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第1章 Proxmoxメールゲートウエイ概略 

ゲートウエイ型の電子メールセキュリティーとしては、入出力における全ての電子メールメッセージをコント

ロールする事にあります。Proxmoxメールゲートウエイは、広範囲における好ましからざる電子メールにおけ

るスパムやウイルスメールを取り扱う価格的にも手軽なセキュリティ電子メールサーバー製品です。また、全

ての製品はLinuxに熟知していなくとも簡単にインストール可能となっています。 
 
 
 
 

 
 

図1 電子メールの受信トラフィック
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第2章 クイックスタートガイド 

経験豊かなユーザーは本ガイドを「クイックインストレーション」ガイドとしてご使用下さい。 
（詳細については全てのドキュメントをお読み下さい） 
 

 
 
1. ISOイメージをダウンロードし、CDROMに焼き付けます。 
2. 専用のハードウエアをこのCDROMからブートします。（第３章３のSystem requirementsを参照） 
3. グラフィカル画面上の指示に従います – ハードディスク上の内容は消去されますので、ご注意下さい。 
4. 再起動後、あなたのディスクトップPC上のブラウザでProxmoxサーバーに設定したIPアドレスを参照し

ます。 
5. ライセンスファイルをアップロードし、rootのパスワードを変更してください。 
6. Proxmox IP設定をチェックします。 
7. タイムゾーンを選択して保存します。 
8. ファイアーウオールのチェック - 第３章２のファイアーウオールを参照 
9. SMTPトラフィックの入力を内部メールサーバーに中継させるようにProxmoxを設定（Configration/Mail 

Proxy/Default Relay）します。デフォルトリレー先は内部のメールサーバになります。 
10. 内部メールサーバのSMTPトラフィックの出力側（アウトバンド）を全てProxmoxに向けるように設定し

ます（Smart Host,ポート26） - 第３章1-1 Filterring Outgoing E-mailをご参照下さい。 
 
設置に関しての詳細は「Proxmox メールゲートウエイ設置ガイド」をご参照下さい。 
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第3章  設置計画 

3.1 既存のメールサーバーシステムへの組み込み 

 

このサンプルコンフィグレーションでは、メールトラフィック（smtp）がファイアーウオールに到達し、直接

内部のメールサーバに中継されています。 

 

 
 

図 3-1 Proxmox メールゲートウエイがまだ設置されていない時 

 

Proxmox を設置する事によって、全ての電子メールトラフィックは不必要な電子メールが削除され、内部のメ

ールサーバーに中継されます。Proxmox は電子メールの送受信で機能させることができます。 

 

 

 
 

図 3-2 Proxmox が組み込まれた電子メールシステム 



 

 - 4 - 

Proxmoxメールゲートウエイ管理者ガイド 

 

3.1.1 送信時のフィルタリング 

多くの電子メールフィルタリングソリューションは送信メールのスキャンはしません。Proxmox メールゲート

ウエイでは送受信でスキャンできるように設計されています。これは２つの優位点を持っていることになりま

す。 

 

1. Proxmox では内部ホストからのウイルス送信をブロックできる。ウイルスメールを送信させない事を責任

をもって行うべきです。Proxmox から送信される段階でウイルスなどの検査が行われているので、外部に

対して迷惑をかけるようなメッセージの送信はブロックされます。 

2. Proxmox では、送信メール量の統計も取れるようになっています。受信メールの統計は非常に有用ではあ

るが、殆ど使用されてはいません。 ２人のユーザを考えてみれば、ユーザ１がニュースポータルサイ

トから１０個のメールを受信、１個のメールを今まで聞いたことのない人に送信した場合。その間ユー

ザ２では５個のメールを顧客から受信し、返事を返したという場合、どちらのユーザがより活動してい

るか？答え：ユーザ２は顧客との会話に有用に使用されているために、ユーザ２と考えられます。 

   Proxmox 拡張アドレス統計はこのような重要な情報を表示しています。送信メールのスキャンが行われな   

     いソリューションではこのような事はできません。 

 

送信メールのスキャンを有効にするには、内部メールサーバの設定で Proxmox サーバを「Smarthost」として

定義する必要があります。第７章メールサーバー設定例（送信メール）をご参照下さい。 

 

 

 

3.2 ファイアーウオールの設定 

Proxmoxメールゲートウエイへのメールトラフィックを通過させる為には、ファイアーウオールでSMTPを通過

させるように設定します。Proxmoxメールゲートウエイではネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用し

て時間の調整が行われたり、RAZOR(分散SpamDB)、DNSやHTTPプロトコルが使用されていますので、F/Wで

はこれらポートを考慮する必要があります。 

サービス ポート番号 プロトコル From（イン) To（アウト） 

SMTP 25 TCP Proxmox インターネット 

SMTP 25 TCP インターネット Proxmox 

NTP 123 TCP/UDP Proxmox インターネット 

RAZOR 2703 TCP Proxmox インターネット 

DNS 53 TCP/UDP Proxmox DNSサーバー 

HTTP 80 TCP Proxmox インターネット 

 

HTTPプロトコルの外向け接続は、ウイルス定義ファイルの更新に使用されます。また直接インターネット接

続ではなくプロキシー経由でも可能です。 

Nmapユーティリティーでファイアーウオールの設定を調べる事が可能です。 
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3.3 Proxmoxサーバに必要なシステム 

Proxmox を構成するには専用のサーバーが必要です。 
 
また、仮想アプライアンス上でも走らせる事ができます； 
 
 VMWare ™ （Player、WorkStation、Server 1and 2、Virtual Infrastructure（ESX and ESXi） 
 Proxmox VE（http://pve.proxmox.com） 
 KVM 
 OpenVZ 
 Citrix XenServer（Full Virtualized） 
 
次の仮想アプライアンスでも稼働可能であるがProxmoxでは推奨しません: 
 
 Hyper V 
 Xen (Full virtualized) 
 Virtualbox 
 Parallels Server 

 
http://www.proxmox.com の詳細をご参照下さい。 
Proxmoxのウエッブサイトで確認の取れたハードウエアを調べてください。 
貴社のハードウエアからのベンチマーク(値)を得る為には、インストール後管理画面より「サーバーパフォ

ーマンス統計情報」をご参照下さい。 
 

 
 

3.3.1 システムに必要な最小構成 

 ペンティアム４クラスPC、少なくとも2GHz以上 
 512Mbyteメモリー 
 ブータブルCDROM装置（外部USBドライブサポート） 
 1024 x 768 画素VGA/モニター（インストールに必要） 
 ハードディスク装置8GB – ATA/SATA/SCSI 
 10/100 Mbpsネットワークインターフェイス 

 

3.3.2 推奨システム 

 ペンティアム４クラスPC/サーバー、2.8GHz以上 
 1024MB以上のメモリー 
 ブータブルCDROM装置（外部USBドライブサポート） 
 1024 x 768 画素VGA/モニター（インストールに必要） 
 ハードディスク装置36GB – ATA/SATA/SCSI以上、SCSIレイド、ATA/SATAソフトウエアレイド （レ

イドコントローラにはバッテリバックアップ付を用いた書き込みキャッシュ機能が必要） 
 100 Mbpsネットワークインターフェイス 

 

3.3.3 ハイパフォーマンスシステム 

 ２インテルZeon Quad Core CPUクラス搭載のサーバー 
 4GByteメモリー 
 ブータブルCDROM装置（外部USBドライブサポート） 
 1024 x 768 画素VGA/モニター（インストールに必要） 
 ハードウエアレイド（バッテリバックアップ付書き込みキャッシュ機能付） 
 100 Mbpsネットワークインターフェイス 
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3.4 Proxmox メールゲートウエイエディション比較 

Proxmoxメールゲートウエイは、中継するドメイン数によるライセンス形態となっています。例えば、３ドメ

インの電子メールを受信するサーバー（domain.net、domain.com、domainn.at）であれば、３ドメインバー

ジョウンのライセンスが必要です。全てのエディションではユーザ数は無制限となっています。 
 
更にドメイン数が必要となった場合には、アップグレードライセンスを購入する事ができ、その場合には

Proxmoxの再インストールは必要ありません。ライセンスの入れ替えのみです。 
 
 

3.4.1 Proxmoxメールゲートウエイ・フリーバージョン 

個人使用、コマーシャル使用のフリーバージョンでは１ドメインでユーザー数無制限のご使用が可能です。 
このバージョンではいくらかの機能が制限されています。詳細はhttp://www.proxmox.com をご参照下さい。 
 
