接続する場合のポート番号。デフォルトは3306です。 
SQL User Name SQLサーバーに接続する場合のユーザー名を定義。 
SQL Password 上記ユーザー名に従うパスワードを定義。 
SQL DataBase Name 認証テーブルを含んだデーターベース名を定義。 
SQL Table 認証で問い合わせるSQLテーブル。 
SQL Email Column 電子メールアドレスのリストを含んだカラム。 
SQL Password Column ユーザーのパスワードを含んだカラムを定義する。 
SQL Password Type プレインテキストフォーマットのパスワード、またはMD5チェックサム、また

は暗号化されたパスワード。 
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図6-6-2 

 
 

 POP3 
 

 
図6-3-3 

 
POP3認証は極めて簡単です。この認証方式が有効な場合、ユーザーはPOP3サーバーを使ってSpamTitan
のWebインターフェイスにログインします。 
 
POP3認証の設定詳細： 

POP3設定 説明 
POP3 Server SpamTitanが認証のために使用するPOP3サーバーのIPアドレスかホスト名を定

義する。 
POP3 Port 上記の場合に使用するポート番号。デフォルトで110。 
POP3 Address Type POP3サーバーで必要なユーザー名のフォーマットが要求される。もしPOP3サ

ーバーが認証のためにユーザーメールボックス名を必要とすればuserを選択し

ます。SpamTitanは電子メールアドレスからドメイン名を取り省き、ユーザ名の

みを認証に使用します。 
 
 
 IMAP 
 

 
図6-6-4 
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IMAPを認証方式として使用する場合のIMAPフィールドの詳細： 

IMAP 設定 説明 

IMAP Server IMAP を認証方式として使用する場合の IMAP サーバーの IP アドレス、ま

たはホスト名を定義。 

IMAP Port 上記の場合の IMAP サーバーのポート番号を指定。デフォルトでは 143 

IMAP Address Type このフィールドは IMAP サーバーで期待するフォーマットを定義する。いくらか

の IMAP サーバーでは電子メールアドレスを証明書とするが、その他では電子メ

ールの左側（ユーザ名）を要求する。 

 
外部の認証方式モジュールをサポートする事を確実にするには、複数のパスワードを持たないようにします。

全てのログインは適切な認証サーバーに直接ログインを試みます。 
 
認証テスト：電子メールとパスワードを入力後、「テスト」ボタンをクリックし、認証サーバへの

接続およびユーザ認証のテストができます。 
 

 
図6-6-4-1 

 
API Alloewd Hosts: 
pamTitan APIは、貴社独自のSpamtitanタスクを実行する為に使用されるCGIスクリプトを設定する

ものです。例えば、多数のドメインの数やホワイトリストの追加を、Spamtitaのユーザインターフ

ェイスで行うには厄介であるが、APIを使用することで簡単にする事ができます。 
PIへのアクセスは「Allowed IP address(es)」セクションにリストされているIPアドレスに制限され

ます。 
SpamTitan APIの詳細に関しては「SpamTitan API Reference Manual」（英文）をご参照下さい。 
 

 
図6-6-4-2 
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6.7 システム設定のバックアップとリストア 

SpamTitanのバックアップ機能は、ソフトウエア設定項目を外部データメディア（ローカルネットに存在する

FTPサーバー）にバックアップでき、またそのバックアップデータを必要時には簡単にリストアできます。バ

ックアップ項目としては、ネットワーク設定、ドメイン設定およびユーザープレファレンスやメールホワイト

/ブラックリストが含まれます。 
 

 
図6-7-1 

 
システムコンフィグレーションをバックアップするには、設定＞パックアップページのバックアップコンフィ

グレーションタグから、バックアップをエキスポートの開始ボタンをクリックします。 バックアップが問題

なく終了すると、もしバックアップデータをリストアしたい場合には、このバックアップファイルを選択しま

す。 
 
バックアップする場合、SpamTitanの管理画面にアクセスしているPC上のどこかに、バックアップデータが保

存されます（フォルダーを指定するなどしてわかりやすい場所においてください） 
 
バックアップデータをリストアするには、「参照」ボタンをクリックして以前バックアップされたファイルを

参照し、開始ボタンをクリックして下さい。 
バックアップファイルが破損している場合（何かの不具合で）や、バージョンの互換性がない場合を省いてリ

ストアは成功するでしょう。 
 
バックアップ機能としては手動の他、自動で行う事もできます。この場合はリモートFTPサーバにアクセスを

する事になります。 
スケジュールバックアップを行うにはスケジュールバックアップで設定を行います。 

 

 
図6-7-2 

 
スケジュールバックアップの詳細： 
フィールド 説明 
スケジュールバッ

クアップ： 
スケジュールバックアップの状態オン/オフ 

頻度： バックアップの周期。毎日、毎週、毎月から選択。 
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時/分： バックアップの時間（時/分） 
曜日： 週間の場合、このオプションを使用してバックアップする曜日を決めます。 
Day of Month 頻度が毎月の場合、何日に行うかを決めます。 
FTPサーバー： FTPサーバーのホスト名かIPアドレス。 
FTPログイン： バックアップFTPサーバーにログインするアカウントを定義。 
FTPパスワード： FTPアカウントに対するパスワード。 
FTPロケーション： バックアップサーバー上でバックアップする場所（フォルダーまたはパス名） 
 
 
保存ボタンをクリックし、スケジュールバックアップの設定を保存します。もし上記の設定をテストしてみた

ければ、今すぐFTPサーバにバックアップ： の開始ボタンをクリックして下さい。 
 

6.8 通知メールのテンプレート 

電子メール通知メッセージはウイルス、スパムあるいは禁止された添付ファイルを検知した場合に送信する事

ができます。 

 
図6-8 

 
  
3つのタイプのメッセージを生成できます。 
 
 有効にしておけば、管理者向けの通知メッセージを管理者に送信。 
 配信できなかったメールの送信元（送信者）への配信不可能のメッセージ。 
 メールにウイルスや禁止された添付ファイルが含まれている場合、エンベロープ受信者へ、通知メッ

セージを送信。 
 
２番目の送信者への通知は、厄介であまり利益にならずメールトラフィックを増加させるので、デフォルト

では無効としています。 
 
これらの配信しない（Non-Delivery）レポートは、SpamTitanアプライアンスが「送信する」設定であった

場合のみに使用されます。コンテンツフィルタリング：ウイルス、スパム、ファイル拡張子によるフィルタ

リングの章をご参照下さい。 
 
これらの通知メールの内容は、設定＞通知テンプレートページで編集することができます。また、これらを

いったん編集後、デフォルトのテンプレートに戻すこともできます。初期状態に戻したい場合には、デフォ

ルトにリセット：のリセット ボタンをクリックして下さい。（注意：初期状態に戻すと、今までの変更内

容が消えてしまいます） 
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編集できるテンプレート（８種類）の詳細： 
テンプレート 説明 
受信者への通知 メッセージにウイルスが含まれていると確認された場合、受信者にこのメッセ

