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1 SpamTitan Gateway 

この章では SpamTitan Gateway の概略について説明されています。 

 

SpamTitan Gateway の概略 

SpamTitan Gateway は、現在電子メール基盤において最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 Gateway 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。 

 

メールモニタリング機能は、SpamTitan Gateway 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。 

 

製品ラインアップ 

SpamTitan Gateway には３種類の製品があります。 

 

１、 SpamTitan Gateway（オンプレミス） 

・ OS 不用のソフトウエアアプライアンス(ISO イメージ、VMware イメージ) 

・ ハードウエアアプライアンス（BlueVault SpamTitan Gateway） 

・ 最小 50 ユーザー、最大無制限ユーザー 

・ シングルノードシステム 

・ ２ノード HA クラスシステム（ノード追加可能） 

・ 1/2/3 年契約 

 

２、 SpamTitan Private Cloud （クラウドサービス） 

・ 運用開始まで数分 

・ OS、ハードウエア、ソフトウエア不用 

・ 専用クラウドサービス（2 ノード HA クラスタ） 

・ 最小 1000 ユーザー、最大無制限ユーザー 

・ 1/2/3 年契約 

 

３、 SpamTitan Gateway Cloud （クラウドサービス） 

・ 運用開始まで数分 

・ OS、ハードウエア、ソフトウエア不用 

・ 共有クラウドサービス（オンプレミスやプライベートクラウドに対して機能制限あり） 
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・ 最小 50 ユーザー、最大 1000 ユーザー 

・ 1/2/3 年契約 

 

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

  備考：本ガイドは SpamTitan Gateway オンプレミス、プライベートクラウド製品に適用するもので、共有

クラウドサービス製品に関しては「SpamTitan Gateway Cloud 設定ガイド」をご参照ください。 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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2 セットアップとインストレーション 

この章では、SpamTitan Gateway 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 Gateway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。 

 

インストレーション計画 

SpamTitan Gateway は通常ファイアーウオールとメールサーバーの間に設置します。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 Gateway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 Gateway サーバーに新しい MX レコードを割り当てる場合には、

セカンダリ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 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。 

 

 
 

セットアップの準備 

貴社の環境において SpamTitan Gateway 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 Gateway 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 Gateway 

サーバー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 Gateway のウエブイン

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 Gateway の IP アドレス> 
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システム必要条件 

SpamTitan Gateway オンプレミス製品を稼動させるためのハードウエア最小システム 

＜500 ユーザー ＜1000 ユーザー ＜5000 ユーザー ＞5000 ユーザー 

Intel-Pentium4® 

Processor with 2.5GHz

（または同等品） 

仮想サーバ： 

vCPU-1 個以上 

Intel-Xeon® Processor 

with 2.5GHz（または同等

品） 

仮想サーバ： 

vCPU-2 個以上 

Intel-Xeon® Dual Core 

Processor with 3GHz（ま

たは同等品） 

仮想サーバ： 

vCPU-4 個以上 

弊社へご連絡ください。 

2GB RAM 4GB RAM 8GB RAM  

HDD 80GB 以上 HDD 120GB 以上 HDD ２50GB 以上  

1～2Network I/F 1～2Network I/F 1～2Network I/F  

※クリーンメールアーカイブ機能をご使用される場合には、より大きなサイズの HDD をご使用ください。 

 

SpamTitan Gateway のグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) 

SpamTitan Gateway 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 Gateway 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上変更しておくべきです。 
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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 Gateway 

システムのステータス一覧を表示するものです。 

 

 
 

  （注：本ダッシュボードは V6.0.3 です。バージョンにより画面は多少異なっています。） 

システム設定の準備 

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。 
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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 Gateway 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：SpamTitan Gateway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 Gateway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」をご参照ください。 

メールリレー設定 

 

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 Gateway 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、”最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。 

 

システム設定＞メールリレー のドメインセクションで、SpamTitan Gateway サーバー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ーの 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 Gateway サーバー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 Gateway 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 Gateway からのテストメールを受け取るでしょう。 

 

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 Gateway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。 
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ドメイン管理、受信者認証等に関しての詳細は「メールリレー：Relay Settings」（第 3 章）をご参照ください。 

 

これまでの設定手順で、SpamTitan Gateway サーバーでメールを受信する為の最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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3 システム設定 

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。 

ライセンス  

SpamTitan Gatewayのライセンスを設定するには、SpamTitan Gateway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。 
 

 
 

 

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。 

 

ネットワーク設定 

この節では SpamTitan Gateway 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。 

ネットワーク設定を開始するには、システム設定>ネットワークタグにアクセスします。 

 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 12 - 

 
 

ネットワーク設定ウインドウでは IP CONFIGRATION、DNS 設定、HTTP プロキシー、スタティックルート、

PORT FORWARDING、ALIAS IP ADDRESSES、Outbound Delivery Pools および IPV6 に関する設定を行い

ます。 
 

IP CONFIGRATION 

 

SpamTitan Gatewayに搭載されているネットワークインターフェイスが「名称」にリストされていますので、オプシ

ョン欄の アイコンをクリックして、IP アドレス、サブネットマスク、コメント等を設定してください。 
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設定項目： 

設定 説明 

IP Address このインターフェイスの IP アドレス 

Netmask サブネットマスク 

MTU インターフェイスの最大転送ユニット。通常デフォルトでは 1500 バイトであるが、イン

ターフェイスによって変更する必要がある場合、適切な値を入力しておく。 

IP Delivery Pool このインターフェイスに IP Delivery Pool 定義があるとすれば選択する。 

HELO/EHLO この SpamTitan Gateway のホスト名と DNS 逆引きレコードの一致に関して SMTP セ

ッション初期の会話でホスト名と IPアドレス一致が重要であり、一致してしていなけれ

ば SMTP コネクションが拒否される場合があります。 

IP Delivery Pool を使っている場合には値に一致させるようにホスト名を記述してお

く。 

コメント 備考 

 

複数のインターフェイスが装備されている場合は複数の NIC が表示されていますので、適便設定しておきま

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 Gateway 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。 

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

 
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。 

 

システム設定>ネットワーク>DNS 設定ページで DNS 情報の設定をする事ができます。 
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次の表は DNS 設定についての設定項目詳細です。 

項目 説明 

ドメイン この SpamTitan Gateway 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 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。 

備考：SpamTitan Gateway 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。 

備考： 

IPv6 アドレスで DNS サーバの指定も可能。 

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 SpamTitan Gateway 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。 

 

HTTP プロキシー 

 

SpamTitan Gateway 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。 

 

 
 

スタティックルート 

 

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。 

 

システム設定＞ネットワーク＞ スタティックルートぺージでルーティング情報の追加ができます。 
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ルート情報の追加は「追加」ボタンクリックで、 

 

  [-net | -host]  宛先 ゲートウエイ [netmask] 

 

宛先タイプ（ネットワーク・ホスト）、宛先（ネットワーク・ホスト）、ネットマスク、ゲートウエイ IP アドレス等を入力。

有効にするには「アクティブ」をレ点で選択しておきます。 

 