 

3.4.2 Proxmoxメールゲートウエイ・スタンダードバージョン 

スタンダードバージョンでは１、３、５ドメインの無制限ユーザ数を扱えます。 
 
 

3.4.3 Proxmoxメールゲートウエイ・プロフェッショナル 

このエディションは、複雑なシステムやハイパフォーマンスが要求される構成のインストレーションを目的と

されます。このライセンスは、 大限の柔軟性やパフォーマンス（Web管理画面からの中継ドメインの編集や、

LDAPサーバとの連動等）が要求される場合のライセンスです。 
 
 
 

3.4.4 Proxmoxメールゲートウエイ・HAクラスター 

Proxmox HAクラスターは、マスターといくつかのノード（ 低１ノード）で構成されています。 
マスターを設定し、設定およびデーターはVPNトンネルを経由して全てのクラスターと同期されます。これは

次の利点を持っています。 
 
 集中設定管理 
 データストレージの完全な冗長化 
 高信頼性 
 高性能 

 
 
Proxmox HAクラスターは、独自のアプリケーションレベル・クラスタスキームが使われており、 高のパフ

ォーマンスが期待できます。可能な限り簡単な管理ができるようになっています。完全なクラスタが数分で設

定でき、各ノードで不具合が生じた場合でも、手動による操作無しで簡単に再構成が可能となります。 
 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：現在のところ弊社では「Proxmoxメールゲートウエイ・HAクラスター」ライセンスのみを取り扱

っております。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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3.4.5 教育機関、政府および非営利組織向けライセンス 

Proxmox 教育機関/政府/非営利組織向けのライセンスを購入するには、該当組織の四角証明が必要です。こ

れらの資格を証明する情報を電子メールに添付し、office@proxmox.com宛にご連絡下さい。資格が間違いな

いと保証された場合ご連絡いたします。 
 
資格の条件： 
大学等学校組織、政府、NGOその他 
 
現在、次のライセンスが割引された価格で供給可能です。 
 
 Proxmoxメールゲートウエイ・プロフェッショナル 
 Proxmoxメールゲートウエイ・HAクラスター 

 

3.5 Proxmoxの設定と動作を行う 

 ISOイメージをダウンロードしCDROMに焼付けます。 
 専用のサーバーのCDROMからブートしインストーラを立ち上げ(自動)る。 
 ライセンスを要求する。 
 Proxmoxメールゲートウエイをウエッブインターフェイスで設定する。 
 

インストールが無事に完了すると、メッセージの送受信でProxmoxを経由するようにします。受信トラフィッ

クはファイアーウオールの設定が行われていなければなりません（SMTPポートを空ける）。メッセージの出

力においては、内部メールサーバの全てのメッセージ送信先をProxmoxに設定（Smarthost）するようにしま

す。 
 
１つのISOイメージで全てのバージョンを扱えるようになっています。各バージョンにおける機能はライセン

スファイルによって決まっています。 
 
http://www.proxmox.com からダウンロードしてください。 
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第4章  Proxmoxメールゲートウエイのインストール 

 

4.1 インストレーションは3～5分で完了 

ISOイメージCDからブートすると、ハードウエアを自動検知してインストールが開始されます。全ての

Proxmox製品はLinuxパッケージを基本として、殆どのi386ベースPCやサーバーで動作します。 
 
 ISOイメージをCDROMに焼付け 
 CDよりブートする 
 グラフィカル画面上の指示に従ってインストールを開始する 

 
 

4.2 ソフトウエアレイド 

Proxmoxインストーラーはハードウエアレイドとソフトウエアレイド（ミラーリング）をサポートしています。

ソフトウエアレイドに関しては第１３章の５をご参照下さい。 
 
２台のハードディスク装置が必要です。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ハードウエアレイドコントローラーを持っている場合には、このオプションは無効です。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

4.2.1 レイドシステムの違い 

ハードウエアレイド 説明 例 
ハードウエアレイド ハードウエアXORエンジン、組み込み

メモリ、ハイパフォーマンスバス、オ

プショナルバッテリバックアップ、お

よびオーディオアラーム、ホットスワ

ップドライブサポート、イージーマネ

ージメントと監視。バッテリバックア

ップ付書き込みキャッシュ 

 インテルSRCU41L(SCSI) 
 インテルSRCS28X)SATA)
 LSI Logic 

MegaRAID(SCSI) 
 HP Smart 

Array(SCSI/SAS) 
 Adaptec 
 その他 

ソフトウエアレイド ミラーリングはOSで実施される ProxmoxのOSでサポート 
ホストレイド（マザーボ

ード組み込み） 
ハードウエアレイドがない場合は機能

しない（Bios内）ので代わりにProxmox
のソフトウエアレイドを使用する 

 インテル ICH7,ICH8,ICH9
 HP 組み込みSATA 
 LSI Logic組み込みSATAレ

イド 
 Nvidiaレイド 
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図4.2.1 ソフトウエアレイドを選択した例 
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第5章 メールゲートウエイの開始 

5.1 Webインターフェイス 

インストレーションが完了すると、ブラウザーでProxmoxのIPアドレスを指定します。マイクロソフトIE6.0
以上かあるいはFireFox2.0以上のブラウザをご使用し、javaスクリプトを有効にしておきます。 
 
ウエッブインターフェイス：  http://proxmoxのIPアドレス/ 
デフォルトユーザ：  root 
デフォルトパスワード：  admin 
 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  注意：一度デフォルトでログイン後、デフォルトパスワードは変更して下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

 
図5-1 ログインページ 

 
 

5.2 ライセンスファイルのアップロード 

次のタイプのライセンスが存在します： 
 
 フリーバージョン、単一ドメイン（個人使用、コマーシャル使用のフリー版） 
 トライアルバージョン（３０日期間限定版） 
 スタンダードエディション（1,3,5ドメインでユーザ数無制限） 
 プロフェッショナルエディション（ドメイン数無制限、ホストロックライセンスモデル） 
 Proxmox ＨＡクラスター（ドメイン数無制限、ホストロックライセンスモデル） 

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

  備考：どのライセンスが貴社に必要なのかは、第３章４をご参照下さい。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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5.2.1 ハイパフォーマンスシステム 

 インテルXeon Quad core CPU 2個 
 4GBメモリー 
 ブータブルCDROM装置（外部USBドライブサポート） 
 1024 x 768 画素VGA/モニター（インストールに必要） 
 ハードウエアレイド（バッテリバックアップ付書き込みキャッシュ機能付） 
 100 Mbpsネットワークインターフェイス 
 

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

  備考：各ライセンスが無効な場合、メールゲートウエイは動作しません。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

5.3 設定 

 
 

図5-3 ログイン後の画面 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：アイコン画像  をクリックするとドロップダウンメニューが表示されます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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5.3.1 システム 

 Network IP設定と全ての設定の確認 
 Time NTPサーバーの更新やタイムゾーンの確認。NTPサーバに接続可能かどうか

はF/Wで確かめます。 
 Backup システム設定とルールデータベースをバックアップし、ファイルに吐き出す

（数キロバイト）。統計情報はWebインターフェイスでは保存されません。

スケジュールバックアップで行われます。 
スケジュールバックアップ設定では、FTPあるいはWindows共有フォルダー

に保存されます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：第13章６ Backupについて をご参照下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 Restore Reset: ルールセットを工場出荷状態にする。 
 
Restore: システム設定とルールを有効なバックアップデータより読み込む。

 Reports 指定された電子メールアドレスに対してデイリーレポートが送信されるの

を有効/無効にする。 
Advanced Statistic Filter（拡張統計量フィルター）を有効/無効にする（デフ

ォルト無効） 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：Advanced Stistic Filterは送信メールのフィルターのみで働きま

す。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「Advanced Statistic」が有効の場合、

Statistics/Domain-Address/Receivers ページでは、 近３ヶ月以内におけ

る、送信されたメールの受信者のみが表示されています（アクティブな受信

者のみ表示されている）。 
 
Statistics/Domain-Address/Contacts ページでは、 近３ヶ月以内におけ

る内部ユーザーから送信した、１通あるいはそれ以上のメールの受信者が表

示されています。詳細は第３章1-1「送信メールのフィルタリング」をご参照

下さい。 
 
Syslog Setrver 
リモートシスログサーバーを定義します。 
 
Language 
現在サポートされている言語は、

English,German,Spanish,Portuguese(Brazilian),Italian,French）です。 
デイリーレポートのデフォルト言語を定義します。 