ージが送信されます。このオプションはコンテンツフィルター＞ウイルスペー

ジで設定されています。 
管理者への通知 メッセージにウイルスが含まれていると確認された場合、SpamTitanの管理者

宛にこのメッセージが送信されます。このオプションは、コンテンツフィルタ

ー＞ウイルスページで設定されています。 
送信者への通知 メッセージにウイルスが含まれていると確認された場合、送信者にこのメッセ

ージが送信されます。 
禁止された添付ファイルの

受信者への通知 
メッセージに禁止された添付ファイルがあると確認された場合、受信者にこの

メッセージが送信されます。このオプションはContent Filtering＞File 
Extentionsページで設定されています。 

禁止された添付ファイルの

管理者への通知 
メッセージに禁止された添付ファイルがあると確認された場合、SpamTitanの
管理者にこのメッセージが送信されます。 

禁止された添付ファイルの

送信者への通知 
メッセージに禁止された添付ファイルがあると確認された場合、送信者にこの

メッセージが送信されます。 
管理者へのスパム通知 このメッセージがスパムと確認された場合、SpamTitanの管理者宛にこのメッ

セージが送信されます（スパム管理者通知が有効の場合）。Content Filtering
＞Spamページをご参照下さい。 

送信者へのスパム通知 このメッセージがスパムと確認された場合、送信者宛にこのメッセージが送信

されます。このメッセージは受信者がポリシーセットーリジェクトスパムを持

っていた場合に送信されます。それ以外はパスするが、または検疫されます。

 
次の表はNDRsで使用されているマクロの詳細です： 
マクロ 説明 
%h このホストのホスト名 
%d メッセージの受信タイムスタンプ（RFC2822 local-date-timeフォーマット） 
%s オリジナルエンベローブセンダー、rfc2821-quoted and enclosed in angle brackets 
%S 送信者通知を受けるアドレス。これは通常、送信者アドレスを含んだ１エントリーリス

ト（%sと同じ）であるが、いくらかのウイルスによっては壊され/再構成されるかもしれ

ません。 
%t メールヘッダーのReceivedトレースの 初のエントリー 
%a オリジナルSMTPセッションクライアントIPアドレス 
%g オリジナルSMTPセッションクライアントDNS名 
%R オリジナルエンベロープ受信者のリスト 
%j サブジェクトヘッダーフィールドボディー 
%m メッセージIDヘッダーフィールドボディー 
[%H|] 全てのヘッダーラインのリスト（フィールドは１ライン以上で包まれている）。これは

Retern-PathまたはDelivered-Toを含まなく、もしメールがメールボックスに配信された

場合のローカル配信エージェントによって追加される（または、後で追加される）。 
%z オリジナルメールサイズ（バイト） 
%v （ 後の）ウイルスチェックプログラムの出力 
%V 見つけたウイルスの名前；ウイルスを検知した場合、少なくとも１つのエントリを含む

（空白もありえる）、その他では空白 
%F 禁止されたファイル名のリスト 
%W ウイルスを検知したエンジン名（ClamかKasperskyAV） 
[%A|] スパムエンジンのレポートラインのリスト 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：通知メッセージに “[ “または” ]” を使いたい場合、特別のマクロがこれらの文字を取り去るの

でバックスラッシュを付けると使用できます。 例えば、¥[ または ¥] となります。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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Email 通知文字コード 
 

 
 
通知メールの文字コードを指定します。通知メールテンプレートに英語を使う場合は、デフォルトの

WesternEurope (ISO-8859-1)を、日本語を使用する場合は、Japanese (ISO-2022-JP)を選択してください、 
他の言語をお使いの場合は、適した文字コードを指定してください。 

 
 
 
 

6.9 リモートシスログ 

全てのシステムログはSpamTitanのローカルログファイルに書き込まれ、GUIで見る事ができます。Syslogは
実際にはIPネットワーク上のシスログサーバーにログメッセージを転送するのが標準となっています。 
（windows上で走らせるKiwi-Syslog-Daemonなどが簡単で使いやすく推奨されるシスログサーバソフトです） 

 
図6-9 

 
設定＞リモート SyslogページからSpamTitanがシスログを転送するサーバーを指定します。リモートシスロ

グサーバーは一般的なシスログプロトコルと互換性のあるものをご使用下さい。 
 
また、メール、インターフェイスおよびメッセージログファイル用に異なったリモートシスログサーバーを指

定できます。（また全て同じシスログサーバーの指定もできます） 
 
この設定は： 
リモートメールSyslog：メールログをシスログサーバーに送信 
リモートインターフェイスSyslog：インターフェイス等のログ情報をシスログサーバーに送信 
リモートメッセージSyslog：messages情報をシスログサーバーに送信 
 
以上３種類のログ情報の出力が準備されています。 
 

6.10送信時免責文言（アウトバンドディスクライマー）の設定 

SpamTitanは、外部の受信者宛のメッセージの全てに、標準でフッターを付け加える事もできます。 
（Disclaimer(免責文言)の英訳は：棄権、否認、放棄、拒否、否認声明文等の意味） 
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図6-10-1 

 
 
設定＞送信時免責文言ページで、ドメイン毎を基準として免責文言を設定できます。 
これはテキストとHTMLの両方がサポートされています。 
 
各送信ドメイン毎の免責文言設定の詳細： 
フィールド 説明 
ドメイン選択： 免責文言を設定するドメインを選択します。（ドメイン単位でこの機能が使用できま

す） 
免責文言： 有効時、選択されたドメインからの送信メッセージに免責文言が付加されます。 
テキストフッター： テキストベースで付加される免責文言を記述。 
HTMLフッター： HTMLベースで付加されるテキスト分を記述。追加したり変更後はsaveボタンをクリッ

クして下さい。 
 
 
免責文言免除（Disclaimer Exemptions）セクションでは、この機能を使わない送信者および受信者のメールア

ドレスを記述します。 
 

 
図6-10-2 

 
免責文言免除の詳細： 
フィールド 説明 
送信者Emailアドレ

ス： 
免責文言を付加させない送信者メールアドレスを１メールアドレス/１行で記述。 

受信者Emailアドレ

ス/ドメイン 
免責文言を付加させない受信者のアドレスまたはドメインを、１メールアドレス（ドメ

イン）/１行で記述。（例：@example.com） 
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6.11 SNMP Management 

SNMPはUDPベースのネットワークプロトコルで、SpamTitanの状態をモニターできるようになります。 
SpamTitanは各インターフェイス経由でMIBIIのSNMP-getコマンドに応答します。 
 

 
図6-11 

 
SNMP設定： 
Enableボタンをクリックし、SNMP管理機能を有効にします。 
 
System Name：システム名を入力（SpamTitanのホスト名） 
 
System Contact：管理者の名前や電子メールアドレス等を記述しておきます。 
 
System Location：スパムタイタンの設置場所などの情報を記述しておきます。 
 
Community Name：SNMP情報の認証用groupあるいはcommunity名を入力。デフォルトでは「public」 
 
Allowed Hosts/Networks：SNMP問い合わせを許可するホスト名かネットワークアドレス(CIDR)を入力。 
            （一般的にはSNMP管理ステーションのIPアドレスを入力） 

◎ セキュリティー上、SNMP情報は特定ホスト/ネットワークのみの要求を受け付け

るようにしておくべきです。 
 
◎SpamTitanは殆どのSNMP v1/v2cと、おおくの管理情報BASE II(MIBII)をサポートしています。 
 
次のOIDはメールキューサイズ情報に関する例です。 
 
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.1 - Active Queue  
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.2 - Incoming Queue  
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.3 - Deferred Queue  
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.4 - Corrupt Queue  
.1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.5 - Hold Queue  
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：管理ステーションとしてPRTG（http://www.jtc-i.co.jp/prtg/pr00-top.htm）等がご利用できます。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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第7章 フィルタールール 

この章では、送信者の電子メールアドレスを元にした送信者電子メールフィルターと、送信者ドメインフィル

ターのブラック/ホワイトリストの作成方法について説明されています。 
 
 

7.1 フィルタールール：グローバルメール・ブラックリスト 

フィルタールール＞グローバルブラックリストではSpamTitanによって常にブロックしたいメッセージをコン

トロールできます。これらの電子メールアドレス/ドメインからのメッセージは、自動的にブラックリストに

追加され、これらの送信者からのメッセージはアンチスパムエンジンで検査されません。 

 

 
 

 
図 7-1 

 

 

グローバルブラックリストをコントロールするフィールドの詳細： 

フィールド 説明 

送信者ドメイン： このドメインリストから送られてくるメールは SpamTitan で受け付けません。 

 