例： 

128.32 は - host 128.0.0.32 

128.32.130 は - host 128.32.0.130 

-net 128.32 は 128.32.0.0 

-net 128.32.130 は 128.32.130.0 

192.168.64/20 は - net 192.168.64 - netmask 255.255.240.0 

として解釈されます。 

 

PORT FORWARDING 

 

SpamTitan Gatewayのソースポートフィールドに未使用のTCPポートを指定し、別の宛先サーバー：ポートにリ

ダイレクトする機能です。 

 

 
 

「追加」ボタンクリックで、 
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Sorce Port：SpamTitan Gateway サーバで未使用の TCP ポート番号を指定。 

Destination IP：パケットを転送する宛先サーバーの IP アドレスを指定。 

Destination Port：宛先サーバの TCP ポート番号 

 

リスト上の情報を編集するには アイコン、削除したい場合には、 アイコンをクリックして下さい。 

 

ALIAS IP ADDRESSES 

 

SpamTitan Gateway アプライアンスサーバに搭載されている各々のネットワークインターフェイスに、複数の IP

アドレス（IP エリアス）が設定できます。 

各インターフェイスに追加の IP アドレスが設定できる事により、ネットワークアドレスが変更になった場合にお

いてもパケットを受ける事ができる便利な機能です。また、この機能は IP Delivery Poolにより配信されるアドレ

ス(mail from)にも使用されます。 

 

 
 

エリアス IP を追加したい場合、「追加」ボタンをクリックします。 
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各入力項目： 

項目 説明 

IP/Network 追加 IP アドレスを入力（192.168.1.100 のように入力します。/24 等のサブネットセグメン

ト指定は不必要です。自動的に/32 となります。） 

 

備考： 

最初（元）の IP アドレスと同一セグメントの場合、ネットマスクは最初の IP アドレスのネット

マ ス ク に 矛 盾 し な い ネ ッ ト マ ス ク で な け れ ば な ら な い の で 、 自 動的 に

/32(255.255.255.255)となります。 

 

例：1stネットワークアドレス 192.168.101.249  netmask  255.255.255.0 

    2ndネットワークアドレス 192.168.101.247 netmask 255.255.255.255 

Address Type IPv4 か IPv6 を選択。 

Physical 

Interface 

SpamTitan Gateway アプライアンスサーバに搭載されているネットワーク I/F 

 

IP-Delivery Pool このエリアス IP の mail from の IP として Pool に登録された IP を使用したい場合、Pool

を選択。 

システム設定>ネットワーク>AliasIP アドレスタブで設定できます。 

Comment コメント 

 

 

 

Outbound Delivery Pools （IP アドレスデリバリープール） 

 

SpamTitan Gateway を送信用として使用する場合、宛先メールアドレス（ドメイン）の MX レコード宛に、

SpamTitan Gateway のプライマリ IP アドレス（SpamTitan Gateway の受信用 IP アドレスと兼用）を使いメッセー

ジの送信を行いますが、一部の顧客様では、インバウンドデリバリーIPアドレス（SpamTitan Gatewayの IPアド

レス）とは別の送信用 IP アドレスを使用したいと考えています。 

 

例えば、SpamTitan Gatewayのプライマリ IPアドレスが仮に RBLサイトに登録されてしまった場合（例えば、内

部のサーバがスパム発信するような状況において）等のリスクを最小限にするため、ユーザ（一般的には ISP）

は、送信メールのため IP アドレスデリバリープールに登録されたランダム IP アドレスから送信する事ができま

す。 
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また、IP アドレスデリバリープールは、メールリレーの設定において、定義されたドメイン別に SpamTitan 

Gateway を送信に使用する場合における IP アドレスが使えます。 

（SpamTitan Gateway を送信に使用する場合、メールリレー設定で定義されたドメイン別に、異なった送信 IP

アドレスが使える事ができます） 

 

 

 
 

IP デリバリープールを有効にするには、有効ボタンをクリックします。デフォルトでは、アウトバウンドメールは

デフォルトメールプールからランダムに選択します。 

 

IP デリバリープールを追加したい場合、「追加」ボタンをクリックします。 

 

 
 

IPデリバリープールの設定は、ネットワーク>IPアドレスデリバリープールタブで行います。こちらの画面ではプ

ールの名前のみを設定しておき、IP アドレス設定は、エリアス IP アドレスで行います。 

 

この SpamTitan Gateway のホスト名と DNS 逆引きレコードの一致に関して SMTP セッション初期の会話でホ

スト名と IP アドレス一致が重要であり、一致してしていなければ SMTP コネクションが拒否される場合がありま

す。 

IP Delivery Pool を使っている場合には値に一致させるようにホスト名を記述しておきます。 

 

デフォルトではすべての送信メールの送信元 IP は IP デリバリープールが有効な時には、Mail Pool が使用さ

れます。特定のインターナルリレードメインに対して別のデリバリープールを使用したい場合には、システム設

定＞メールリレー＞ドメインタブにおいて、ドロップダインメニューから特定の IP デリバリープールを指定してく

ださい。 

 

IPv6 
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システム設定＞ネットワークから IPv6 を選択します。 

 

 
 

IPv6ネットワークが有効な場合、スパムタイタンは IPv6ネットワーク上でメール送信・受信でき、メッセージはウ

イルスやスパム検査ができます。 

IPv6 を有効（ON）として、IPv6 アドレススタイルのデフォルトルータを指定します。 

SpamTitan Gatewayアプライアンスの IPv6 スタイルアドレスとしては、ALIAS-IPアドレスに IPv6 スタイルアドレ

ス情報を追加しておき、DNS 設定タブで IPv6-DNS サーバを定義してください。 

 

 

システムタイム 

SpamTitan Gateway サーバーはログイベントのタイムスタンプ時間と日付、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 Gateway サーバーの時間を設定します。日付、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。 

 

 
 

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 サーバー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 サーバー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。 

メールリレー：Relay Settings 

システム設定＞メールリレー>RelaySettings ページから SpamTitan Gateway メールリレードメイン、IP Contorls、

SENDER Controls、OUTBOUND、一般設定、SMTP CONTROLS、Graylisting、Advanced Routing、DKIMの
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設定を行ないます。 

 

 
 

ドメイン 

新しいドメインを追加する場合、「追加」ボタンをクリックします。 

 

 
 

この SpamTitan Gateway で受信するドメイン名、宛先メールサーバー、ポート番号および、ユーザ認証の有無

（および種類）をドロップダウンメニューから選択します。 

 

ドメイン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 Gateway 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。 

 

複数の宛先メールサーバーに対して、ファイルオーバー（障害対策）、あるいは

ラウンドロビン（負荷分散）を目的とすることができます。 

カンマ（,)で複数指定する場合は、ラウンドロビン機能として使用できます。 
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例： 192.168.1.10, 192.168.1.11  (2 台の負荷分散として) 

スペース( ）：スペースで複数指定する場合は、最初に指定するメールサーバ

をプライマリとして、次をセカンダリとして最初の宛先メールサーバの障害時に

使用できます。 

例：192.168.1.10 192.168.1.11 

 

両方の機能を同時に使用することはできません。 

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。 

MX ルックアップ有効 有効の場合、宛先サーバに MX レコードを参照しての配信を行う。宛先サーバ

ー名はドメイン名で記述しておきます。 

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、メールサーバーの設定によっ

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 Gateway 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 Gateway サーバーで直接拒否されます。 