 SSH Access SSHアクセス可能なFromネットワーク・ホストを定義。 
デフォルトではproxmox.com、maurer-it.comからアクセス可能となっていま

す。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  注意：セキュリティー上、SSHアクセス可能なアクセス元は、必ず

必要 小限に限定してください。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 DNS Cache Proxmox設置ガイドを参照下さい。 
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5.3.2 メールプロキシー 

 Relaying 既存の内部メールサーバーのPアドレス（またはFQDN）とSMTPポート番号。
 
Relayed domains：中継すべきドメイン名（ライセンスファイルに書かれて

いる情報） 
更に追加ドメイン名が必要であれば、ライセンスをアップグレードしてくだ

さい。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：プロフェッショナルライセンスの場合には、このリストを編

集してください。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 Ports 外部用（25）と内部用（26）SMTPポート番号 (デフォルト) 
ファイアーウオール(25)と内部メールサーバ（26）の設定を調べておきます。

 Options Set maximaum messages size for e-mail in bytes 
 
Reject Unknown Clients：以下のSMTPリクエストが合った場合拒否しま

す。 
1. クライアントIPアドレス> 名前マッピング（DNS）で参照できな

い。 
2. ホスト名> IPアドレスマッピングできない 
3. ホスト名> ホスト名とIPアドレスが不一致 
 

Reject Unknown Senderrs：MAIL FROM アドレスがDNS AまたはMXレコ

ードを持っていない。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：これらの機能を有効とした場合、多くの設定不良のメールサ

ーバからのメールの受信ができなくなる可能性がありますので、ご注意

下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
SMTP HELO Checks: 
 
次の検査が行われます： 
 
Smtpd_helo_required 
リモートSMTPサーバーとの初期セッションにおいて、HELOあるいはEHLO
での自己を名のる事を要求します。 
 
Reject_non_fqdn_hostname 
HELO,EHLOホスト名でFQDNスタイルで返答してこない場合、拒否する。

RFC準拠のホスト名を要求する。 
 
Reject_invalid_hostname 
HELO,EHLO ホスト名文が文法エラーであるホスト名は拒否する。 
 
Use RBL Checks 
SMTPレベルでリアルタイム・ブラックリストを調べます。 
 
Verify Receivers 
受信者確認を有効/無効にする。Yes（450 temporary reject あるいは550 final 
reject）かNoを選択します。 
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  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：Yesと選択した場合には、内部メールサーバの設定の変更（受

信者の存在確認）が必要となります。詳しくは「proxmox メールゲート

ウエイ設置ガイド」の 新版をご参照下さい」 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Graylisting を有効/無効にする。デフォルトでは有効。 
 
SPFを有効/無効にする。デフォルトでは有効。 
 
Hide Internal Hosts: 送信時の「内部クライアントIPを隠す」を有効/無効に

する。V2.4から追加機能。(デフォルト無効) 
 
Delay Warning Time（デフォルト４時間） 
 
Clinet Connection Count Limit（デフォルト５） 
クライアントからの同時アクセス数制限（この機能を無効とする場合は０）
 
Client Connection Rate Limit： 
SMTPクライアントから１分間における 大SMTP接続数。この機能を無効

にするには０を入力しておきます。 
 
Client Message Rate Limit： 
SMTPクライアントから１分間における 大メッセージ個数の配信要求。 
この機能を無効にするには０を入力しておきます。 
 
SMTPD Bunner 
カスタムSMTPバナーを定義します。 
 
Smarthost： 
このオプションは、全ての送信メールを別のプロキシーメールサーバー

（Smarthost）に中継させる機能です。SmarthostはIPアドレスか、DNS名で

定義でき、ポート番号の変更も可能です。 
例えば、 

 192.168.2.1 
 192.168.2.1:25 
 Outproxy.domain.tld:26 

のような表記ができます。 
 

 Transports Proxmoxメールゲートウエイを用いて、全ての送信メールを別のメールサー

バーに中継させる事ができます。 
例えば、 @domain.com宛のメールを 初のメールサーバへ、

@subdomain.domain.com宛のメールを２番目のメールサーバに中継させる

場合などです。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：複数のドメインを扱うには、ドメイン数に応じたライセンス

が必要です。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
IPアドレスかホスト名を追加し、SMTPポート番号(デフォルト25)を設定、

中継するドメイン名をリストに入力します。 
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 Networks 内部のトラストネットワーク、あるいはホストのIPアドレスを入力します。

このリスト内のネットワークあるいはホストは中継が許可されます。 
 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：proxmoxの配置されているネットワークと同じセグメントで

は、デフォルトで許可されていますので、このリストに記述の必要はあ

りません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 Whitelist
（Greylist） 

SMTPホワイトリスト： このリストに記述されている情報（送受信ドメイ

ン、送受信IPアドレス、送受信メールアドレス、その他）では、全てのSMTP
チェックは行われません（Graylisting,SPF,RBL検査等）。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ProxmoxのバックアップMXサーバーが存在する場合、これら

のサーバをこのリストに追加しておきます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 

5.3.3 Spam Detector （スパム検知機能） 

Proxmoxメールゲートウエイは、広範囲におけるローカル・リモートネットワークテストでスパムを検知でき

ます。これはスパムの特徴を見抜く為のテクニックを駆逐するものです。 
 
一つのメールごと分析され、スパムスコアが計算されます。このシステムでは常にスパムルールセットを 適

化し、擬陽性、偽陰性の数を 小限にする効果をもたらしています。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：スパム設定の詳細は、第５章４メールフィルター をご参照下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 Options Use auto-whitelists 
 
Use Bayesian filter 
 
Use Advanced Tests 
拡張スパム検出テスト。デフォルトで有効となっています。 
 
Use Razor Networks 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ProxmoxがDCCやRazorにアクセスできる事を確認しておいて

下さい（F/W設定）。第１３章９のポートスキャン（nmap）でこれらの

アクセステストができます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Use RBL check 
次のRBLサイトでの参照テストが有効になります。リストされている場合に

はSMTPレベルで拒否されます。 
 Spamhause.org 
 Dsbl.org 

 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：高トラフィックサイトであり、各サービスの品質が求められ
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る場合（サーバー自体の処理をスローダウンさせたくない）、ローカル

RBLキャッシュを使用できます。詳細は、Proxmox設置ガイドをご参照

下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Use OCR 
イメージファイルに潜むスパムメッセージを検知します。OCRはCPU負荷を

高めますので、現状のサーバー自体の負荷状態によっては、この機能は使用

しない事を推奨します。高性能サーバーであり、現状の負荷状態に問題なけ

れば、機能を有効としても問題ないでしょう。 
 
デフォルトでは、DCC,OCR,RBL以外の機能は有効となっています。 
 

 Languages デフォルトでは、全ての言語が有効となっています。（何も選択されていな

い） 
リスト上の言語を１つ選択すると、選択された１つの言語のみが参照されま

す。電子メールは期待しない言語で受信すると、スパムスコアが高スコアと

なります。 
 Quarantine Lifetime(days) 

検疫されたメッセージの生存日数を定義します。デフォルトは７日。 
 
Authentication mode 
ユーザーが検疫エリアにアクセスする認証方法を選択。デフォルトはTicket。
 
Report style 
Verbouse、Verbouse（Outlook 2007）、Short、Custom（第１３章3をご参

照下さい）、No reports（無効）。 
 
Allow access via http 
 
httpを使用して検疫にアクセスできるようにする。これが選択されていない

とhttpsでのアクセスのみとなります。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： httpsを使用する場合、有効な認証書をアップロードしてお

かねばなりません。第１３章８のSSL認証をご参照下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Quarantine Host (optional) 
このホスト名は、検疫へのアクセスリンクに使用されます。 
 
Mail preview settings 
イメージを見ます。 
プレビューでイメージを表示させます（システム負荷を減少するには無効と

しておきます） 
 
Allow HREFs 
メールプレビュー内のリンクを有効にします。（セキュリティ上では無効に

すべきです） 
 

 Backscatter Backscatterメールとは？ 
スパマーやワーム等による、偽造された送信者アドレス（但し実存する）、

をもつメールに対する配信不能通知メール（受信者アドレスが実存しない

為）が増加しています。 
これらのメールをBackscatterメールといいます。 
 
Baunce Message Score（値0は機能無効） 
Backscatterメールを検知したときのSpamスコア値を定義します。 
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Whitelist baunce relays 
有効なバウンスリレー（メールサーバ）を追加 
 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： 設定をチェックし、検疫にFalse Positives（擬陽性）となっ