拒否したいドメイン名（例えば、example.com）を入力して追加ボタンをクリックすると

ドメインブラックリストに追加されます。 

 

Edit リンクを使用して既存のドメインを編集する事もできます。Delete リンクは選択さ

れたドメインを削除します。 

Email 送信者： この電子メールアドレスリストにあるメールアドレスは受け付けません。 

 

拒否したいメールアドレスを入力して追加ボタンをクリックすると Email ブラックリス

トに追加されます。 

 

Edit リンクを使用して既存のメールアドレスを編集する事もできます。Delete リンクは

選択されたメールアドレスを削除します。 

Import ブラックリスト/ブラックリスト（Email 送信者アドレス）をテキスト文で取り込みます。
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例： 

 jhon@exsample.com 

 jane@exsample.com 

 @foobar.com  

  

メールアドレス/1 行、ドメインは@で始まるドメイン名で記述します。 

◎ 行の先頭に「#」があればコメントアウト、「,」(カンマ)は無視されます。

◎ V4.11 より追加された機能です。 
 

上記（送信者ドメイン、アドレス）はホワイト/ブラックリストで同時に使用することはできません。送信者

ブラックリストに追加した場合、もし送信者(ドメイン、アドレス)がホワイトリストに存在していると、その

送信者(ドメイン、アドレス)はホワイトリストから削除されます。つまり、仮に同時に存在している場合があ

るとすれば、ブラックリストが優先されます。 

 
 

7.2 フィルタールール：グローバルメール・ホワイトリスト 

フィルタールール＞グローバルホワイトリストではグローバルホワイトリストに、常に許可したい送信者ドメ

イン、アドレスを登録できます。このリスト内の送信者ドメイン、アドレスは常に許可され、アンチスパムエ

ンジンで検査されません。 

 
 

 
図7-2 

 
グローバルホワイトリストをコントロールするフィールドの詳細： 

フィールド 説明 
送信者ドメイン： このドメインリストから送られてくるメールは SpamTitan で常に許可される。 

 

許可したいドメイン名（例えば、example.com）を入力して追加ボタンをクリックすると

ドメインホワイトリストに追加されます。 
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Editリンクを使用して既存のドメインを編集する事もできます。削除リンクは選択された

ドメインを削除します。 
Email送信者： この電子メールアドレスのリストにあるメールアドレスは常に許可されます。 

 

許可したいメールアドレスを入力して追加ボタンをクリックすると Email ホワイトに追

加されます。 

 

編集リンクを使用して既存のメールアドレスを編集する事もできます。削除リンクは選

択されたメールアドレスを削除します。 
Import ホワイトリスト/ホワイトリスト（Email 送信者アドレス）をテキスト文で取り込みます。

例： 

 jhon@exsample.com 

 jane@exsample.com 

 @foobar.com  

  

メールアドレス/1 行、ドメインは@で始まるドメイン名で記述します。 

◎ 行の先頭に「#」があればコメントアウト、「,」(カンマ)は無視されます。

◎ V4.11 より追加された機能です。 
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第8章 検疫 

この章では、SpamTitanシステムの検疫管理と、管理者やエンドユーザーがどのようにして検疫されたメッセ

ージを検証するかが説明されています。 またエンドユーザーへの検疫レポート、そしてそのレポートを受け

取った時、どのようにカスタマイズするか、エンドユーザー独自のプレファレンスを設定するかなども説明さ

れています。 

8.1 検疫の管理 

SpamTitanがスパムのメッセージを評価する時、メッセージは、届く順に何百というリールが適用されてスコ

アが付けられます。デフォルトでは、SpamTitanはスパムスレシホールド値スコアを５としています。もし管

理者がこの設定値はやや攻撃的過ぎる、あるいはそうではないと思う場合、このスレシホールド値をドメイン、

ユーザー単位で変更する事もできます。いくらかのメールスコアーは、スレシホールド値を超えてスパムとし

て判断され検疫されます（デフォルト）。スレシホールド値以下のメッセージスコアを持つ全てのメールは、

正当なメールだと判断されて受信者に渡されます。 
 
検疫エリアは、全てのメッセージの詳細を含んだリレーショナルデーターベースで構成されたハードディスク

上に配置されており、後に参照できる状態となっています。 
 

 
図8-1 

 
検疫＞検疫管理ページの検疫検索において、管理者は検疫アリア内の全ての受信者のメッセージを見る事がで

きます。エンドユーザーは、ユーザーのメールアドレスとパスワードを使い、ユーザー自身でGUIにログイン

して自分の検疫メッセージを見る事ができます。 
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検疫内のメッセージに対する処置の詳細： 
検疫メッセージ処置 説明 
メッセージを見る 検疫されているメッセーリストから、メッセージの特定の情報（From,To,Sublectの

いずれか）リンクをクリックして見る事ができます。ビューウインドウは新たな別の

ウインドウとして表示されます。 
 
備考：検疫されている段階ではメッセージ内の全てのイメージは、不適切なコンテン

ツである可能性があるので、ブロックされています。もしこのメッセージがリリース

され、受信者に届けられた場合には、元のイメージが表示されています。 
メッセージを配信 時折、検疫されたメッセージでも「擬陽性」として(間違って)検疫されたものもあり

ます。ユーザーはこのような擬陽性メッセージをDeliverリングをクリックする事によ

って、自身のメールボックスに送ることもできます。この場合メッセージは、検疫エ

リアから削除され、ベイジアンデータベースの学習機能により、同じようなメッセー

ジは次回からは検疫されないように学習します。 
メッセージ削除 ユーザーは、削除するメッセージを複数選択して、一度に削除したり。あるいは、チ

ェックボックス(メッセージの左側)で選択して１つずつ削除する事もできます。検疫

エリアから削除されたメッセージは、スパムとして確認されたメッセージとなりま

す。もし、ベイジアンデーターベースが、このメッセージに関して未学習であるとす

れば、この時点で、このメッセージは「スパムである」と学習します。 
 
備考：管理者によって検疫されたメッセージが削除された場合、ユーザーの検疫管理

画面には、既にこのメッセージ（検疫されていた）は現れてきませんので、ご注意下

さい。（検疫レポートに関しても） 
送信者をホワイトリ

ストへ 
もし、管理者が検疫エリアをアクセスして、検疫エリアの１つのメッセージを選択し

て、このWhitelistリンクをクリックした場合、次に該当の送信者からのメッセージは

SpamTitanのスパム検査はバイパスされます。しかしそのメッセージもウイルスや、

禁止された添付ファイルの検査は行われます。検疫エリアのメッセージをリリース

（Deliverリンク）した場合もまた同じです。 
 
もし、検疫がエンドユーザーによってアクセスされた場合、送信者メールアドレスは

ユーザーの個人向けホワイトリストに追加されます。その後、この送信者からの全て

のメールは、SpamTitanのアンチスパム検査をバイパスします。 
 
備考：ホワイトリストに追加される送信者のメールアドレスは、エンベロープアドレ

スです。これは時折メッセージのFromヘッダーアドレスとは異なる場合があります。

エンベロープ送信者ドレスはメッセージのヘッダー中で見る事ができます。 
検疫検索 ユーザーと管理者は検疫エリアで、２－３の基準を元に検索ができます。 

 
これらの基準は； 
 メッセージタイプ 
 期間の指定 
 受信者（管理者のみ） 
 送信者 
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8.2 検疫レポート 

Webインターフェイス上で検疫されたメールを管理するのと同様に、エンドユーザは定期的にユーザー自身に

自動で送られてくる「検疫ダイジェストレポート」を通じて検疫メッセージの管理ができるようになっていま

す。 検疫ダイジェストレポートには、システムによって検知され検疫されたメールのリストが含まれており、

検疫メッセージの処置などができるようになっています。 
（HTMLメール形式で、Deliver、DeleteなどGUIによる管理画面と同じようなリンクが作成されています） 
 