 

SpamTitan Gateway 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ー、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 フィールド内で、認証サーバーの 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。 

 

受信者メールアドレスリストによる認証は、「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。 

 

「Specify Regular Expression」は受信者メールアドレスを正規表現によって指定

します。 

 

RBL チェック デフォルトでは、システム設定＞メールリレー＞IP コントロールページにおける

RBL 設定で定義されている RBL リストがすべてのドメインに適用されますが、特

定ドメインに対して RBLを無効とすることができます。（該当ドメインは RBL検査

をしない等） 
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IP Delivery Pool: IPデリバリープールは、SpamTitan Gatewayを送信サーバとして使用する場合、

送信元 IP アドレスを SpamTitan Gateway 自身のプライマリ IP アドレス（受信用

IPアドレス）以外の、別の IPアドレス（登録された IPデリバリープール）を使用し

て送信がすることができます。 

デフォルトでは Main Pool（SpamTitan Gateway 自身の IP アドレス）。 

ドメイングループ ドメイングループ（アンチスパムエンジン＞Domain Groups で定義） 

が使用されている場合、Domain group フィールドが表示されています。少なくと

も１つのドメイングループが存在すると表示されます。このフィールドは入力候

補の補完機能で入力可能です。（ドメイングループで定義されているグループ

名の自動表示から選択可能） 

ドメイングループに配属されているドメインであれば、そのドメイングループ管理

者はグループの検疫等にアクセスできます。またドメイングループ管理者の特

定機能として、特別の権利を持っで管理できます。 

（権限定義とパーミッションタブ＞DOMAIN GROUP ADMINISTRATOR 

ROLES） 

 

 

 

リレードメインのオプション項目の アイコンをクリックすると「テスト E メール送信」画面が表示されますので、

受信可能な E メールアドレスを入力して送信ブタンをクリックしてください。問題なければ受信者にテストメッセ

ージ（UTF-8 コードで表示の事）が以下の内容で配信されています。 

 

“これは次のサーバから送信された配信確認の為のテストメールです。：  SpamTitan Gateway 経由 

xxx.xxx.xxx.x:25. 

メールが上記のサーバを経由して到着したことを確認するためにメールヘッダを確認してください。” 

 

インポート・ドメイン機能は、多数のドメイン情報を cvsファイルとしてスパムタイタンに一度に取り込む事ができ

ます。複数のドメイン情報を管理したい場合は、１つずつドメイン情報を入力しないでこの機能をご使用下さ

い。インポートするには、インポートボタンをクリックし、ドメイン情報ファイルを選択します。 

CSVファイルのフォーマットは、 

 

１、 ドメイン名 

２、 宛先メールサーバー：ポート番号 （複数の宛先の場合には、カンマ区切りで列記します） 

３、 受信者認証タイプ（none|dynamic|ldap） 

 

ダイナミック認証の場合、次のフィールド入力が必要です。 

（１）認証サーバー 

 

Ildap 認証の場合、次の項目を記述しておきます。 

（１）LDAP サーバー：ポート番号 

（２）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） 

（３）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） 

（４）LDAP 問い合わせフィルイター 

（５）LDAP 検索ベース 

（６）LDAP result attribute 

 

 

 

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） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  # 
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  # 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" 

-------------------------------------------------------------------------------- 

注意：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。 

 

 

 

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

  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 が送先として

SpamTitan Gateway を指定している場合、 

  インターネット<<--------- SpamTitan Gateway<<---------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 Gateway 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 Gateway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 Gateway--------->>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 Gateway 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。 

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

 

 

IP コントロール 

IP コントロールタグでは、SpamTitan Gateway の前段処理として、RBL（リアルタイムブラックリスト DB）を使用

するかどうか、クライアント IP アドレスのホワイトリスト、ブラックリスト登録を行います。 
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IP コントロールの各項目： 

項目 説明 

リアルタイムブラック

ホールリスト 

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。スパムタイタン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。 

RBL サーバー 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。次に記述されているものはよく使用されている DNSbl サーバーです（順不同）： 

bl.abuseat.org 

dul.dnsbl.sordb.net 

list.dnsbl.org 

opm.blitzed.org 

relay.ordb.org 

sbl-xbl.spamhaus.org 

bl.spamcop.net 

dnsbl.sorbs.net 

RBL チェックを行なう

タイミング 

受信者アドレス有無検査の後、あるいは前に RBL の検査を行います。 

「後に行う」を選択すると受信認証の後に RBL検査となるので DNS 参照の負荷軽減

となります。 

RBLチェックを適用し

ない IP/ネットワーク 

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 IP でもリストにあれば受信を許可する） 

ホワイトリスト IP アドレ

ス 

この IP アドレスからの SMTP 接続においては SpamTitan Gateway で Virus検査、ス

パム検査は行われません。 

ブラックリスト IPアドレ

ス 

この IP アドレスからの SMTP 接続は初期ハンドシェーク時に拒否されます。 
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送信者コントロール 

送信元ドメイン情報による受信コントロール。SpamTitan Gateway の前段処理機能の一部です。 

 

 
 

送信者コントロールの各項目 

項目 説明 

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。 

 

DNSの SPFレコードのない SMTPサーバーから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、DNSにSPFが登録されているメールサ

ーバーでは、電子メールに含まれるドメインのDNSのTXT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ます。 

 

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。 

 

備考： 

SPFに必要なドメイン名は Mail fromによって入手しますが、<>のような空白であっ

た場合には HELO コマンドを併用してドメインを入手します。 

SPF チェックを適用しな

い IP/ネットワーク 

SPF 検査をバイパスする IP アドレスを記述します。 

ト ップレベルドメイン

(TLD)のブラックリスト 

トップレベルドメイン（例えば、tv,org,net 等）を指定して登録トップレベルドメイン

を全て拒否します。 
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アウトバウンド 

SpamTitan Gateway を送信用として設定する場合、このタグから設定します。 

 

 
 
アウトバウンドの各項目 

項目 説明 

メール送信経路上のホ

スト名 

SpamTitan Gatewayを送信用として使用する場合、SpamTitan Gatewayがバウンス

メールを受信した場合、そのメッセージヘッダーにこの項目で登録されたアドレス

が存在する場合、正当なバウンスメッセージでとして判定されます。バックスキャッ

ターメールを検知する機能として使用できます。 

許可ネットワーク SpamTitan Gateway サーバーを使って電子メールを送信したい場合には、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送信できませ

ん。このタグにおいてこれらのネットワークを設定します。 

 

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。 

スマートホストの利用 SpamTitan Gateway を使用して電子メールの送信を行う場合、直接（MX に従っ

て）ではなく、特定送信メールサーバ（SmartHost）を経由して送信を行います。 

この機能が ONの場合、 

SmartHost： 送信用メールサーバの IP アドレス、またはホスト名（FQDN）を指定。 

Smart Host Port： ポート番号 

Smart Host Requires authentication： 認証が必要か（はい/いいえ）選択。 はい

の場合、ユーザー名とパスワード入力。 

 