ているかを調べます） 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 Theme エンドユーザー向け検疫インターフェイスをカスタマイズします（カスタム

ロゴの変更の可能） 
 
テーマは、エンドユーザ向けの「Configration/Spam Detector/Theme」の部

分のみで見えます。管理者インターフェイスのスタイルは変更されません。
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： もし、何かの変更があれば、Webブラウザで再表示させる

と変更を確認できます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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5.3.4 Virus Detector（ウイルス検知機能） 

Proxmox は次のアンチウイルスエンジンを持っています： 
 
 ClamAV（デフォルト）、追加ライセンスは必要ありません。 
 Kaspersky AV、Avira SAVには追加ライセンスが必要です。詳細は販売代理店にご連絡下さい。 

 
 Kaspersky AV 定義ファイルデータベースのアップデートサーバーを選択をします。－クリ

ックSaveで保存。設定を保存後、「update now」をクリックしますと、アッ

プデートログを見る事ができます。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： 初のアップデートには、現状のネットワーク負荷や、ア

ップデートサーバ自体の負荷にもよりますが、少し時間がかかります。

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Administration/Server ページで「AVEServer」サービスを開始します。デー

タベースは通常の周期（１日何回か）で更新されます。更新のスケジュール

設定はできません。 
 Avira SAV 「update now」をクリックしてログファイルを調べます。 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： Avira SAVを使う場合、PMG for Aviraライセンスが必要です。

ライセンスに関しては販売代理店にお問い合わせ下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◎Avira SAVはProxmox V2.5で追加されました。 

 ClamAV 定義ファイルアップデートの状況が確認できます。「update now」をクリッ

クすると、アップデート状況のログを見る事ができます。 
データベースは通常の周期（１日何回か）で更新されます。更新のスケジュ

ール設定はできません。 
 

 Options  電子メールの添付ファイルにおけるアーカイブスキャン関係の設定（zipファ

イル等） 
 
もしwebポート（tcp/80）がAVアップデートサーバへの接続に使用できない

場合、プロキシーサーバを使用することができます。 
 
Max Credit Card numbers （新しい情報漏えい防御機能-DLP） 
クレジットカード番号の検出（一般的には3を定義、０の場合は無効） 
電子メールに３つのクレジット番号が含まれると この機能で検知される）
 
HTTP Proxy設定 
AV定義ファイルのダウンロードでHTTP Proxyを使用する場合設定。 
 

 Quarantine Lifetime (days) 
検疫されたウイルスメールの生存日数を定義します。デフォルト７日 
 
Mail preview Settings 
View images 
プレビューでイメージ表示が有効（無効にするとシステムパフォーマンスが

向上します） 
 
Allow HREFs 
メッセージ内のリンク表示が有効（無効にするとセキュリティが向上しま

す） 
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5.3.5 ユーザー管理 

 Local Local Userデータベース：デフォルトではroot(super user)アカウントのみ。
 
SSHログインを有効（Allowed SSHパブリックキーを挿入する） 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： バックアップのリストアーではrootのパスワードを元には戻

せません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
rootユーザーは他のローカルユーザーが作成でき、全ての機能可能。 
 
root以外のローカルユーザとしては： 
 管理者（Webインターフェイスにフルアクセス可能、ローカルユーザ

追加不可能） 
 検疫管理者（スパム、ウイルス検疫にアクセス可能） 
 監査（管理者の画面表示可能。読み込み専用） 
 

 LDAP LDAP統合：第６章LDAPの統合（プロフェッショナルバージョン）をご参照

下さい。 
 

 POP POP3サポート：リストされたPOP3アカウントは、取り込んだメッセージを

フィルターシステムに投入します。 
 

 
 

5.3.6 Cluster 

 Status Statusは全てのノードの状況を表示します。 
クラスターについては第１０章Proxmox HAクラスターをご参照下さい。 
 

 
 

5.3.7 ライセンス 

Licence をクリックすると、現在のライセンス情報が表示されます。新しいライセンス（アップグレード等）

のアップロードもこのページで行います。 
 
表示されるライセンス情報は： 
 ライセンス番号 
 会社名 
 氏名 
 Proxmoxの製品名 
 ライセンス期限 
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5.4 メールフィルター 

次のデフォルト設定となっています。設定を追加/編集したければ、アイコンをクリックして下さい。 
 

5.4.1 ルール 

ドメインに対してオブジェクト指向のルールシステムが可能です。ルール定義は非常に簡単ではあるが、ユー

ザ、ドメイン、時間枠、コンテンツタイプによってルールの定義や処置が柔軟に対応できます。 
 
 Who –  object 
 TO/FROM の部類 
 例、Mail object：  誰が送信者あるいは受信者か？ 
 
 When –  object 
 例、 何時Proxmoxによってメールを受信したか？ 
 
 What –  object 
 例、メッセージにウイルスが含まれている？ 
 
 Action –  object 
 例、メールのサブジェクトに「SPAM:」を付ける 

 
あらゆるルールは５個のカテゴリー（FROM,TO,WHEN,WHAT,ACTION）を持っており、様々なオブジェクト

を含んでいます。例えば、ウイルスは下記のような防護が施されています。 
 
 FROM:  Anybody 
 TO:  Anybody 
 WHEN:  Always 
 WHAT:  Virusu 
 ACTION:  Block 

 
 Active Rules 現在有効なルール 
 Inactive Rules 現在無効なルール。新しいルールは常に無効です。有効にするには手動でア

イコンをクリックしなければなりません。 
 

 Priority 処理の優先順を1から100まで設定します。 優先は100です。 
 

 Direction 処理の方向を定めます。 
 
In    全ての受信メールルールに適用されます。 
Out   全ての送信メールに適用されます。 
In/Out  双方向で適用されます。 

 

5.4.2 Actions 

 Accept メールを受信、配信する（ 終処置、ルールはありません） 
 Block メールを拒否する（ 終処置、ルールはありません） 
 Quarantine 検疫エリアに移動する（ウイルス付メールは「ウイルス検疫」へ、他のメー

ルは「スパム検疫」へ移動する（ 終処置、ルールはありません） 
 Notify Admin 管理者にワーニングメッセージを送る 

 
内容例： 
 
Proxmox Notification: 
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Sender:   ___SENDER___ 
Reciever:  ___RECIEVERS___ 
Targets:   ___TARGETS___ 
Subject:   ___SUBJECT___ 
Matching Rule:   ___RULE___ 
 
___RULE_INFO___ 
___VIRUS_INFO___ 
___SPAM_INFO___ 
 

 Notify Sender 送信者にワーニングメッセージを送る 
 
内容例： 
 
Proxmox Notification: 
 
Sender:   ___SENDER___ 
Reciever:  ___RECIEVERS___ 
Targets:   ___TARGETS___ 
Subject:   ___SUBJECT___ 
Matching Rule:   ___RULE___ 
 
___RULE_INFO___ 
___VIRUS_INFO___ 
___SPAM_INFO___ 
 

 Modify Spam 
Level 

ヘッダーに「spam」タグを付ける 
 
内容例： 
 
Fieldname:  X-SPAM-LEVEL 
Value: ___SPAMLEVEL___, hits=___SPAM_HITS___ 
 
New   in 2.0:  use  this instead  of  (___SPAMLEVEL___, 
hits=___SPAM_HITS___) 
 
Value: ___SPAM_INFO___ 
スパムスコアを表示します 
 
 

 Modify Spam 
Subject 

サブジェクトにspamをつけます 
 
内容例： 
 
Fieldname: subject 
Value: SPAM: ___SUBJECT___ 
 

 Remove all 
attachments 

一致した全ての添付ファイルを削除 
 
代替のテキスト文は編集できます。 

 Remove 
attachments 

一致した添付ファイルを削除 
 
代替のテキスト文は編集できます。 

 Disclaimer ディスクレイマーを追加 
 

 BCC Blind Carbon Copy: 
BCCで送る宛先メールアドレスを入力。 
Send orig. Mail：選択されている場合、オリジナルメールはto: アドレスに送

信される。 
 



 

 - 22 - 

Proxmoxメールゲートウエイ管理者ガイド 

 

5.4.3 Who 

 Blacklist グローバルブラックリスト 
 

 Whitelist グローバルホワイトリスト 
 

 User defined 次の値よりカスタムWHOオブジェクトを定義する 
 
 Add Domain 
 Add mail address 
 Add Regular Expression 
 Add IP Address 
 Add IP network 
 Add LDAP Group: 題６章LDAP組み込み（プロフェショナルバージョ