SpamTitanは、毎夜このレポートを生成します。各ユーザーのために、確実な状態があればレポートが生成さ

れます： 
 ユーザーのプレファレンス内のレポート要求日が本日。例えば、もしユーザーがWeek dayにレポート

を受信するように定義し、本日が日曜日であった場合にはレポートは生成されません。同様に、もし

ユーザー/管理者が週単位でのレポート送信を定義していると、レポートは唯一金曜日に生成されます。 
 ユーザーには検疫メッセージがなければならない。 
 ユーザー/管理者は、 後に受け取ったレポート以来、その後の検疫メッセージがない場合には、レポ

ートは生成されません。 
 
 
 

 
 

図8-2 
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8.3 検疫レポート設定 

検疫＞設定 ページでユーザー検疫レポートや、ユーザー独自のロゴや指示書などの設定を行います。 
次の表には各種設定について説明されています。 

 
図8-3 

 
 
検疫レポート設定の詳細： 
設定 説明 
レポート作成時刻指定： 毎日夜間レポート生成スクリプトを走らせる時間を定義。Saveをクリックして

設定を保存します。 
ロゴ 検疫レポートのロゴを変更できます。これは検疫ダイジェストの中で表示される

イメージです。 
レポートにイメージ添付： ロゴを表示させるかどうか。デフォルトでは表示させる。 
新しいロゴの読み込み： デフォルトのロゴを別のロゴに変更できます。イメージファイルは、デフォルト

のロゴと大体同じサイズにすべきです。また、イメージのサイズは全ての生成さ

れるレポートに含まれるので、少し小さめにすべきです。 
レポート送信者名： このフィールドは検疫レポートのFromアドレスになるので記述的な(わかりや

すい)名前を定義します。デフォルトでは：SpamTitan Spam Applianceです。 
レポート送信者アドレス： 検疫レポートのFromになるアドレスを定義。デフォルトでは：

noreply@spamtitan.com です。このアドレスは貴社組織のアドレスに変更すべ

きです。 
レポート件名： 検疫レポートのサブジェクトを定義します。 
連絡先Emailアドレス： 検疫レポートの、インストラクションセクションに出てくるコンタクト先のメー

ルアドレス。 
関連情報： このフィールドは、検疫レポート内に表示するオプションのインストラクション

を定義する。これはHTMLフォーマットテキストで可能です。例えば、内部の

Webページにインストラクションを説明し、そのページのリンクを含ませるよ

うにします。 
ユーザーレポートタイプ指

定許可： 
レポートを受け取った時、ユーザーがレポートタイプを変更可能にするリンクを

含ませる事ができます。 
レポートタイプは： 
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 全ての検疫メッセージ 
 後のレポートからの今までの検疫メッセージ 
このオプションはデフォルトで有効となっています。 

ユーザレポート頻度指定許

可： 
レポートの配送頻度を指定します。日(毎)、曜日(毎週)、金曜日(毎週金曜日)、月

(毎)、不要を選択可能。 
 UIログインリンクを含む： 検疫レポートからWebインターフェイスに、直接ログインして入りる為のリン

クを含ませるかどうか。 
サーバーHTTPアドレス： これはSpamTitanのIPアドレスかまたは、FQDNを定義します。検疫レポートの

全てのリンクはこの参照が使用されます。 
HTTPS使用： 有効の場合検疫レポート内のリンクはHTTPS、無効の場合はHTTPプロトコルが

使用される。 
デフォルトにリセット： 検疫レポートの状態を初期状態に戻したい場合、リセットボタンをクリックしま

す。 
 
 
 
 
 

8.4 検疫メンテナンス 

検疫消去期間(日)（デフォルト21日）：検疫メンテナンスタグで、検疫されたメッセージは、リリース、削除

しておかなければならないが、さもなければ検疫エリアの容量が過大となるので、このフィールドで定義され

た日数に達すると自動的にメッセージが削除されます。 
 

 
図8-4 

 
検疫管理者：検疫タグ>検疫管理において、表示された検疫メールリスト 右側の「アクション」

Deliver Whitelist 削除 内でDeliverリンクをクリックすると、該当メッセージは受信者へ配信

されます。 

このリスト内の件名をクリックすると別ウインドウ(図8-4-1)が表示されます。 

 

 
図8-4-1 

http://172.18.0.14/manage-quarantine.php##�
http://172.18.0.14/manage-quarantine.php##�
http://172.18.0.14/manage-quarantine.php##�
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この画面の「オプション」タグをクリックすると、Forward リンクがあり、このリンクをクリック

することによって「検疫管理者」宛に検疫されたメッセージを送信します。（検疫メッセージは削

除されません） 

 

 

8.5 Alias Unification for Microsoft Exchange Email
（Microsoft エクスチェンジメールのエイリアス統合機能） 

複数のメールアドレスを持つユーザーに複数の隔離通知レポートが届くことを避けるため、アクティブディレ

クトリからメールエイリアスをインポートし、Microsoftエクスチェンジのエイリアスを統合することが可能で

す。 
 

 
エイリアスを統合するLDAPサーバーを追加したい場合、Add(追加)ボタンをクリックし、以下の項目を入力し

保存ボタンを押します。 
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フィールド 説明 
LDAP Server： LDAPサーバー名 
Base Entry(DN) 検索するベースエントリ 
Server login username サーバーにログインするユーザー名 
Server login password サーバーにログインするパスワード 
Import Frequency エイリアスをインポートする頻度 “なし”（自動インポート無し）、“hourly”

(1時間ごと)、“毎日” より選択 
 
手動で、エイリアスをインポートする場合は、インポートしたいエントリにチェックを入れ、”Import Aliases”
ボタンをクリックします。 
 
Aliases(エイリアス)フィールドに、受信させたいエイリアスを追加してください。 
例：John@example.com のユーザーにjohn.doe@example.com のメールも受信させたい場合、そのアドレ

スのローカルパートのみを入力してください。この例の場合、john.doe です。 
小文字のアルファベット文字、ピリオド、ハイフン、アンダースコアのみを含む文字を入力してください。 
複数のエントリーを指定する場合、コンマ,でそれぞれのエントリーを分けるか、別の行にそれぞれのエントリ

を入力してください。 
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第9章 レポーティング 

この章では、SpamTitanの広範囲なレポート機能について説明されています。 

 

9.1 レポーティング：システム情報 

レポート＞システム情報 ページではSpamTitanの状況概要が表示されています。 
 

 
図9-1 

 
これら各フィールドの詳細： 
フィールド 説明 
プロセッサ： SpamTitanサーバーに搭載されているプロセッサー 
メモリー： トータルメモリーサイズ 
CPU温度： 現在のCPUの温度を表示。CPUが高温（70C以上）を検知している場合は、オンボ

ードファンのトラブルが考えられます。 
備考：ハードウエアによっては表示されない場合があります） 

メール/ログ ディスク

使用： 
メッセージの検疫とログファイルにどの位のディスクエリアが確保されているか、

現在の使用率なども表示されます。 
稼働時間： SpamTitanがどの位の時間走っているか。 
平均値のロード： 
（負荷平均値） 

SpamTitanサーバーの現状の負荷状態。キュー処理待ち時間のプロセス数が何個あ

るか。システムの平均負荷状態で、過去 1, 5, 15 分のシステムの平均負荷が表示さ

れています。負荷平均１の意味は、１つのプロセスがCPUを待っている時間です。

CPUを100%使用しているプロセスは、唯一１分平均が短時間でピークになります。

長時間プロセスを消費するCPUは１５分平均のベースレベルが上がります。 
従って、１５分平均が高いと（>5）であるとCPUパワー不足といえます。 
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9.2 レポーティング：サービス 