Force TLS encryption： TLS暗号化強制。メッセージをTLS（トランスポート・レイヤ

ー・セキュリティ）プロトコルで送信。 （はい/いいえ）選択 
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SASL 認証有効 SpamTitan Gateway でメール送信を行う場合のユーザー認証の機能。 

この機能により SpamTitan Gateway でより安全なリレー制御が可能となります。 

 

メールクライアントはユーザー名とパスワードの認証に成功すると、SpamTitan 

Gateway での中継が可能となります。 

ユーザー認証は LDAP/ActiveDirectory、LDAPS、IMAP のいずれかを選択して

下さい。 

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。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：ユーザー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 章ご参照）のご使用を推奨します。 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

構内 LANの IP アドレス

を遮蔽 

ONの場合、送信メールヘッダーに送信元内部 IP アドレス（表示）は付加されませ

ん。 

TLS 暗号 TLS (トランスポート・レイヤー・セキュリティー)暗号化プロトコルを使用して送信す

る。 

TLS 利用の適用方針 １）全接続において状況に応じて TLS を使用。 

２）特定のドメインのみ TLS を使用 

３）特定のドメインのみ TLS 通信、その他においては状況に応じて TLS を使う 

以上の３つから TLS 通信ポリシーを選択します。 

  

TLS 利用の適用方針において２）と３）の場合にはドメインの指定項目があります。「追加」ボタンをクリックする

と、以下のダイアログが表示されますので、各項目に情報を入力します。 

 

 
 

項目 説明 

ドメイン この TLS ポリシーを適用するドメイン。 

含まれるサブドメイン このドメインのサブドメインも含むかどうか。 

ポリシー １） TLS 無効。 

２） 状況に応じて TLS を使用する。 

TLS ハンドシェークが失敗した時は、TLS を無効にして通信する。これは TLS

機能の組み込まれた/組み込まれていないサイトにも共用できる。 
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３） TLS 暗号化の強制 

必ず TLS暗号化する。TLS暗号化されたメッセージのみ送信する。相手先のメ

ールサーバーが STARTTLS ESMTP 機能をサポートしていない場合は、SMTP

トランザクションは遮断されます。この条件にマッチしないサーバーであればメ

ッセージは配信できません。TLS 暗号化の強制は、現状のメール配信システム

ではデフォルトセキュリティーレベルではないので、MXホストとしてはTLS暗号

化の強制していない事が多いと考えてよい。（この機能使用には注意する事） 

４） 確認を伴う TLS 暗号化の強制 

TLS セキュリティーレベル”virify”でリモート SMTP サーバーでの確認が行わ

れ、有効であれば TLS 通信が行われます。 

 

注意：３）と４）のみ、次の SSL/TLS プロトコルの許可項目が表示されます。 

SSL/TLS プロトコルの

許可 

“TLS暗号化強制”および、“確認を伴うTLS暗号化の強制”の場合、SSL/TLSプロ

トコルの許可の選択ドロップダウンメニューより、暗号化プロトコルを選択でいます。

デフォルトでは、SSLv2 and TLSv1 となります。 

コメント コメント 

 

 

 
SASL 認証画面 
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一般設定 

 
 

ホスト名、フォールバック SMTP リレーサーバー、最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。 

 

一般設定の設定項目： 

設定 説明 

ホスト名： SpamTitan Gateway 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 Gateway 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 Gateway 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 サーバーへの中継を

試みます。 

確認調査を行う送信者

アドレス 

アドレスの検査に使う送信者アドレス（デフォルトでは、postmaster）。もし空白の

送信者アドレスとしたければ、空白か<>とします。Mail fromが<>の場合、RFCで

は受信できるが、拒否するサイトがあるので注意が必要です。 

最大メッセージサイズ： 受信できるメッセージの最大サイズ。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

２２０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： 

 

Deferred(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。 
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遅延キューの通知： 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）。 

 

 

SMTP設定 

SpamTitan Gateway の前段処理機能の一部。SMTP セッション検査等の検査を行います。 

 
 

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。 

 

このセクションでは、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 Gatewayサーバーに入り込む前にスパムとして認識させ

る為に不必要なメールトラフィックを減少させ、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。 

 

SMTP 設定の設定項目： 

設定 説明 

HELO (EHELO)必要：： このオプションを使うと、SpamTitan Gatewayは SMTPコネクションの最初に

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。

デフォルトは有効。 

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。デフォルトは無効。 

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 DNS A または MX レコードに登録されて

いないと、接続を拒否する。デフォルトは無効。 
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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する。例えば、HELO ホスト名の

FQDN ホスト名を調べ、FQDN が正当である場合でも、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拒否します。 

HELO ホスト名で許可： 逆に、 HELO ホスト名で許可のリストでは、 RFC には準拠していないホ

スト名ではあるが、これを許可したい場合、 リストに登録しておきます。例

えば、HELO FQDN や名前解決可能なホスト名を、 有効としている場合

において、これらに反しているホスト名を返しても このリストに登録されて

いるホスト名であれば接続を許可します。 

 

備考: このリストに登録されているホスト名であっても なお、拒否されてい

る場合は、RBL 検査で検知されている可能性があります。 

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 Gateway 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可能性もあります。 

このオプションはデフォルトで無効となっています。 

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。 

 

 

 

ESMTP 設定 

SpamTitan Gateway はいくらかの拡張 SMTP 機能（ESMTP）をサポートします。この中にはパイプラインコマン

ド、転送前にメッセージサイズのチェック、MIME フォーマットによる通知情報（DSN）の配信およびメッセージ

のデキューイング（キューから削除）機能など。 

 

ESMTP 設定の項目： 

項目 説明 

DSNエクステンション 有効（デフォルト）の場合、SpamTitan Gateway はデリバリーステータス通知を、失

敗、遅延、配信および配信成功のメッセージを送信者 SMTP サーバへ返信する。 

無効の場合、SpamTitan Gateway はデリバリーステータス通知を返信しません。 

 

備考： 

送り主が配送状況を知ることができるような仕組みで、例えばエラーメールの よう

なものに関する規格。特に、「エラーを受けとってもそのメールが誰にあて たもの

かわからない」ということがままあるが、DSN ではそれへの対策がなされている。ま

た、「配送が成功したことを知りたい」という要求も受理できる。 

ETRN エクステンション 有効の場合、SpamTitan Gateway は他の SMTP ホストからメッセージをコーリング

サーバーへのインバウンド pull リクエストを受ける。 

SMTP ETRN コマンドはインターネットに断続的に接続されるサイトのために設計
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されました。ETRN を用いると、サイトはプロバイダのメールサーバに "今すぐ私

のメールを全て配送してください" と伝えることができます。SMTP サーバは顧客

宛メールのキューを探し、顧客 SMTPサーバに接続することによってメールを配送

します。メールは ETRN を送るのに使われた接続を通しては配送されません。 

 

ETRN アクセス制限は、ETRN エクステンションを要求するクライアントを定義する

機能があります。 

 

（１） 全て許可： 

全ての SMTP クライアントからの ETRN 要求を受ける。 

（２） 定義されたクライアント IP からのみ許可： 

アクセスリスト表に定義された IPやネットワークからのETRN要求を許可する。 

（３） 定義されたクライアント IP 以外を許可： 

   アクセスリスト表に定義された IP やネットワークからの ETRN 要求を拒否し、 

他の全ての IP を許可する。 

 