ンをご参照下さい） 
 Add LDAP User: 題６章LDAP組み込み（プロフェショナルバージョ

ンをご参照下さい） 
 

 
 

5.4.4 What 

 Dangerous 
Contents 

実行形式ファイルや不完全なメッセージ文を含んだ内容 
 
デフォルトでは、一般的によく知られた危険な添付ファイルのリストが含ま

れています。 
 

 Images 様々な種類のグラフィックファイル。 
 

 Multimedia オーディオ、ビデオファイル。 
 

 Office File マイクロソフト・オフィースの共通ファイル。 
 

 Spam スパムと思われるメール。 
 
Spam Filter Settings 
 
Spam Level: ５ (デフォルト) 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： デフォルトのレベルで開始します。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 Virus ウイルスに感染したメール。 
 

 Custom 次の項目によるオブジェクトでカスタマイズできます。 
 
Add Spam Filter 
特定のスパムレベルを定義 
Add Virus Filter 
検知されたウイルス 
 
Add ContentType Filter 
添付ファイル一致（例えば、イメージ、ビデオ等） 
 
Add Archove Filter 
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アーカイブファイル内でコンテンツタイプ（添付ファイル）が一致 
(例えば、zipファイルに.exe実行ファイルが含まれていた場合等) 
 
Add match Fileld 
メールヘッダー内で一致（例えば、Subject:,  From:,等） 
 
Add Match Filename 
ファイル名に一致（例えば、*.exe、*.bat 等） 
 

 
 

5.4.5 When 

 Office Hours Usual Office hours 通常のオフィース時間 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考： 全日で有効（７日/週） 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 
 
 

5.5 管理 

 5.5.1 サーバー 

 Service 現在実行中のサービスが表示されています。 
必要があれば、ここよりProxmoxの再起動やシャットダウンができます。 
 

 Updates Proxmoxのサービスパックを更新する（必要時） 
http://www.proxmox.com/ で可能なアップデートがあるかをご確認下さい。
 

 
 

5.5.2 統計情報 

このページではProxmoxメールゲートウエイ上における、電子メールのトラフィックに関する統計情報が表示

されています。 
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5.5.3 検疫 

スパム、ウイルスの検疫を管理します。 
1. 次のグローバル設定の状況を調べます。 

 Configuration/Spam detecter/Quarantine 
 Configration/Virus detection/Quarantine 
 ハードウエアディスク装置の空きエリア状況 
 

2. スパムやウイルスルールを、アクションオブジェクト「Quarantine」で活性化あるいは変更を行う。 
 

 Spam Status 
検疫に関する統計情報を表示します。 
 
Archive 
メールアドレスを指定する事で、該当ユーザーの検疫セクションにアクセス

できます。 
 
Blacklist 
パーソナルブラックリストの閲覧と修正。 
 
Whitelist 
パーソナルホワイトリストの閲覧と修正。 
 

 Virus Status 
検疫に関する統計情報を表示します。 
 
Archive 
メールアドレスを指定する事で、該当ユーザーの検疫セクションにアクセス

できます。 
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図5-5-3-1 スパムメールの検疫を見る 
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図5-5-3-2 検疫されたメールのスパム情報 
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図5-5-3-3 フィッシングメール検疫 
 

 

5.5.4 ログとメッセージトラッキング 

このページでは、メールログ、グレーリストログをリアルタイムで見る事ができます。 
 

5.5.4.1 リアルタイム 

リアルタイムシスログでは、 新のの１００行のログを閲覧できます。また、特定の検索文字を入力する事に

よって、ログより特定の内容を検索する事も可能です。 
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図5-5-4-1 リアルタイムログ 

 

5.5.4.2 メッセージ・トラッキングセンター 

メッセージ・トラッキングセンターページでは、電子メールのトラフィック状況が確認でき、更に検索機能に

よって、必要な項目やサービス内容のみを簡単に探し出す事ができます。 
 
全てのログはファイルは、 新の７日間が表示されており、機能的なアルゴリズムで要約されています。 
メッセージ・トラッキングセンターは高速表示可能なパワフルな機能であり、proxmoxサイトでは100万/１日

をトラッキングセンターで処理可能な事がテストされてます。 
 
ログファイルには以下の内容が表示されています。 
 
 到達したメールの状況 
 Proxmoxフィルター処理結果 
 内部メールサーバーとのやり取り 
 終配信の状況 

 
状況の説明 

状況 説明 
Accept/deliverd メールの受信、フィルターおよび内部メールサーバーへの中継完了情報。 
Accepted/deferred メールの受信、フィルター、しかし配信されなかった状況（再配信状況） 
Accepted/bounced メールの受信、フィルター、しかし中継先の内部メールサーバで受付ができ

なくバウンスされた状況（例えば、不明ユーザー宛メール） 
Quarantine メール受信、フィルター後Proxmoxの検疫エリアに隔離された。 
Blocked メールが到着したが、フィルタールールでブロックされた。 
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rejected SMTPレベルでメールを拒否した（例えば、送信クライアントIPがRBLにリ

ストされていた場合等） 
Graylisted SMTPレベルでグレーリストにリストされた。 
Queued/delivered Proxmoxからの内部メール配信状況（例えば、デイリースパムレポート、ワ

ーニング、管理者向けレポート、BCCメール等） 
Queued/deferred Proxmoxからの内部メール、しかし配信されなかった状況。 
Queued/bounced Proxmoxからの内部メール、しかし中継メールサーバで受け取れなかった（例

えば、不明ユーザー宛） 
 
 

 
 

図5-5-4-2-1 メッセージトラッキングセンター 
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図5-5-4-2-2 メッセージトラッキングセンター（RBL-Spamhause.org） 
 

 

5.5.4.3 グレーリストログ 

グレーリストのログを表示。メッセージトラッキングセンターの検索機能で使用します。 
 
 

5.5.5 キュー 

 Mail Display the mail queue 
 
キュー内容をフラッシュ、削除できます。受信ドメインをクリックすると、

該当キュー内容の詳細が表示されます。 
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第６章 LDAP組み込み（プロフェッショナルバージョン） 

メールゲートウエイは既存のLDAPサーバに対してユーザー、グループおよび電子メールアドレスを問い合わ

せる事ができます。Proxmox は独自の方法でLDAPデータをキャッシュします。ですので、LDAPデータは常

に有効であり、仮にLDAPサーバがダウンしていても、LDAP問い合わせ処理は停止する事はありません。 
 
LDAP階層は複合化可能であり、１サーバ以上という構成もよく使用されています。Proxmox は複数のLDAP
プロファイルを持つことで、このような構造基盤がサポートされます。各プロファイルは、自身の設定と、選

択されたプロファイル、あるいは単純に全てのプロファイルに問い合わせできます。LDAP問い合わせは、ロ

ーカルキャッシュが使用されるので、たとえ複数のサーバーに問い合わせたとしても極めて高速となります。 
 
初にルールシステムの内側のLDAP問い合わせに使用するため、１つあるいは、それ以上のLDAPプロファイ

ルの生成が必要です。 
 
ProxmoxはマイクロソフトWondows 2000および2003サーバー・アクティブディレクトリー（Exchange2000
および、Exchange2003）をサポートします。 
 

6.1 新しいLDAPプロファイルの作成 

LDAPプロファイルは、Configration/System/LDAP ページより作成できます。メニュー上の「Create new 
LDAP Profile」を選択して下さい。 
 

 
 

図6-1 LDAPサーバー設定（プロファイル生成） 
 
初に、プロファイル名が必要です。プロファイル名は英数字、アンダーライン、スペースを含ませてもかま

いません。他の文字は使用できません。 妥当な名前付けはとしては、ドメイン名をアンダーラインで分離し

たような形、例えばexsample.com であれば、exsample_com 等がよろしいでしょう。 
 
次にLDAPサーバーのIPアドレスを追加します。バックアップ/ファールバックサーバーがある場合には、２番

目のLDAPサーバーも追加することもできます。２番目のサーバーは 初のサーバーに不具合がある場合に使

用されます。 
 
Proxmoxのデフォルト(現状)では、暗号化されていないLDAPプロトコルを使用していますが、セキュリティー

上LDAPSの使用が望まれます。LDAPS（Secure LDAP）が使用可能になった場合には、LDAPSを使うように

して下さい。 
 

後に要求される設定としては、LDAPサーバに接続する為のユーザー名とパスワードです。ユーザー名は他

の誰もがアクセスしないような、特権のないユーザー名を推奨します。アクティブディレクトリーのユーザー

名は「ドメイン¥ユーザー」あるいは、「ユーザー名＠ドメイン」というような電子メールスタイルが使用さ

れます。 
 
厳密に要求されるわけではありませんが、LDAP BaseDNを指定することを推奨しています。 
 
「Save」をクリックし完了させてください。 
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図6-1-1 LDAPサーバー設定―プロファイル２の生成 
 