SpamTitanには、正常なオペレーションを請け負う為に、常時走っているたくさんのキーデーモンまたは、サ

ービスがあります。 

 
図9-2 

 
 
これらには： 
 Clamアンチウイルスサービス 
 Kasperskeアンチウイルス（Kasperskyアンチウイルスを走らせている場合のみ走る） 
 Postfix メールトランスポートエージェント（MTA） 
 Amavisdメールサービス 

 
もしこれらのサービスの内、どれかが走っていなければそれを再起動させ、ログファイルを確認してサービス

が起動しているかを調べます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 レポーティング：システムトラブルシューティング 

レポート＞システム情報ページのシステム診断セクションでは、SpamTitan上のに装備されているいくらかの

診断コマンドを走らせ、もし必要があればSpamTitanサポート部に診断内容を送信できる機能を持っています。 

 
図9-3 

 
システムの不具合を分析し、修復するために使う基本戦略がありますが、SpamTitanのテクニカルサポートで

も確認されている複雑なトラブル等もあります。このような複雑なトラブルがあれば、サポートに問い合わせ

て下さい。 
 
次の表は、システムのトラブルシューティングに使用可能な様々なツールの説明です。 
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システムツール 説明 
スパムテスト： SpamTitanのアンチスパムエンジンを使って、メッセージをどのように識別される

かをSpam Testコマンドでエミュレートできます。アップロード機能を使用してメ

ッセージをSpamTitanにアップロードしてテストします。PC上のメッセージを選択

して（参照ボタン）、Showボタンをクリックします。 
 
テストの結果はポップアップウインドウに表示されます。表示されている 後の方

に内容分析を見る事ができ、どのルールでスパムとして検出されているかを知る事

ができます。 
メールキュー： このコマンドで、配信のためのキューのメッセージのサマリーが表示されます。

Queue IDはステータス文字を伴なったこのシステムの内部識別の文字列です。ステ

ータス文字は、*がついたジョブ実行中、；Xは高付加のジョブ、；- はより新しい

ジョブプロセス、のどれかを表示しています。Sizeはメッセージサイズをバイトで

表示します。Arrival Timeは、キューに入ってきた時間を表し、Sender/Recipient は
エンベロープ送信者、受信者を表示しています。もし、メッセージがキューに保持

されているままの状態であれば、２行目にメッセージがキューに留まる理由が表示

されています。 
 
Auto refreshチェックボックスをクリックすると、表示が５秒間隔で自動でリフレッ

シュされます。 
プロセスリスト： プロセスリストコマンドは、SpamTitanサーバーで走っている全てのプロセスを表

示させます。 
ネットワーク接続： SpamTitanのイン・アウトネットワークコネクションの全てのリストを表示します。

ルーティングテーブ

ル： 
システムのルーティングテーブルの内容を表示します。 

診断レポートを

SpamTitanテクニカル

サポートに送信： 

Sendボタンをクリックすると、SpamTitanシステム診断の内容が電子メールで自動

的にSpamTitanのテクニカルサポート部に送られます。テクニカルサポート部では、

この内容を使ってトラブルの分析を行います。 
SpamTitanサポートへ

セキュア接続を確立： 
このSpamTitanのトラブルに、テクニカルサポートの力を借りる事が必要であった

場合には、接続ボタンをクリックすると、セキュアートンネルを使ってSpamTitaの
サポートに接続され、SpamTitanサポートから直接トラブルの分析、処置などを行

う事もできます。 
 
 
 

9.4 レポーティング：Pingチェック 

ツールセクションには、様々な標準的なネットワークトレースツールを用いて、SpamTitanサーバーからリモ

ートホスト（ルータ等）への接続状態を確かめる事ができます。 

 
図9-4 

 
様々なツールの詳細： 
システムツール 説明 
Ping リモートホストへの到達性をIPレベルでテストします。PingとTracerouteはICMPプ

ロトコルを使用しますので、ファイアーウオールでブロックされていると、外部へ

のテストができないのでご注意下さい。PingはこのICMPプロトコルを使用し、外部

ホストやゲートウエイからの応答を調べています。 
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Traceroute Tracerouteは、リモートホストやゲートウエイからのルートパケットを表示させる

事意外はpingと似ています。このコマンドはルーティング問題の診断に使用します。

Dig DigはDNSネームサーバーに問い合わせを行うツールです。DNSネーム問い合わせ、

応答がDNSサーバとの間で行われます。ネームサーバーに関してはSystem Setupセ
クションで設定されています。 

メールキューをフラッ

シュ 
メールキューにメッセージが残っている場合、Postfix-MTAは４日間配信を試みま

す。メールキューに残っている「配信できないメッセージ」がある場合、メールキ

ューをフラッシュする事で、再び送信を試みます。通常、これらのメールキューの

内容は一定間隔で配信を試みるが、その後、その配信間隔は次第に長くなっていき

ます。 
 
注意：メールキューにメッセージが滞ってしまうのは、SpamTitanがリレーしてい

るMTAの性能にもよるかもしれません。  
 
 
 

9.5 レポーティング：グラフ 

レポート＞グラフページのグラフには、日、週、月および年毎におけるメッセージ数、スパム/ウイルス検知数

などの統計データが表示されています。 

 
図9-5 

 
 

9.6 レポーティング：管理 

レポート＞管理 ページでは管理的なイベントが、今まで30日間の情報として表示されています。 

 
図9-6 

 
４つの列には、本日、昨日、１週間および合計の情報が表示されます。データセルには、成功/失敗数の２つの

数字、または１つの数字が合計として表示されています。 
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各イベントレコードの詳細は： 
イベント 説明 
ログイン（成功/失敗） Webインターフェイスからログイン成功/失敗の数。 
ウイルス定義更新 
(成功/失敗) 

Clamアンチウイルスのウイルス定義ファイルの更新の成功/失敗の数。この数値

は、新しい定義ファイル(があるかどうかの)を調べる数には反映されません。デ

フォルトの定義ファイル更新のチェック周期は１時間.毎です。 
スパムルール更新 
（成功/失敗） 

カスタムスパムルールの更新に成功/失敗した数。 

システムファームウエア更

新 
（成功/失敗） 

システムのファームウエアの更新に成功/失敗した数。 

送信したレポート 検疫ダイジェストの配信数。 
 

9.7 レポーティング：サービス 

レポート＞履歴 ページから、SpamTitanを通過した全てのメール・トランザクションを見る事ができます。

検索オプションでは、送信者、受信者や送信元IPアドレス等を基準にした検索ができます。 

 
図9-7 

 
次の表には、メールヒストリーログで使用できる様々なフィルターの詳細が説明されています： 
履歴フィルター 説明 
タイプ： タイプフィールドでは、SpamTitanによって分類されたタイプ（クリーンメール、スパム

等）をドロップダウンメニューから選択します。 
メッセージタイプの種類は： 
 全てのトランザクション（デフォルト） 
 クリーンメッセージ 
 スパムメッセージ 
 ウイルスメッセージ 
 無効な受信者として拒否されたメッセージ 
 SPF機能で拒否されたメッセージ 
 中継を試みて失敗したメッセージ 
 禁止された添付ファイルのメッセージ 
 RBLで拒否されたメッセージ 
 無効なHELOグリーティングで拒否されたメッセージ 
 擬陽性（メッセージは検疫エリアからリリースされた） 
 Taggedメール（メッセージにスパム、ウイルス、禁止された添付ファイル等が認
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識されているが、受信者のポリシーで通過した） 
 ブラックリステッド・メッセージ 
 ホワイトリステッド・メッセージ 
 検疫されたメッセージ 
 