この機能が無効の場合、他の SMTPホストからのインバウンド pull要求は受け付け

ません。 

サイズエクステンション EHLO コマンドの返答に SIZE というキーワードが含まれている時、smtp はこの拡

張をし湯押します。例えば MTA からの返答が以下のようになったとすると、 

250-SIZE 10240000 

これはその MTA には最大 10240000 バイトのメッセージしか送信できない事を意

味します。そこで smtp はこれから送信するメッセージサイズのサイズと比較し、送

信可能な時だけメッセージを送ります。 

また smtp は一般設定タブ内の最大メッセージサイズで定義された値を SIZE と共

に返します。 

パイプライニングエクス

テンション 

有効（デフォルト）な時、SpamTitan Gatewayは同じネットワークパケット内で複数の

SMTP コマンドを受ける事ができます。無効の時には、単一パケットで複数の

SMTP コマンドを受ける事ができません。 

 

備考：EHELO コマンドの返答に PIPLINING というキーワードが含まれている時、

snmtp はこの拡張を使います。これは PIPELINING 拡張に対応した MTA に対し

て、SMTP クライアントが MTA のレスポンスを待つことなく行える機能で、主に

RCPT TO に多数の受信者を連ねる際の高速化に寄与します。 

8ビットMIMEエクステン

ション 

有効（デフォルト）な時、SpamTitan Gateway は 8-ビットメッセージを扱えるを事を

意味し、すなわちエンコード不要なマルチバイト文字を扱える事になります。 

無効な場合には、SpamTitan Gateway は８ビット文字を含んだメッセージ受信は、

７ビットアスキー文字にエンコードして送信しなければならない。 

 

 

グレイリスト 

グレイリストは、最初の SMTP 接続に対し一度は拒否し、一定時間（遅延）後の再送があるか無いかによって

spamを拒否する技術です。 

メールは接続元の IPアドレス、MAIL FROM（エンベロープ from)、RCPT TO（エンベロープ to）の 3つを一組

(Triplets)にする情報で認識されます。 

グレイリスティングの目的としては、スパマーが使うゾンビネットワークは、スパムメッセージを一度拒否すると再

送信してこないという特性を持っています。 

 

また、最初の SMTP 接続では Triplets 情報を保持しテンポラリエラー（一時エラー）として拒否し、（設定され

た）一定時間以上経過後、同じ triplets情報を持つ SMTP 接続があると、メールを受信します。 
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スパマーやウイルス発信元は、RFC に準拠した正当なメールサーバのように再送を一定時間経過後（遅延時

間）再送しないという特徴を持っています。（スパマーは直ちに再送してきたり、１度のみの接続であったりする

事を予想しています） 

 

 
 
グレイリストの設定項目： 

項目 説明 

グレイリスト グレイリストの機能は「有効」ボタンをクリックして有効、無効に設定変更できます。
デフォルトは無効。 

オート・ホワイトリスト ク

ライアント （配信数） 

自動ホワイトリストクライアント（グレイリスト検査を成功した回数） 

同一 Triplets 情報を持つ（正当な）メールサーバから一定回数（グレイリスティング

の判定が正当なサーバと判断）があった場合、自動的にグレイリスティングが免除

されます（Auto-whitelist)。 一定回数のデフォルト値は５です。 

ゼロの場合、この機能は無効となります。 

グレイ指定したメールの

遅延受信 (秒) 

メール受信遅延時間（秒） 

グレイリスト検査で使用する遅延時間（デフォルト 5 分（300 秒）） 

0 から１時間（3,600 秒）までの変更ができます。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：各種 MTAの再送遅延時間 qmail 6 分、postfix 16 分、sendmail 15 

分程度 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

除外する送信側 IP アド

レス 

グレイリスト検査をバイパスしたい IP アドレスを記述します。 

CIDR（Classless Inter-Domain Routing）表記の IP アドレスはバイパスします。 

除外する受信側メール

アドレス 

グレイリストを除外したい受信者メールアドレスを記述します。 

ドメイン名を記述する場合、test.com のような@を省いた指定でしてください。 
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オートホワイトリスト追加例： 

次の２つのケースでは、 

時間 クライアント IP 送信者 受信者 

13:05 1.2.3.4 s1@exsample.com ｒ１＠yourdomain.com 

14:15 1.2.3.4 S2@exsample.com ｒ2＠yourdomain.com 

○ 異なった時間  [レ] 

○ 同一 IP アドレス [レ] 

○ 異なったトリプレット [レ] 

○ 結果：クライアント IP はオートホワイトリストに追加される。 

 

時間 クライアント IP 送信者 受信者 

17:27 1.2.3.4 s1@exsample.com ｒ１＠yourdomain.com 

17:54 1.2.3.4 S2@exsample.com ｒ2＠yourdomain.com 

○ 異なった時間  [X] （300 秒以内のため） 

○ 同一 IP アドレス [レ] 

○ 異なったトリプレット [レ] 

○ 結果：すべての条件を満たさないので、クライアント IP はオートホワイトリストに追加されない。 

 

アドバンスド・ルーティング 

センダーベース・スマートホストは、特定宛先ドメインまたはメールアドレスから、定義されたリレーサーバーあ

るいはスマートホスト経由で送信を行う機能です。 

 

全てのメールを特定のメールサーバを経由して送信したい場合、システム設定->メールリレー->アウトバウン

ドページにあるスマートホストセクショに送信サーバを定義しておきます。 

センダーベース・スマートホストのエントリーは、定義されたドメインまたは、電子メールアドレス用の設定が上

書きされます。 

 

新しいセンダーベース・スマートホストを追加するには、「追加...」ボタンをクリックして下さい。 

センダーベース・スマートホストの追加 ダイアログが表示されます。 

 

 
 

訂正：GUI のメニューには「スマートホスト上の送信者」と表示されていますが、「センダーベース・スマートホス

ト」です。 
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センダーベース・スマートホストの設定項目: 

送信者： ここにはスマートホストを中継に使用するためのエンベロープ送信者アドレス

または、@ドメインを定義します。 

メールアドレスはドメイン指定より高い優先度を持っています。 

例えば、user@exsample.com と@exsample の両方が定義されていた場合、

user@example.com からのメッセージは 、エントリー内のスマートホストを中継

しますが、他の全ての exsample.con 内の送信者からのメッセージは、ドメイン

用のスマートホストを中継します。 

スマートホスト： 中継するリレーサーバーまたは、スマートホスト。 

スマートホストポート： スマートホストのポート番号はデフォルトでは 25 です。 

認証の要求： スマートホストの使用で認証が必要な場合（デフォルトでは No)。 

ユーザ－名： 認証が必要な場合、認証用ユーザー名 

パスワード： パスワード。 

コメント： コメントがあれば記述。 

 

 

DKIM 

ドメインキーは送信メールメッセージに公開暗号化署名キーを含ませて、送信者を認証させる方法です。 

送信メール SpamTitan Gateway からの送信の前にプライベートドメインキーを使った証明書を含ませて送信さ

れます。 

受信サーバーは送信者ドメインの DNS からの公開キーを参照し、受信ヘッダーに含まれる署名を解読し、偽

られた送信者からの送信なのかどうかを見極めることができます。（V6.13 より機能追加） 

 