ProxmoxはこれでLDAPサーバーに問い合わせ開始します。問い合わせが成功すると、見つかったユーザー、

グループ数および電子メールアドレスが表示されます。 
 

 
 

図6-1-2 LDAPサーバー設定―３つのプロファイル 
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6.2 LDAP問い合わせ 

オブジェクト指向のルールシステム LDAPベース「Who – objects」が有効になります。これらは２つの異な

った種類のLDAPオブジェクト： 
 
 LDAP user 
特定のLDAPユーザーに属する電子メールアドレスをテストできます。（１つのLDAPユーザーは１つ以上の

電子メールアドレスを持てます） 
 
 LDAP group 
特定のLDAPグループに属する電子メールアドレスをテストできます。 

 
 

両方のオブジェクトはLDAPプロファイルを参照します。特定のサーバーに問い合わせ可能となります。 
 
LDAPグループオブジェクトは、２つの追加セクションを持っています（「Existing Users」と「Unknown Users」）。 
これらのオブジェクトは、ユーザー（電子メールアドレス）が存在するか、しないかを調べるのに使用されま

す。 
 
 

6.3 サンプルLDAPルール 

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

  備考：ルール例については、Proxmoxメールゲートウエイ設置ガイドをご参照下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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第7章 サンプルメールサーバー設定（送信メール） 

Proxmoxメールゲートウエイのデフォルトでは、受信用にポート25番、送信用にポート26番が使用されていま

す。 
 
送信メール： 
内部メールサーバーにおいて、全ての送信メールをProxmoxメールゲートウエイのポート26番を使用するよう

に設定します。 
 
受信メール： 
第３章-2「ファイアーウオール設定」をご参照下さい。 
 
 

7.1 Microsoft Exchange 2000/2003用設定 

Exchange 2000/2003において、送信用ポートとしてTCP26番を使用するように設定します。 
 

 
図7-1-1 Exchane2003: SMTPアウトバンドコネクション・ポート設定 
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図7-2 Exchange 2003: Smarthost設定 

 
 

7.2 Exchange 5.5用設定 

我々の調査において、Exchange5.5では送信用ポートとしてTCP26番を使用できません。常にTCP25番が使用さ

れます（ソースコード内で固定されている為）。またレジストリーキーもなく、出力ポートを変更することも

できません。 
 
対処： 
Proxmoxのデフォルト設定では、受信にTCP25番、送信にTCP26番が使用されています。 
Exchange5.5では送信にTCP26番を使用することができない為、Proxmox側でこれらのポートを切り替え（受信

26番、送信25）て使用する必要があります。 
 
この場合、ファイアーウオール側で受信メールをTCP25番で受けて、TCP26番にポートフォワードさせるよう

に設定変更します。Proxmox側では受信TCP26、送信TCP25に切り替えておきます。 
 
 
 

7.3 Postfix用設定 

ちょうどPostfixのmain.cfファイルに「default_transport」エントリーを追加するようにします。例えば、Proxmox
のIPアドレスが1.2.3.4 であったとすれば、 
 
default_transport = smtp:1.2.3.4:26   の１行を追加します。 
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第8章 ルール例 

Proxmox は電子メールの扱いにパワフルなルールが使われています。（デフォルトで有効） 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ルール例については、Proxmoxメールゲートウエイ設置ガイドをご参照下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 37 - 

Proxmoxメールゲートウエイ管理者ガイド 

 

第9章 冗長化サーバーと負荷分散 

通常のメール配信プロセスにおいて、DNSメールエクスチェンジ（MX）レコードを用いて宛先ホスト(メール

サーバー)を限定します。MXレコードは、電子メールアドレスに含まれる宛先ドメインを知らせるものです。 
また、単一ドメインに対して優先度の異なる複数のMXレコードを持つ事もできます。例えば、我々の場合、 
 
;; ANSWERL SECTION: 
proxmox.com.  22879 IN MX 10   mail.proxmox.com. 
 
;; ADDITIONAL SECTION: 
mail.roxmox.com.  22879 IN A   213.129.239.114 
 
この例では、ドメイン名proxmox.com のMXレコードはmail.proxmox.comを指定しています。Digコマンドは

自動的に対応するアドレスレコードを表示させています。（存在する場合ではあるが、我々の場合においては

213.129.239.114を表示させます）この場合も優先度は10となっています。 
 
 

9.1 バックアップMXを使用したホットスタンバイ 

多くの人々は２つの冗長用のメールプロキシーを持ちたがらないので、ISPのメールサーバを予備用メールプ

ロキシーサーバーとして使用しています。これはISPのメールサーバを低優先度100としてMXレコードに追加

すれば簡単に構築できます。下記の例で、 
 
proxmox.com.  22879 IN MX 100   mail.provider.tld. 
 
プロバイダー側では、proxmox.com宛のメールを全てproxmox.com に中継させるようにします。 
 
このように設定されておれば、MX10のメールサーバーに不具合があった場合にでも、メールが受

信できなくなる事はありません。 
 
 

9.2 MXレコードを用いた負荷分散 

前節のような使用方法は、ISP側のメールサーバーがスパム防止の新しいテクニック（例えばグレーリスト）

を使用しているとも限らないので、常に良い方法とは限りません。上記のような場合ではスパムをブロックし

てくれる確率が低いからです。 
 
どうしても冗長化が必要という場合には、MXレコードを使ったハイパフォーマンス負荷分散型クラスターが

簡単に設定できます。 
MXレコードを同じ優先度にして負荷分散型を構築します。 
 
初に、少なくとも２台のproxmoxメールゲートウエイを準備しクラスター（第10章 Proxmox HAクラスター

をご参照下さい）として設定します。各Proxmoxクラスターは独自のIPアドレスを持たせます。 
 
例えば次のようにDNSを設定します： 
 
mail1.exsample.com. 22879 IN A 1.2.3.4 
mail2.exsample.com. 22879 IN A  1.2.3.5 
 
 
これらのホスト情報のDNSの逆引き設定をしておく事を推奨します。多くのメールサーバーでは有

効なPTRレコードが存在しない場合に拒否する場合があるためです。 
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下記のようにMXレコードを設定します。 
 
exsample.com.  22879 IN MX 10 mail1.exsample.com. 
exsample.com.  22879 IN MX 10 mail2.exsample.com. 
 
この状態で、双方のメールサーバは負荷分散型のDNSラウンドロビンスケジュールに従いメールを

受信できるようになります。また、１つのサーバが不具合でもメールは受信できます。 
 
 

9.3 別の方法 

9.3.1 複数のアドレスレコード 

多くのドメインを扱う場合には、時折、いくつかのDNS MXレコードを持つのは良くない場合があります。 
この場合、１つのドメインに対し１MXレコードとし、Aレコードを複数にします： 
 
 
exsample.com.  22879 IN MX 10 mail.exsample.com. 
exsample.com.  22879 IN A 1.2.3.4 
exsample.com.  22879 IN A 1.2.3.5 
 
 

9.3.2 ファイアーウオール機能を使う 

多くのファイアーウオールでは、DNATを用いたRR-Scheduling（ラウンドロビン）のような機能を使います。

詳しくはファイアーウオールの説明書をご参照下さい。 
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第10章 Proxmox HAクラスター 

現在、ビジネスの世界では通信手段としての電子メールが非常に重要になっています。電子メールシステムに

支障があると、連絡網が一時的に途絶える結果となる可能性さえあります。Proxmox HAクラスターは、この

ような場合に有用となるように設計されています。 
 
Proxmox HAクラスターには、マスターとスレーブノード（ 小１ノード）が含まれています。 初にマスタ

ーを設定しておきます。設定項目とデーターは、全てのクラスターでVPNトンネル経由で同期されます。これ

は次の利点をもたらします。 
 
 集中管設定管理 
 全冗長化データーストレージ 
 高信頼性 
 高性能 
 

我々は独自のアプリケーションレベルクラスタリングスキームを用い、極めてよいパフォーマンスを引き出し

ています。クラスターシステムの管理は、可能な限り容易に設定できるように考慮されています。 
 
クラスター設定は１分以内に完了可能で、ノードの障害時において何の操作なく、自動的に再組み込み可能と

なっています。 
 

 
図10 Proxmox HAクラスター 
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10.1 必要なハードウエア 

