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概　要

●		公共機関限定製品（官公庁、自治体、大学、
		教育機関、研究機関、		その他の非営利団体）
●		安定したLinuxカーネルを採用したOS
●		オブジェクト指向のフィルタルールによる
		送受信双方向スキャン
●		30種類のフィルタを採用した高性能スパム
		フィルタエンジン
●		アンチウィルス (Clam	AV)機能
●		全製品無制限ドメイン・無制限ユーザーサポート
●		スタンドアローン専用PMG-PROモデル
●		HAクラスタ可能なPMG-HAモデル

特　徴
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全ての設定情報データは両ノートで同期されます。
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PMGアンチスパムアプライアンスは公
共機関向けに弊社が製品化した低価格
製品であり、オーストリアProxmox社製
Mail GatewayとDell社製高性能サー
バーで構成されます。オブジェクト指向
のルールは簡単で、わかりやすいフィルタ
機能を提供します。

信頼性を重視する大規模ユーザーは
2台以上のPMGアンチスパムアプライ
アンスでHAクラスタシステムがご利用
できます。
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● 負荷分散構成(PMG-PRO,	HA)
独立して動作する2台以上のPMGでメール
処理します。ユーザー数やメール数が多い場
合の負荷分散、1台のPMGに障害が発生し
た場合のバックアップが可能です。
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● HAクラスタ構成(PMG-HA)
連係動作する2台以上のPMGがアプリケー
ションレベルでクラスタリングされます。
1台目がマスター、2台目以降はノードとなり、
マスターの設定値やデータはマスター /ノー
ド間で自動的にノードに同期されます。高負
荷環境、高信頼性の必要な環境で最適です。

● スタンドアローン構成(PMG-PRO,	HA)
　基本的な設置。1台のPMGですべての処理
　を行います。

●		日本語GUI
●		非常に簡単な設定

ユーザーニーズに対応できる複数の設置
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PMGアンチスパム for VAR
スパムフィルタ独自製品構築用のソフトウェアです。

業界標準ハードウェアに PMG をインストールすることにより、非常に低価格で高性能な、
独自のアンチスパム製品を構築することが可能です。

※記載商品の仕様は、予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

ライセンス	
●	一般用4種類（スタンダード1ドメイン、スタンダード3ドメイン、						
　スタンダード5ドメイン、プロフェッショナル、HAクラスタ）
●	公共機関用2種類（プロフェッショナル、HAクラスタ）

価　格	 	
全製品ともオープン価格です。

OS不要	
v2.6.22	Linux	Kernelを採用したOSがアプリケーションと一体
化しております。仮想サーバー環境対応ライセンスも提供可能です。

フィルタリング技術
PMGは業界標準スパムフィルタリング技術を採用しており、非常
に安定した高速動作を実現しています。

主要なフィルタ技術	
グレイリスティング、センダーポリシーフレームワーク、ベイジア
ンフィルタ、ブラックリスト/ホワイトリスト（3層）、DNSベー
スブラックリスト、分散チェックサムクリアリングハウス、高度な
ヘッダー＆テキスト検索ルール、スパムURI	RBL、自動学習、ハッ
シュキャッシュ

オブジェクト指向ルールシステム
PMGの特徴であるオブジェクト指向ルールシステムは簡単で強
力なカスタムルールを作成するための機能です。
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SPAM解析：
ベイジアン、スパム
フィンガープリント、
ヘッダーチェック、

DNSベースのブラック
ホールリスト、

テキスト検索ルール、
リアルタイムでのスパム
URIブロックリスト処理、
ハッシュキャシュ、
自動学習、言語検出

ルールシステム：
ホワイトリスト、
ブラックリスト、
ユーザー定義に
よるメール処理
変更、ブロック、
受信、通知 …

ローカルデータベース：
ルール、べイズ、統計、
グレイリスティング

リモートデータベース：
DNSBL、SURBL、ウィルス、
スパムフィンガープリント

（　 　　　 ）

Proxmox Mail Gateway E メール受信トラフィックの処理

オブジェクトの種類 
誰が、いつ、何を、アクション

システム要件
以下の条件を満たすハードウェアが必要です。

最 小 構 成

Pentium4クラスPC	2Ghz、512MBメモリ、
ブート可能なCD-ROM、1024x768VGAモニタ、
8GB	ATA/STAT/SCSI	HDD、
10/100Mbps	NIC

推 奨 構 成

Pentium4クラスサーバー	2.8Ghz以上、
1GBメモリ、ブート可能なCD-ROMドライブ、
1024x768	VGAモニタ、36GB	ATA/
STAT/SCSI	HDDまたはSCSI	RAID、
10/100Mbps	NIC

検 証 済 み
ハードウェア

IBM	x3650、HP	DL38G5、
HP	DL360G4P、HP	DL320G4、
Fujitsu	PRIMERGY	RX100	S3、
Fujitsu	PRIMERGY	RX300	S2

※本製品は業界標準Linux Kernelを採用しているため、 現在および
　過去のハードウェアプラットホームの99％以上をサポートします。

製品の特徴

販売代理店の

　皆様へ！