 
 

DKIM はどのように機能するか？ 

送信メールにデジタル証明を追加する前に、貴社ドメイン独自のドメインキーを生成しなければなりません。 

その時、公開キーを貴社 DNS サーバに追加してきます。 

受信者はメールメッセージのヘッダーに追加されている共有キーとの確認ができるようになります。 

 

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

  備考：DKIM TXT レコードは、DKIM署名を使用する前に追加しておかねばなりません。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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ドメインキーの生成： 

ドメインの DKIM 設定を編集するには、オプションカラムのアイコンをクリックしますと、DKIM 設定のダイアログ

が表示されます。 

DOMAIN KEY タブを選択すると、既存のドメインキーがあれば表示されています。ない場合は新規に生成し

ます。セレクタープレフィックスは、各ドメインの独自性を持たせる為に使用されます。 

 
オプションタグ： 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：DKIM キーは周期的に変更しておく事が重要です。（例えば毎月とか毎四半期とか） 長い

間変更が無ければ情報漏えいの危険性が高まります。 

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

 

新しいプライベートキーは各キーペアーで使用されるか、既存のキーを使うかとなります。 

SpamTitan Gateway は 1024 ビットまたは、2048 ビットでドメインキーが生成できます。DNS レジストラのいくつ

かは長いキーレングスをサポートしていないかもしれません。 

 

テストモードを有効にした場合は、DNS TXT レコードに t=y が含まれます。 

 

これは、ドメインの DKIMの署名の確認をテストするもので、DKIMの運用が試験モードであることを示す。  

y フラグがある場合、受信者は認証に成功したメールとそうでないメールを区別して処理してはいけません。 

(つまり、破棄や受信拒否してはいけないという意味 ) 

 

生成（generate）ボタンをクリックすると、新しいレコードが生成されます。 

 

DOMAINKEY タグ： 

 
 

DKIM 有効： 

表示されている既存の dkim のオプションタブを選択してドメインの設定をします。 

ドメインからの送信メッセージに DKIM署名を設定するには、要求するセレクターを選択すると DNS TXT レコ

ードが表示されます。 

このレコードは貴社ドメインの DNS レコードとして追加しなければなりません。 

 

貴社の DNS サービスのプロバイダーにより DNS 設定が更新されますので、貴社ドメインの DNS 管理会社へ

DNS更新の依頼を行ってください。 

SpamTitan Gateway はこれらのレコードの存在を検知し、選択済のセレクターと一致しているか問題ないかを

確認します。 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 38 - 

 

DKIM ステータス： 

Verify ボタンをクリックすると、存在するレコードがあっているかを確認します。DKIM ステータスが次のどれか

に表じされています。 

 

    Verification pending - このドメインに対する確認はまだされていない。（DKIM 署名は無効） 

    Verification failed -  選択されたドメインキーの確認は DNS TXT レコードがないか、TXT レコードと

ヘッダーの署名が一致しないので失敗した。 

    Verified   確認された。 

 

DKIM署名は、DNS TXT レコードを編集完了後、正しく設定されている場合のみ有効にすべきです。 

一度完了すると、DKIMヘッダーが該当ドメインの送信メールに付加されます。 

 

 

DKIM グローバル設定： 

DKIM グローバル ビュー/編集設定は下側の設定ボタンをクリックすると署名設定ダイアログ画面が表示され

ます。 

暗号化アルゴリズム 署名生成に使うアルゴリズム。現在は rsa-sha1 と rsa-sha256 が定義されています。

後者を推奨します。 

署名の期限（日）： DKIMの有効期間を制限したい場合には、日数を入力します。 

期限切れで無効な署名を確認します。 このオプションは署名"x="タグに相当しま

す。 デフォルトでは無効です。 

旧署名を削除 署名の生成が少しであるとすれば、メッセージの旧署名を削除する。デフォルトは

5255 

アルゴリズムの正規

化ーヘッダー 

メールシステムによっては配送中の電子メールに変更を加え、署名を無効にする可

能性がある。ほとんどの署名者にとって、電子メールの多少の変更は DKIM のドメイ

ン名使用の正当性には関係のないことである。 

このような署名者には、配送中の多少の変更が影響しない正規化アルゴリズムが適

している。 

 

一方、いかなる些細な変更に対しても検証失敗の結果を求める署名者もいる。その

ような署名者は配送中の変更を許容しない正規化アルゴリズムが適している。 

 

あるいは、[RFC2822]のような電子メール標準の範囲内であればヘッダーフィールド

の変更を受け入れるが、メッセージ本文のいかなる変更も受け入れない署名者もい

るかもしれない。 

 

すべての要求を満たすために、２つの正規化アルゴリズムがヘッダーと本文のそれ

ぞれについて定義される。１つは "simple" アルゴリズムである。 

これはほとんどすべての変更を許さない。 

もう１つは "relaxed" アルゴリズムである。これは空白文字の置き換えやヘッダーフ

ィールドの改行位置の変更などのよく行われる変更を許す。 

署名者は、電子メールを署名する際にヘッダーと本文それぞれにどちらかのアルゴ

リズムを指定することができる 。 

もし正規化アルゴリズムが署名者によって指定されていなければ、ヘッダーと本文の

どちらに対しても "simple" アルゴリズムがデフォルトとして使用される。 

検証者は両方の正規化アルゴリズムを実装しなくてはならない 。 

ヘッダーと本文が別々の正規化アルゴリズムを使用するかもしれないことに注意する

こと。 

将来、さらに正規化アルゴリズムが定義されるかもしれない。 このため署名者は認

識できない正規化アルゴリズムが使われた署名を無視しなくてはならない。 
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正規化とは、署名または検証アルゴリズムに渡すために、単に電子メールデータの

下準備をするものである。 

配送するデータはどんな形であれ変更してはならない。 

本文正規化アルゴリ

ズム 

"simple" 本文正規化アルゴリズムは、メッセージ本文の末尾にあるすべての空行を

無視する。 

空行とは、改行文字を除けば長さが０になる行のことである。本文がないか、またはメ

ッセージ本文の末尾に CRLF がなければ、CRLF が追加される。 

この他のメッセージ本文の変更は行なわれない。形式的に言えば、"simple" 本文正

規化アルゴリズムは本文末の "0*CRLF"を１つの "CRLF" に変換する。 

本文が完全に空だったり本文がない場合、本文は１つの "CRLF" に正規化され

る、つまり正規化された本文の長さは２オクテットになることに注意すること。 

 

"relaxed" 本文正規化アルゴリズムは以下の手順(a)と(b)を順に適用しなくてはなら

ない： 

    (a)ホワイトスペースの削減： 

        行末のすべてのホワイトスペースを無視する。 

行末の CRLF は削除してはならない。 

        １行中のすべてのホワイトスペース (WSP) の並びを１つの空白文字（SP) 

にする。 

 

    (b) メッセージ本文の末尾にあるすべての空行を無視する。  

本文が空ではないが CRLF で終了していない場合、CRLF が追加され

る。（電子メールの場合、SMTP を拡張したものを使っているか、または

SMTP 以外の転送メカニズムを使用している時に限りこのような状況が起こ

りえる。） 
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速度制御 

 