特別特殊なハードウエアは必要ありません。ハードディスク装置はハードウエアRaid構成の、一般的な高速サ

ーバーを推奨します。 
 

10.2 要求されるライセンス 

クラスターノードの各ホストは、クラスターライセンスファイルを必要とします。ノードを追加する前に、ク

ラスタターライセンスをセットしておいて下さい。 
 
 

10.3 負荷分散 

メールトラフィックをノードに分散（負荷分散）させたい場合、第９章で説明されているメカニズムを使用で

きます。 
 
常に必要なメカニズムではありませんが、単一ノードによるSMTPトラフィックを処理する場合に比較して、

それほど高額なものではありません。セカンドノードは、検疫ホスト（Webインターフェイスを使った、ユー

ザ検疫管理）としての使用も可能です。 
 
 

10.4 クラスター管理 

クラスター管理は、「proxca」と呼ばれるシングルコマンドライン・ユーティリティーが用いられます。 
従って、クラスター設定の管理にはSSHでログインする事になります。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ノードをクラスターに追加するに前に、IPアドレスの設定を行わなければなりません。IPアド

レス、ネットマスク、ゲートウエイアドレスおよびホスト名で、これらは後で変更できません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

10.4.1 クラスターの生成 

いくらかの既存Proxmoxホストからクラスターを生成できます。全てのデータは保存されます。 
 
 クラスターライセンスをアップロードする。 
 IPアドレス設定（IP/MASK/GATEWAY/HOSTNAME）を注意深く行う。（後で変更不可） 
 実行： proxca –c 

 
 

10.4.2 クラスター状態のリスト 

実行： proxca –l 
 
 

10.4.3 クラスターノードの追加 

クラスター（結合）としてノードの追加を行う時、ノード上の全てのデータは削除されます。マスターから全
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てのクラスタデーターが初期化されます（クラスタ側）。 
 
 クラスターライセンスをノードにアップロードする。 
 IPアドレス設定を注意深く行う。 
 実行（新しいノード上）： proxca –a –h $MASTERIP 

 
マスターホストのrootパスワードが必要です。 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  注意：ノードの初期化は全てのデーターベースを削除しますので、停止させデータベースにアクセス

しているすべてのサービスを再起動させます。ですので、既にアクティブになりメールを受信しているノ

ードは追加させないで下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
新しいノードは、マスターからの全てのデーターの同期が必要なので、クラスタの結合に数分かかってしまい

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

  備考：新しいノードが結合された時、他のノードからの既存する検疫項目は、新しいノードと同期さ

れません。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 

10.4.4 ノードの削除 

実行（マスター上）： proxca –d CID 
 
CID（クラスターID）はproxca –l で表示される独自のIDです。 
 
 

10.5 障害時の復旧 

全てのクラスターノードではRAIDシステムを使用することを強く推奨します。多くの障害のケースとしては、

ボードハードウエア、ハードディスク装置を交換せねばならない場合があります。Proxmoxメールゲートウエ

イは、クラスタリングアルゴリズムを使用して同期が取られていますので、ノードを交換し再起動しなければ

なりません。全ての作業ユーザーが意識せずに復旧する事が望ましいので、少なくとの障害率の高いハードデ

ィスク装置はRAIDのような自動復旧されるものが好ましい。 
 
 
次のシナリオは、ハードディスク障害でデータを失った場合における時のみ適用されます。 
 

10.5.1 単一ノード障害 

 マスター上で障害のあるノードを削除：  proxca –d CID 
 新しいノードを追加（再結合）：   proxca –a –h $MASTERIP 
 

 

10.5.2 マスターの障害 

 他のノードを強制的にマスターにする：  proxca –m 
 マスターが変わったのを他のノードに伝える： proxca –s –h $MASTERIP 
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10.5.3 全てのクラスター障害 

 バックアップのリストアー（クラスター、ノード情報はリストアされません。マスターとノードを再

構成しなければならない） 
 マスターになった事を通知する：   proxca –c 
 新しいノードを追加する：    proxca –a –h $MASTERIP 
 
 

 
 
 

11 トラブルシューティングとテクニカルサポート 

販売代理店に連絡してください。 
 
電子メールサポート： pmx-support@jtc-tc.jp 
 
 

11.1 コンソールログイン 

アドバンスユーザーは、コンソールあるいはSSHでProxmoxにログインできます。（通常のオペレーションで

は許可されていませんが、必ずしも必要ではありません） 
 
デフォルトユーザー： root 
パスワード：  admin（Web管理画面と同じです） 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：rootのパスワードは、必ず変更しておいて下さい。また、コンソールを使用して設定の変更は

推奨できません。  
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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第１３章 付録 

13.1 ルールシステムで使用可能なマクロ 

アクションオブジェクトにおける大部分のフィールドで使用できるマクロ。この方法によって、オリジナルメ

ール内に含まれるデーターより、エンベロープセンダーやレシーブアドレス、またはウイルスやスパム情報を

付加したりすることができます。現在、次のマクロが定義されています。 
 

マクロ 説明 
__SENDER__ （エンベロープ）送信者メールアドレス 
__RECIEVER__ （エンベロープ）受信者メールアドレス 
__ADMIN__ 管理者の電子メールアドレス 
__TARGETS__ ルールによって一致した受信者のサブセット 
__SUBJECT__ メッセージのサブジェクト 
__MSGID__ メッセージID 
__RULE__ 一致したルール名 
__RULE_INFO__ 一致したルールの追加情報 
__VIRUS_INFO_ 検知されたウイルスの追加情報 
__SPAMLEVEL__ 計算されたスパムレベル 
__SPAM_INFO__ メッセージが何故スパムなのかの追加情報 
__SENDER_IP__ 送信ホストのIPアドレス 
__VERSION__ 現在のソフトウエアバージョン（Proxmox mail gateway） 
__FILENAME__ 添付ファイル名 
__SPAMSTARS__ スパムスコアポイント（__SPAMLEVEL__）を連続した「*」文字数で表示 

 
 
簡単な例としては、「Modyfy Spam Subject」アクションでは、オリジナルメッセージのサブジェクトに

「SPAM」文字を追加します。この標準のアクションオブジェクトでは「Spam:__SUBJECT__」が設定され

ています。 
 

13.2 スパムアサシン固有の設定 

これはアドバンスユーザーのみが確認できます。Proxmoxスパムアサシンの設定変更/追加したい場合には、コ

ンソールからSSHでログインします。 /etc/mail/spamassasin/ に移動し、このディレクトリー内には、２つ

のファイル（init.preとlocal.cf）があります。これらのファイルは変更しないで下さい。特別な設定を追加した

い場合、新しいファイルを作成し名前を「custom.cf」として下さい（このディレクトリ内）。 これでカスタ

ムの設定が追加されます（スパムアサシンの構文をよく熟知している事！）。 
スパムアサシンについての詳細は、http://spamassassin.apache.org/ の情報を読んで下さい。 
 
例： メール本文に「joke」という文字列を検出（検出した場合、スパムスコアに5ポイント加算する）。 
 
ProxmoxにSSHでログイン後、 
/etc/mail/spamassassin/custom.cf ファイルをvi等のエディターで以下を追加します。 
 
body JOKE /joke/i 
describe JOKE Contains the word joke 
score JOKE 5 
 
proxproxを再起動させます。 
#  /etc/init.d/proxprox restart 
 
◎ルールに関しては、http://wiki.apache.org/spamassassin/WritingRules をご参照下さい。 
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13.3 デイリー・スパムレポートのカスタマイズ 

デイリー・スパムレポートはカスタマイズできます。レポートジェネレーターは、マクロに含まれる単純な

HTMLテンプレートを使用します。カスタマイズを有効にするには、このテンプレートを生成し、

/etc/proxmox/spamreport.tmpl としてコピーします。２つのテンプレート例が、

/var/lib/proxmox/templates/spamreport-verbose.tmpl または 

/var/lib/proxmox/templates/spamreport-short.tmpl として配置されています。これらのテンプレートは、デフォ

ルトスパムレポートの生成用として実際に使用されています。 
また、管理画面上では、カスタムレポートを使う為のWebインターフェイス上の「Custom」レポートスタイ