メッセージタイプを変更すると、ヒストリービューは自動更新されます。 

フィルター： フィルターフィールドは、より細かいフィルター項目とデータの入力で検索を行

います。 
フィルターの種類としては： 
 受信者メールアドレス 
 送信者メールアドレス 
 スパムスコアが～に等しい 
 スパムスコアが～より大きい 
 スパムスコアが～より小さい 
 スパムスコアの範囲を指定（x,y） 
 送信元アドレス 
電子メールアドレス、スパムスコア、あるいは送信元IPアドレス等の各情報は

インプットボックスに入力してGoボタンをクリックして下さい。 
期間： 検索にタイムピリオド(期間指定)を使用します。 

ピリオドのオプションは： 
 １時間前 
 ３時間前 
 ６時間前 
 本日（デフォルト） 
 昨日から 
 １週間前 
 カスタムの期間 

 
 
次の表は、メールトランザクション履歴で表示される各カラムの詳細です： 
カラム 説明 
日付 メッセージが処理された日時。 
MsgID SpamTitaによって付加された内部メッセージID。メッセージIDをクリックすると、この

メッセージに関しての詳細がポップアップウインドウで現れます。 
クライアントアド

レス 
送られてきたメッセージの送信元IPアドレス。 
備考：SpamTitanに届く前に上流のメールサーバを中継して届いた場合には、上流のメー

ルサーバのIPアドレスとなります。（そのような構成であれば） 
Type SpamTitanによって分類されたメッセージのタイプ。詳細は、履歴フィルターの表をご参

照下さい。 
送信元 エンベロープ送信者アドレス。Fromリンクをクリックすると、履歴の中の全ての該当す

る送信者アドレスのリストが表示されます。 
宛先 エンベロープ受信者アドレス。Toリンクをクリックすると、履歴の中の全ての該当する

受信者アドレスのリストが表示されます。 
サイズ メッセージのサイズ。 
 
更新 リンクをクリックすると、履歴表示が更新されます。全ての履歴は１つのページでは表示されないので、

下側のリンク(1.2.3な等)で他のページへ移動する事ができます。また、ダウンロード（Spreadsheet） リンク

は、全ての履歴データをＭＳエクセルのスプレットシートに出力する事ができます。 
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9.8 メール履歴設定 

レポート＞履歴 ページの設定リンク（右上側）をクリックすると、履歴設定の管理ができます。これらは、

StamTitanの履歴データベースにどの位の間メッセージを保持しているかを決めます。（もちろん、履歴の参

照もこの期間中は見れる事になります）デフォルトでは３ヶ月となっています。 

 
図9-8 

 
履歴設定の各項目詳細： 
フィールド 説明 
Number of messages in log メッセージ履歴ログに今までに格納されたレコード数の総数。 
Messages per page １ページ内で表示するメッセージ数 
Automatically purge logs 
after: 

デフォルトでは、メッセージはデーターベースから３ヵ月後に自動で削除され

ます。しかし、負荷の多いサーバではもう少し短く設定する必要があります。

Show Score for Clean msgs 「はい」となっている場合、クリーンメッセージのタイプ欄にスコアが表示さ

れます。 
Show Score for Spam msgs 「はい」となっている場合、スパムとして認識されたメッセージのタイプ欄に

スコアが表示されます。 
Show Virus name for Virus 
msgs 

「はい」となっている場合、ウイルスが検知されたメッセージのタイプ欄にウ

イルス名が表示されます。 
 
備考：１つ以上のスキャンエンジンが有効となっている場合、異なったウイル

ス名となる可能性があります。この場合、 初に検知したスキャナーのでウイ

ルス名が表示されます。 
Show Scanner that detected 
Virus 

「はい」となっている場合、ウイルスが検知されたメッセージのタイプ欄に、

このウイルスを検知したウイルススキャナーが表示されます。 
Purge Logs older than Purge Nowボタンをクリックすると、定義されている日数より古いメッセー

は、データーベースから削除される。 
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9.9 レポート 

レポート ＞レポート ページから、多くのオンデマンドレポートが生成されます。 
 

 
図9-9 

 
次の表はオンデマンドレポートの生成時におけるオプションの詳細です： 
フィールド 説明 
レポート レポートが生成された日時 
タイプ： 次のレポートタイプが選択できます： 

 サマリーレポート 
 トップスパムリレー 
 トップスパム受信者 
 トップウイルスリレー 
 トップウイルス受信者 
 トップウイルス 
 トップウイルススキャナー 
 トップRBLs 
 トップ無効受信者リレー 
 トップHELO拒否リレー 
 トップメール受信者（メッセージ数） 
 トップメール受信者（バイト数） 
 Domain Summary Report (ドメイン単位情報) *V4.10より追加 

期間： これは、レポートを生成する期間を選択します。オプションには： 
 １時間内 
 ３時間内 
 ６時間内 
 本日 
 昨日から 
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 ７日間 
 全て 
全ての場合は、データベースの中にある情報全ての期間となります。但し、

データベースのレコードは３ヶ月間（デフォルト）で自動削除されるので、

SpamTitanをインストールしてから、今までの全てのメッセージがある訳で

はありません。 
レポートサイズ： レポート（唯一、トップ10レポートに関連している）に含まれる項目の数を表

示。 
備考：パイチャートは２５項目が 大です） 

Generate PDF Generate PDFリンクをクリックすると、PDFベースのレポートが生成されま

す。 
ダウンロード このリンクを使用するとMSスプレットシートを生成できます。 
 
 
 

9.10 スケジュールレポート 

SpamTitanは、レポートページのスケジュールレポートから、毎日、毎週、毎月単位のようにスケジュールを

組んでレポートを生成できます。 これらのレポートは特定のユーザー宛に電子メールで自動的に送ることが

できます。またオプションで、アーカイブファイルとして送ることもできます。 

 
図9-10 

 
スケジュールレポートの各種オプション詳細： 
フィールド 説明 
Type 次のレポートをスケジュールできます： 

 サマリーレポート 
 トップスパムリレー 
 トップスパム受信者 
 トップウイルスリレー 
 トップウイルス受信者 
 トップウイルス 
 トップRBLs 
 トップメール受信者（メッセージ数） 
 トップメール受信者（バイト数） 

頻度： Dailyレポートは、指定されたタイプの前日活動状況をレポート。 
 
Weeklyレポートは、月曜日毎に前週の月曜～日曜までの活動状況をレポート。 
 
Monthlyレポートは、月の初日(１日)に先月の１日～ 終日までの活動状況をレポート。

フォーマット： レポートはPDF、テキスト、あるいはMSエクセルスプレットシートフォーマットのい

ずれかで生成されます。 
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大項目数： レポートに表示される項目数の 大数。 
アーカイブ： もし、レポートをアーカイブとしておきたい場合。 
Emailアドレス： レポートの送信先を定義します。複数指定したければ、スペースで区切って下さい。 
件名： レポートのサブジェクトを定義します。 
 
 
 

9.11 アーカイブされたレポート 

レポート＞アーカイブレポートページには、SpamTitanでアーカイブされたレポートのリストが表示されてい

ます。これらは、ある期間で生成されたスケジュールレポートです。 

 
図9-11 

 
Typeと頻度 のフィルターを使って表示できます。レポートは見たり削除するためにダウンロードが売る事が

できます。 
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第10章 ロギング 

SpamTitanの重要なコンポーネンツとして広範囲なロギング能力があります。メールトランザクションログの

履歴だけではなく、通常のオペレーション記録、システムの様々なコンポーネントからの例外処理などのログ

を持っています。これらのログは、全てのメール処理やサーバー管理に関する情報を記録しています。この情

報は、SpamTitanサービスの監視だけではなく、トラブルシューティングやパフォーマンスのチェックにも有

益な情報となります。 
 
ログファイルは、プレインテキスト（ASCII）フォーマットで記録されており、ユーザーインターフェイスに

よってLogファイルページを直接見る事もでき、あるいはダウンロード後に適当なエディターで見る事もでき

ます。ログファイルは、毎日夜間を基準としてローテイトされ、システムは２週間それを保持しています。 
また、ログファイルをリアルタイムにリモートのシスログログサーバーに吐き出す事もできます。 
詳細は、第6章8のリモートSyslog」をご参照下さい。 