 
 

ポリシーベース速度制御 

 

スパムタイタンの速度制御ポリシー機能は、マルウエアに感染した可能性のある送信元からの、大量のメール

送信を防ぐ為に使用されます。 

これは、スパムタイタン経由で送信される内部システム（許可ネットワーク）では特に重要な事です。 このよう

な送信をまともに受けていると、RBL に SpamTitan Gateway の IP アドレスを登録されてしまう危険性さえもあり

ます。 

加えて、 期間内で累積されたサイズのメッセージ、またはメッセージ数内に残っている送信サーバへのメー

ル、受信メールのユーザー数を制限するにも使用されます。 

 

ポリシーは送信者または受信者(エンベロープ fromアドレス、または IPアドレス) 、また累積サイズ/タイムユニ

ットベースを基本として絞り生成します。 

例えば、スパムタイタンは各内部 IPアドレスからの接続数を追跡する事による、制限された受信接続や、追跡

数/30 分間隔中の、送信者メールアドレスの送信接続数の制限のサンプルポリシーが出荷時に設定されてい

ます。 

もし閾値（デフォルト 50）を超えると、メッセージは遅延（deferred）され履歴ログに Rate Contled として記録され

ます 

 

ポリシーは 定義された期間において、スライディング/ローリングウインドモデルを使用して 

計算された期間での使用法を使かった、タイムベースクオータで指定されています。 

 

ポリシー管理 

ポリシーベース速度制御を有効にするには、有効ボタンをクリックします。既存のポリシー 

が優先度順に表示されます。 - 低優先度のポリシーが先立って表示されます。 

ポリシーは、ソース/ディスティネーションポリシー両方、送信者/受信者双方の属性に一致します。  

 

既存のポリシーを編集するには、オプションカラムの編集 アイコンをクリックすると、ポリシーの編集 ダイ

アログが表示されます。エントリーを削除するには、オプションカラムの 

削除 アイコンをクリックするか、または、しかるべきラジオブタンを選択して削除 ボタンをクリックします 

 

新しいポリシーを追加するには、追加... ボタンをクリックすると、追加/編集ポリシーダイアログが表示されま

す 
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ポリシーの追加の設定項目： 

ポリシー名： ポリシーの名前 

ステータス： ON または OFF 

ソース： メッセージのメッセージの発信元を表示します。これは次の１つから選択します。 

Any: 

内部: 内部ネットワーク（システム設定 -> メールリレー -> アウト 

バウンド -> 許可ネットワークで設定された）からのメール 

外部: 外部からのメール 

定義されたドメインから: このルールに一致させる送信ドメインを 

定義。 

定義されたメールアドレスから: このルールに一致させる送信メール 

アドレスを定義。 

定義された IP アドレスから: このルールに一致させる送信 IP アドレス 

/CIDRアドレスを定義 

ディスティネーション： メッセージの宛先(to）を定義。宛先は次の 1 つから選択します。 

Any: 
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宛先ドメインへ: このルールに一致させる宛先ドメインを定義 

宛先電子メールアドレスへ:このルールに一致させる宛先メール 

アドレスを定義 

トラック： トラックは宛先数を維持する属性を定義します。 

送信者 IP アドレス: 送信者 IP アドレスの追跡を定義する場合、 

送信サーバ IP アドレスのビットマスク（例:/24)を設定しなければ 

なりません。 

これは/24 ブロックを通すトリプレットを追跡します。 

送信者メールアドレス: 各送信者メールアドレスは分けて追跡 

されます。 

送信者ドメイン: 各送信者ドメインは分けて追跡され、これらの 

ドメインの全てのメールは追跡および一致します。 

受信者メールアドレス: 各受信メールアドレスは分けて追跡されます。 

受信ドメイン: 各受信ドメインが分けて追跡され、これらのドメイン 

への全ての送信メールは追跡およぼ一致します。 

一致すると停止： 「はい」の場合、ポリシーで一致した時には次のポリシーは処理されません。 

優先度： ルールに優先度を割り当てます。全ての新しいポリシーは、デフォルトで最優先と

なります。 (1), 他の全てのポリシーは繰り下げとなります。 

速度制御： これはポリシーをメッセージカウントまたは、累積ッセージサイズに適用します。 

カウント： メッセージカウント閾値 

サイズ（kb）： メッセージサイズ閾値 

タイムピリオド： イムインターバル設定で設定されている速度制限閾値を越えた場合、 

メッセージは、デファード/リジェクトされます。 閾値を超えていない場合には、ル

ールを通過しカウンター更新を追従します。 

タイムピリオドは、秒、分、時間から選択された値で決まります。 

例えば、10 をタイムピリオドとして入力し、タイムピリオドユニット・ドロップダウンメ

ニューから分を選択すると、タイムピリオドは 10 分となります。 

タイムピリオドユニット： タイムピリオドユニットは、次のオプションから選択しなければなりません：秒、分、

時間。 

この値は、タイムピリオド入力と共に選択します。 

処置： この定義はタイムピリオド閾値を超えた場合におけるルールの処置です。 

処置は、次の１つが可能です。 

デファーメッセージ(遅延）: このルールに一致したメッセージは、 

遅延します。送信者は、送信後タイムピリオド閾値を越えた場合、 

4xx レベルエラーメッセージを受信します。 

RFC に準拠しているメールサーバーは後に 再送を試みますが、 

スパムボットからのメールは再送を行わないでしょう。 

リジェクトメッセージ: このルールに一致したメッセージは、 

拒否されます。送信者は送信に失敗（永久的）したという旨の通知（ 5xx レ

ベルエラーメッセージ）を受信します。 

SMTP 応答： これはポリシールールに一致し、メッセージがデファードまたは拒否された場合の

応答コードです。 

管理者に通知 はい、又はいいえ。はいの場合管理者アドレスに通知が送られる。 

コメント： コメント欄 

 

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

  備考：クラスターシステムでは、各々のノードで分離されたメール処理を行えます。例えば、50 メール/

時間の速度で送信されている場合、、クラスタ（2 ノード）の場合には、各々のノードはラウンドロビン方式

で 合計 100 メール/時間を処理できます。 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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SMTP 上限: 

 

SpamTitan Gateway の速度制御機能は、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、スパムボットからの多数のスパムメール送信などがあります。 

スパムタイタンは同一 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、同一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。 

 

 
 

 

 

 

 

 

速度制限 SMTP 上限の設定項目： 

項目 説明 

SMTP クライアントの行う

最大同時接続数 

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。 無効にするには

0 を指定してください。 

SMTPクライアントが60秒

間に行う最大同時接続

数 

１つの SMTP クライアントの接続速度（60秒 あたりの接続回数）。デフォルト制限

なし。 

SMTPクライアントが60秒

間に行う最大メッセージ

配信要求数 

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. （60秒あたりの

MAIL コマンド発行数）。デフォルト制限なし。 

SMTPクライアントが60秒

間に指定する最大受信

者アドレス数 

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. (60 秒あたりの

RCPT コマンド発行数）。デフォルト制限なし。 

速度制御 SMTP クライア

ント例外 

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。 

デフォルトにリセット 初期設定状態に戻す。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  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 

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。 

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

 