ルを選択する必要があります（Configration/Spam/Quarantine/ReportStyle）。 
 
次のマクロが現在定義されています。 
 

マクロ グローバル 説明 
__SENDER__ No （エンベロープ）送信者アドレス 
__RECIEVER__ No （エンベロープ）受信者アドレス 
__SUBJECT__ No メッセージのサブジェクト 
__FROM__ No Fromフィールド 
__DATE__ Yes 到着日時またはレポート日時 
__TIME__ No 到着時間 
__TICKET__ Yes 許可チケット 
__BYTES__ No メッセージサイズ 
__SPAMLEVEL__ No メッセージのスパムレベル 
__SPAMINFO__ No 何故スパムなのかの追加情報 
__PMAIL__ Yes 受信者のプライマリーメールアドレス 
__HREF__ No ビューメッセージのhref 
__WLHREF__ No ホワイトリスト送信者のhref 
__BLHREF__ No ブラックリスト送信者のhref 
__DELETEHREF__ No 削除メッセージのhref 
__DELIVERHREF__ No 配信メッセージのhref 
__PROTCOL__ Yes 選択されたプロトコル（httpまたはhttps） 
__FQDN__ Yes 検疫ホストのFQDNドメイン名 
__HOSTNAME__ Yes 検疫ホスト「hostname」 
__DOMAIN__ Yes 検疫ホスト「domain」 
__ACTIONHREF__ Yes 各種アクションを実行するためのhref 
__MAILCOUNT__ Yes メールの数 
__MSG_XXXX___ Yes 標準レポート（各種言語に翻訳された）による標準メッセージ

 
詳細なレポートは、常に各メールについての情報が表示されています。 
 
テンプレートの内側は、全て＜!---start entry ---＞と＜!--- end entry ---＞の間のメールで繰り返されています。 
多くのマクロはこれらのマーク内のみで定義されています。但しグローバルマクロに関しては、これらの外側

で使用されます。 
 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：テンプレートは正しいhtml文でなければなりません。 適当なhtmlエディターを使用することで

簡単に編集する事ができます。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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13.4 正規表現を使う 

正規表現は、文字列の検索・置換を行なうときに利用されます。通常の文字と、メタキャラクタと呼ばれる特

別な意味を持った記号を組み合わせて表記されます。 
次は、Whoオブジェクトについて正規表現の構文を簡単に紹介しています。Perlを熟知されているようであれ

ば、理解が容易となります。 
 

13.4.1 単純な正規表現 

単純なフォームにおいて、正規表現は簡単に言葉や言葉使いを探し出せます。「Mail」は「Mail」に一致しま

す。検索は大文字/小文字を判別しますので、「MAIL」は「Mail」、「mail」に一致しません。 
 

13.4.2 メタキャラクター 

いくらかの文字は特殊な意味を持っています。これらの文字は「メタキャラクター」と呼ばれています。 
ピリオド「.」はメタキャラクターとしてよく使用されます。どのような文字があっても、１文字を正確に一致

させます。「e.mail」は「e-mail」または、「e-mail」、「e2mail」に一致しますが、「e-some-mail」には一

致しません。 
疑問詞「?」は、ある文字の直前に１文字がある、ない場合に一致します。「e?mail」は「email」または、「mail」
に一致しますが、「e-mail」には一致しません。 
その他の特殊文字としてアスタリスク「*」があります。これは、ある文字のすぐ左側に何文字かの文字があ

る場合、ない場合に一致します。「e*mail」は、「email」、「mail」、「eeemail」に一致します。 
 
プラス「+」メタキャラクターは、「*」と異なって、文字がない場合は一致しません。従って、「e+mail」は

「mail」と一致しません。 
 
メタキャラクタは複合で使用されます。ピリオドやアスタリスクを組み合わせることによって、次のような結

果が期待できます。これは空白文字を含んだいくらかの長さの任意の文字が検索できます。 
例えば、「.*company.*」は「company@domain.com」または、「company@domain.co.uk」、

「department.company@domain.com」に一致します。 
 
正規表現に関しての詳細は専門書をご参照下さい。 
 
 

13.5 ソフトウエアレイドの管理 

ソフトウエアレイドはUNIXコマンド「mdadm」で実現されます。詳細はmdadmのマンページをご参照下さい。 
 
RAIDステータスを見るには： 

>  mdadm  --detail  /dev/md0 
 
および 
   >  cat /proc/mdstat 
 
クラッシュ後、新しいディスクを追加する場合： 
（fdiskによって/dev/sdb2 が新しいディスクでパーティションが作成されている事を前提です） 
 

>   mdadm  --manage  /dev/md0  --add  /dev/sdb2 
 
完了すると、liloコマンドをタイプし、双方のハードディスク上にブート情報を再書き込みします。 
   >  lilo 
 
スワップパーティションを初期化するために： 
    >  mkswap /dev/sda1  （sda1がスワップという前提） 
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      >  mkswap /dev/sdb1  （sda1がスワップという前提） 
  >  swapon –a 

 
後にマシンを再起動し、全てのサービスが立ち上がっているかを確かめてください。 

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

  注意：ソフトウエアレイドの障害における、ハードディスク交換は容易ではありません。ソフトウエ

アレイドに関して構成/復旧法を熟知されている場合を省き、ハードウエアレイドのご使用を推奨します。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 

13.6 バックアップについて 

13.6.1 計画バックアップ 

 
計画バックアップは、FTPサーバーやWindows共有フォルダーに、設定やデータをバックアップする設定がで

きます。古いバックアップファイルは自動的に削除されます。 
 
次のデータが計画バックアップで保存されます： 
 
 システム設定 
 ルール設定 
 データーベース統計情報 
 ライセンス 
 

ログファイルと検疫された電子メールはバックアップされません。バックアップデータは（前）同一ライセン

ス形態バージョンのProxmoxのみに復旧できます。 
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図13-6 計画バックアップ： Windows共有フォルダー 

 
 

13.6.2 コンソール経由のバックアップ 

コマンドラインユーティリティ「proxbackup」によって統計情報を含んだ、全データベースのバックアップが

できます。 
 
  > proxbackup  -s  full-backup.tgz 
 
詳細に関してはマンページをご参照下さい。 
 
 

13.6.3 Bacula クライアント（http://www.bacula.org） 

Baculaはオープンソースのネットワークベース・バックアップソリューションです。このBaculaクライアント

を使用し、全データのバックアップもできます。 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：Baculaクライアントを使用する場合には、特別なbaculaサーバーが必要です。Proxmoxには含ま

れていません。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
詳細は、上記のURLをご参照下さい。 
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13.7 Kasperskyアンチウイルスの組み込み 

Proxmox はオプションとしてKaspersky AVエンジンをサポートしています。詳細は販売代理店にお問い合わ

せ下さい。 
 

13.8 SSL認証 

管理画面にアクセスする場合、httpsプロトコルが使用されています。デフォルト認証は自己認証のために常に

ワーニングが表示されます。このワーニングは正規の認証証明を購入、設定する事によって無効にすることが

できます。 
 
ProxmoxにSSHでログイン： 

 > openssl req –newkey rsa:1024 –nodes –keyout key.pem –out req.pem 
 
次の内容が画面に表示されます： 

 
図13.8 

 
認証リクエストを全て書き込むと、req.pemをCA（認証局）に申請してください。CA局から貴社用の認証証

明書（BASE64エンコード化）が発行されます。このファイルを「cert.pem」としてProxmoxに取り込みます。 
 
新しい認証の証明書を有効にするには、次のステップで行います： 
 
     > cat key.pem > /etc/apache2/apache.pem 
     > /etc/init.d/apache2 restart 
 
ブラウザ上で新しい証明書が聞き込まれたかをテストして下さい。 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：Proxmoxに証明ファイルを転送する場合、セキュリティコピーを使用できます。Linuxであれば、

「scp」、WindowsPCであれば「WinSCP」（http://winscp.net/）をご使用下さい。 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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13.9 ポートスキャン 

 
Nmapは大規模なネットワーク上のホストが立ち上がってるか、どのポートが開かれているかを調べる為のツ

ールです。Nmapを用いて、貴社のファイアーウオールをテストすることができます。 
 
例ではRazorとDCCで使用されるポートの検査が行われます。 
 
テストRAZORポート（tcp2703）： nmap –p0 –sS –p 2703 c101.cloudmark.com 
 
Nmapに関しての詳細は、マンページをご参照下さい。 
 
 
 
 
           以上 
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