 
図10 

 
ログ＞メールログ、インターフェイス、メッセージ の各ページで、SpamTitanに保存されているログファイ

ル参照、検索やダウンロードができます。 
 
現在活動しているログファイルを見るには、リアルタイム表示の 開始 ボタンをクリックすると、新しいウイ

ンドウが現れ、まさに 新のログ情報が表示されます。ログは自動でスクロールされて 新のログ情報が見ら

れます。 
 
古いログファイルはカテゴリー別（メール、インターフェイス、メッセージ）にリストアップされています。 
このテーブルの左側のチェックボックス(のどれか)を選択し右側の表示、またはダウンロードリンクをクリッ

クして個別（日付け別）にその内容を見る事ができます。 
左下側の実行ドロップダウンメニューで選択したものを検索 機能は、ログファイルの内容を文字列で検索で

きるものです。検索したい文字列が見つかると、該当する１行が表示されます。また、文字列のcase insensitive
サーチ（即時検索）はCase Insensitiveオプションをチェックしておく事で可能となります。これは様々なフ

ァイルで即時検索ができるものです。 
もし検索したい文字列が存在しなかった場合、結果のウインドウは空白となっています。 
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次の表は、ログファイルタイプの要約の詳細です： 
ログファイル 内容 
メールログ SpamTitanのメールオペレーションに関しての全ての情報。これは全てのメール配信、バウ

ンス、失敗またはフィルターイベントが含まれています。 
インターフェイ

スログ 
Webインターフェイスを経由して処理された、全てのオペレーションログレコードです。

これはまた、Spatitanアプライアンスのハウスキーピングの活動状況やレポート生成―表示

させたり、一例、全てのユーザーへの検疫レポートの受信など。 
メッセージログ このログはシステムログや次の記録を持っています；ブート情報、；DNSステータス上布；

スパム、ウイルスやシステムアップデート；ディスク情報；カーネル情報などが含まれま

す。このログファイルはシステムの一般的なトラブルシューティングに有用です。 
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第11章 Spamtitanクラスター 

Spamtitanバージョン5.0よりクラスター機能が追加されました。クラスタライセンスーがある場合、複数の

Spamtitanノードよりメールシステムのクラスタ構成が可能となります。（ 大５台） 
 

 
 
 
 

11.1 クラスター設定 

 
初のノード192.168.101.249、次のノード192.168.101.247の場合として設定する場合、 

 
１、全てのノードにSpamtitan V5.0がインストールされている事。 
２、各ノードのライセンス（ユーザ数）は同一である事。（クラスターライセンスは100ユーザ以上より） 
３、 初のノード（192.168.101.249）上で； 
  クラスタ-タグ＞クラスタ化 より 
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（１） クラスター共有キー：を新規に入力します。（適当な文字列入力） 
（２） Use SSL のドロップダウンメニューにて、クラスタ通信にHTTPSを使わない場合(デフォルトの

HTPPを使う場合は)“いいえ（デフォルト）“を、HTTPSを使う場合は”はい“を選択してくだ

さい。 
（３） クラスタメンバー： 初のノードの場合は空白（何も入力せず）「Join」ボタンをクリックしま

す。 
   
次に２番目のノード上の管理画面>クラスタタグ＞クラスタ化にて 
    

（４） クラスター共有キー：１と同じ共有キーに入力します。 
（５） クラスタメンバー： 初のノードのIPアドレス（この場合192.168.101.249）を記述し、「Join」

ボタンをクリックします。 
 
◎暫くすると各ノードのリストが表示されます。 
◎Spamtitanの各種設定は、１番目のノードの設定が２番目（以降）に反映されますので、２番目以降のノー

ドを個別に設定する必要はありません。 
 
 
 

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考１：Spamtitanクラスター構成をメールシステムの冗長化/負荷分散機能として利用する場合、DNS
のMXレコード優先度（MX10,10やMX10,20等）設定、あるいは適切な負荷分散装置等の導入によって実

現させて下さい。 
 
  備考２：クラスタライセンスに関しての詳細は、弊社担当営業あるいはSpamtitan販売代理店にお問い合わ

せ下さい。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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11.2 クラスターレポート 

レポートタグ＞レポート画面より、 
 

 
「実行」ボタンをクリックして各種レポートを生成します。 
 
 
 

 
◎ レポートは、「Todays Reports」タブ内に生成されています。 
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考１：Spamtitanクラスターに関しての詳細は、弊社発行「Spamtitan V5.0 クラスタガイド」をご参

照下さい。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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付録A ファイアーウオール情報  

次の表は、SpamTitanサーバーを 適に稼働させるために必要なポート番号リストです。 
 
ポート プロトコル In/Out 説明 
20/21 TCP Out システムアップデート用のFTPアウト 
22 TCP Out SpamTitanのテクニカルサポートへのSSHアクセス用。サポート

はSSHセキュアートンネルでSpamTitanにアクセスします。 
25 TCP Out SMTP送信メール 
25 TCP In SMTP受信メール 
80 TCP Out 

(In 外部から管

理画面を使用

時) 

GUIアクセスでシステム管理やモニターリングや、検疫管理用。

また、ClamやKasperskyアンチウイルスの定義ファイルはHTTP
プロトコルが使用されます。SpamTitanと同セグメント上のHTTP
プロキシーサーバが使用できる場合には閉じてください。 

53 UDP Out DNSサーバと同セグメントにSpamTitanが位置している場合必要

なし。 
123 UDP In and Out SpamTitanが外部のNTPサーバを使う場合にはオープンしておき

ます。SpamTitanと同セグメント上にNTPサーバが位置している

場合必要なし。 
443 TCP In 外部からHTTPSを使用してGUIにログインする場合 
2703 & 7 TCP Out Razorコラボレーションフィルター使用時 
24441 TCP/UDP Out Pyzorコラボレーションフィルター使用時 
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付録B SpamTitanインスールCD 

SpamTitan インスールの準備 

1. メールファイアーウオールとして使用するに適したサーバーを選択します。SpamTitanサーバーに適した

サーバーの仕様としては： 
 1,000ユーザ以下 2,000ユーザ以下 5,000ユーザ以下 20,000ユーザ以下 
CPU P4 2.5Ghz P4 2,5Ghz P4 3Ghz以上 P4 3Ghz x 2以上 
Memory 1GB 1GB 2GB 8GB 
HardDisk 80GB 120GB 160GB 250GB 
NIC 1 1 1 1 

 
 Hard Disk装置 IDE,SATA,SCSI 

 
2. BIOS上で、CDROMを 初のブートデバイスとして設定しておく。 
3. SpamTitanの評価ライセンスをhttp://www.spamtitan.com/download から入手しておきます。 
 
 

インストレーション 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ご注意：SpamTitanのブートCDROMによってインストールすると、今までのデータが全て削除され、    
    SpamTitanのソフトウエアに置き換わります。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
SpamTitanのブートCDROMをCDROMドライブ装置に挿入し、サーバーを再起動させると次の画面が表示さ

れます。 
 

http://www.spamtitan.com/download�
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イーサーネットデバイスを選択する画面上には、xl0、ed0、fxp0あるいはem0のいずれかがサーバーのハード

ウエアによって表示されています。 
通常、このリストの 上段を選択します。（ハードウエアは２枚のNICを持っている場合には２段のネットワ

ークカードが表示されています）選択すると、該当のNICがハイライトしますので、OKを選択（Tabキーで進

ませて）してエンターキーを押します。 
 
 
 
次に該当のNICに関しての設定に入ります。 
次に表示される画面では、IPV6およびDHCPサーバによるIPアドレス割り振りは使用しないのでNOを選択し

てください。 
 
NICインターフェイスの設定では、 
Hostname  FQDN（例えばspamtitan.exzmple.comのように）で入力します。 
IPv4ゲートウエイ デフォルトゲートウエイのIPアドレス 
Name Server  ＤＮＳサーバーのIPアドレス 
IPV4アドレス  このSpamTitanのIPアドレスを定義します。 
Netmask   ネットマスク（例えば255.255.255.0） 
 
これでタブキーを使ってOKボタンに移動しクリックして下さい。 
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次に、現状のハードディスク装置の設定画面に移りますので、SpamTitanソフトウエアをインストールするデ

ィスク装置を選択してください。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  再度のご注意：インストールが始まると、今までの内容が完全に削除されます。インストールを中止 
    したい場合にはCanselボタンをクリックして下さい 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
サーバーにIDEディスク装置が搭載されている場合には、ad0 がファーストディスク、ad2がセカンドディス

ク（２台搭載されていれば）として表示されます。 SCSIシステムの場合は、da0等と表示されます。 
通常、SpamTitanをIDEのファーストディスク（ad0）にインストールするとして、エンターキーを押してくだ

さい。 
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次の画面が表示されます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ご注意：ハードディスク上に、このインストールの前にWindowsやLinux等別のOSが入っていた場合

には、それらのOSで使用していたパーティションが表示されることになりますが、今回のSpamTitanのイ

ンストールにおいて、旧パーディションは全てDコマンド（スライス削除）で削除しておきます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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Aコマンド（Use Entire Disk）で、本ディスク装置を全て使用するを選択し、Qで一度終了させます。 

 
 

 
 
再度次の画面となりますので、 上側のad0 をスペースキーで選択（Xとなる）し、TABキーでOKに進んで 
エンターキーを押します。 
 
 
 
パーティション作成（手動）； 
 
次にパーティションを作成する画面となりますので、C（Create）を選択してパーティショニングを開始する

と、次の画面となりますのでパーティションのサイズを決めます。表示された画面では既にサイズの数値が入

力されていますので、バックスペースキーでこの値を削除し、メモリ容量の2倍 (例：メモリが１ギガバイト

であれば、2g)を入力してOKボタンをクリックします。 
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次の画面ではこのパーティションの種類（ファイルシステムか、スワップエリア）を決めます。種類を決めて

（この場合スワップエリア）エンターキーをクリックして下さい。 
 

 
 
続けて、C（Create）を選択し、新たに作成するパーティションのサイズを決めます。表示された画面では既

に残り容量すべてのサイズの数値が入力されています。そのまま、OKボタンをクリックします。 
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次の画面ではこのパーティションの種類（ファイルシステムか、スワップエリア）を決めます。種類を決めて

（この場合ファイルシステム）エンターキーをクリックして下さい。 
 

 
 
次の画面ではこのパーティションのマウントポイントを決めます。/（ルート）を入力しOKボタンをクリック

します。 
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全て完了するとディスクパーティションは次のように構成されます。 
パーティション マウント サイズ 
a0s1a Swap メモリ容量の約2倍 
a0s1b / 残り容量 
 
 
Q選択してパーティショニングを終了させますとSpamtitanのOSインストールが開始されます。 
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インストールは約20分で終了します。インストールの途中で２－３のキー入力を促すメッセージが出てきます

ので、指示に従ってイントールを行ってください。 
 
 
インストール終了後; 
 
http://＜SpamTitanのIPアドレス＞ で管理画面のログイン画面が表示されます。 
 
◎ SpamTitanサーバーのコンソールからログインしてIPアドレスの変更やネットワークテスト、および再起

動、シャットダウンもできます。 
 
[[ SpamTitan :: Main Menu ]] 
 
(1) Networking Configuration 
(2) Network Diagnostics 
(3) Web Access Configuration 
(4) Shutdown/Reboot 
(0) Exit 
 
Enter Selection: 
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付録C SpamTitan-VMware版のインストール  

 

インストールの準備 

バーチャルマシンに適したサーバーの性能としては： 
 
 1024MB以上のメモリー、40GB以上ハードディスク装置およびブリッジド・ネットワークデバイス 

 
 
SpamTitan-VMware版は、VMware-Player（free）、VMware-workstationまたはVMware-Serverを含んだ

Windows-VMWareやLinux版VMware上で稼働します。 
 
SpamTitanの評価ライセンスは、http://www.spamtitan.com/download から入手してください。 
 
 

インストレーション 

SpamTitan for VMwareを、http://www.spamtitan.com からダウンロードします。 
 
ダウンロードしたファイルをサーバー上で解凍し、VMWareアプリケーションを使用してSpamTaitanのvmx
ファイルを開きます。OVFファイルの場合は、ESX(i)サーバーにデプロイします。 
 
注；メモリ容量が256MBや512MBになっている場合は、お手数ですが1G以上に変更してください。 
 
バーチャルマシンでSpamTitanアプリケーションを走らせるとブートが始まり、完了すると次の画面が

VMwareコンソール上に表示されます： 

 
 
 
キー”Y”とエンターキーで、セットアッププログラムが開始されます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：IPアドレスを割り当てると、VMマシンは自動的に再起動されます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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次の画面が表示されますので、サーバーのイーサーネットデバイスを選択してください。 
ハードウエアによってxl0、ed0、fxp0あるいはem0のいずれかのデバイス名が表示されています。矢印キーを

使って、デバイスを選択（選択するとハイライトされます）し、ENTERキーを押してください。 
 

 
 
 
次にネットワークインターフェイスの設定を行います。IPv6およびDHCPを使用しない場合、NOを押すと、 
設定画面が表示されます。 
 

 
 
各項目を入力しOKボタンを押します。（各項目の移動はTABキーを用います） 
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YESを選択すると、次の画面が現れます。 
 

 
 
IPアドレスが割り振られるとVMwareマシンは再起動されます。 
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次のメッセージが表示されます。 

 
 
これでブラウザーからSpamTitanの管理画面に入ることができます。 
 
http://＜SpamtitanのIPアドレス＞ 
 
Emailアドレス：admin パスワード：hiadminでログインしてください。 
 
以降は、SpamTitan管理者ガイドに従ってSpamTitanの設定を行ってください。 
 
 
 

SpamTitan V4.10について 

 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：H19年11月16日以降のSpamTitanのV4.05 for VMWare版のダウンロードでは、上記のように

Xwindowでの表示がなくなり、テキストモードのみでインストール経過が表示されるようになりました。 
  設定は自動で行われますが、SpamTitan用のIPアドレスは、上記の画面で適便ご変更下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
SpamTitan V4.05を立ち上げ、V4.10までのモジュールをダウンロード/インストールしてください。 
 
◎V4.10以前におけるVMwear版でSpamTitanのクロックに不具合があった件、V4.10でホストOSのクロックと

同期が取れるようになりました。 
 
 
設定方法： 
 
１、SpamTitan for VMWareをV4.10までアップグレード。 
２、SpamTitanを一旦Shutdownさせます。 
 
３、ホストOS上のSpamTitan VMWareモジュールホルダーの中の「FreeBSD.vmx」（VMWare構成ファイル） 
  をノートパッドなどのエディターで開きます。 
４、tools.syncTime = "FALSE" を”TRUE” に変更してください。 
５、SpamTitan for VMWareを再びVMWareより立ち上げると、ホストOSと時間の同期が取れます。 
 （VMWareのデフォルトの時間がホストOSより進んでいる場合には、稀に同期がとれない場合があります）
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