 

 

システムアップデート管理 

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

 

 
 

 

定期的なシステムのアップデートは、SpamTitan Gateway から次の内容等を含んだリリースとなります。 

 

 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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システムアップデートの項目： 

項目 説明 

更新の有無を確認：： 「開始」ボタン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 Gateway 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 Gateway 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 Gateway 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。 

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

 

 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 Gateway アプライアンスのシャットダウンや再起

動ができます。 
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このフィールドの項目： 

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 Gateway アプライアンスがシャットダウンされ、

最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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4 コンテンツフィルタリング 

この章ではウイルス検知エンジン、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。 

ウイルスフィルター 

SpamTitan Gateway 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。 

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

る最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） 

Kasperskyアンチウイルス 

SpamTitan GatewayはKaspersky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ー＞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。 

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ー＞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。 

 

 
 

 

グローバルウイルスフィルタリング・オプション設定項目： 

ウイルスフィルターオプション 説明 

ウイルスフィルター：（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/ユーザーポリシーの設定に

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。 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 48 - 

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。 

 

ウイルス定義ファイル更新の管理 

SpamTitan Gateway 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。Kaspersky 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いる事によって、２重レイヤー構成のでウイルスのスキャンが

可能です。 

 

 
 

 

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項目： 

ClamAV 更新オプション 説明 

データベース最終更新： 最後に行われた ClamAV 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、最終更新日

が表示されています。 

今すぐ更新： Startボタンクリックで最新の 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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Kaspersky アンチウイルスアップデートの項目： 

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。 

Advance-Heuristic-Code 

Analyzer 

Kaspersky-AV の既存のウイルス定義ファイル等の蓄積から、未知のウイ

ルスコードを予測して検知する機能。 

（ウイルス検知負荷の増加となります） 

データベース最終更新： 最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、最

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最新の Kaspersky-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。 

自動更新を有効にすることを推奨します。 

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。 

 

 

コンテンツフィルター：スパム 

SpamTitan Gateway 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」のメッセージ数を最小限に

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

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 
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 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。 

 

スパム検査を有効にする 

コンテンツフィルター＞スパムページで、SpamTitan Gateway 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。 

 

 
 

 

スパムフィルタリングオプションの項目： 

スパムフィルタリングオプション 説明 

スパムフィルター（オン/オフ） 有効の場合、全てのメールはスパムフィルターで検査をかけます。 

 

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。 

スキャン最大メッセージ（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。 

NDR 送信（インバウンド） SpamTitan Gatewayが外部ネットワークからの SPAMメールをブロックし

た時にNon Delivery Reports (NDRs)を 送信者 に送るかどうかはNDR

の送信（インバウンド）で制御します。 デフォルトではこれらのオプショ

ンは無効です。 

NDR 送信（アウトバウンド） SpamTitan Gatewayが内部から（外部宛）の SPAMメールをブロックした

時に Non Delivery Reports (NDRs)を 送信者 に送るかどうかは NDR

の送信（アウトバウンド）で制御します。 デフォルトではこれらのオプシ

ョンは無効です。 

 

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

  備考：送信者のアドレスは容易に偽装可能な為、これらの設定はバックスキャッタを誘導できます。 

SPAM メールの発信元では無い無実のユーザーへバウンス・メールが送信された時にバックスキャッタが

発生し、アプライアンスの負荷の増加を誘導するかもしれないので使用にはご注意ください。 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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スパムルールのアップデート 

コンテンツフィルター＞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最新のファイル（存在すれば）を手動でアップデートができます。 

 
 

 

スパムアップデート項目： 

更新設定 説明 

ルール最終更新： Spamルールファイルの最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、最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。いつも最新に保ちたければ毎日を推奨。 

 

コンテンツフィルタリング：添付ファイルフィルター手法 

SpamTitan Gateway 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

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ー＞Attachments ページから貴社のメールセキュリティ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。 

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

 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 52 - 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 53 - 

ファイル拡張子フィルター： 

 

ファイル拡張子フィルタ機能は、その拡張子に基づいて、ファイル（例：実行ファイル） 

またはそれらの MIME タイプ等、特定のタイプを含むメールを拒否または検疫することができます。 

メールの一部分が一致した場合、該当メールは拒否されます。 

 

添付ファイルフィルター検知方法： 

添付ファイルフィルタはいくつかの異なる手法を用いて添付されたファイルを確認し、圧縮されたアーカイブフ

ァイルを自動的に展開し検査します。 

 

 

ファイル拡張子の設定項目： 

フィールド 説明 

ファイル拡張子フィルター： 

（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/ユーザーポリシーで

の「添付ファイルタイプフィルタ」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。 

拡張子フィルター： メッセージ MIME ヘッダー（マルチパート）が使われているとき、添付ファイ

ルフィルターは各添付ファイル拡張子を読み取り、登録された拡張子リスト

に基ずいてフィルターリングします。 

もし送信者がファイル名を変更していた場合には、ファイルを正確に認識

できません。例えば、win32実行ファイルが photo.jpg というファイル名に変

えられた場合、exe 拡張子名での検知ができません。この場合には、ファイ

ルタイプ/MIME タイプフィルターが必要となります。 

また、名前が変更されて 2 重拡張子となっている場合にも混乱します。 

二重拡張子はマルウエアではしばしば使用されています。Outlook のよう

なメールクライアントでは 2 番目の拡張子が隠れて、filename.gif.exe が、

filename.gif という名前に見えます。 

 

拡張子ファイル名は英数字文字のみを扱います。 

ファイル名フィルター： メッセージ MIME ヘッダー（マルチパート）が使われている場合、添付ファ

イルフィルターは各添付ファイル名を読み取り、登録された拡張子リストに

基ずいてフィルターリングします。 

 

ゼロまたはゼロ以上の文字を検知するにはアスタリスク（*）を使います；ク

エッションマーク（?)はシングル文字に一致します。 

例えば、sample という文字を含んだ実行ファイルを検知したい場合、

*sample*.exe とします。 

 

ファイルタイプフィルター： SpamTitan Gateway では、各添付ファイルはファイルタイプで検知できま

す。ファイルタイプリストに登録されているファイルタイプに一致すると、し

かるべきフィルタリングが行なわれます。 

これは、拡張子の偽装を防止できることになります。 
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例えば、実際には exeファイルであるが、偽装された拡張子.txtであっても

拒否する事ができます。 

 

次のファイルタイプが認識できます。 

各種ファイルタイプ 

txt アスキーテキストファイル 

pgp PGP ファイル 

swf マクロメディアフラッシュファイル 

uue Uuencoded ファイル 

hpx Bixhex ファイル 

asc アスキーファイル 

イメージファイル 

jpg JPEG イメージファイル 

gig GIF イメージファイル 

png PNG イメージファイル 

tiff 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 

オーディオファイル 

mp2 MP2 ファイル 

mp3 MP3,MPEG ADTS, layer III ファイル 

m4a/m4b ISO メディア、MPEG v4 システム 

flac FLAC オーディオビットストリームデーター 

oga/ogg Oggデーター、FLAC オーディオ 

wav ＷＡＶＥオーディオ 

 

ムービーファイル 

mpv MPEG ビデオストリームデータ 

mpg MPEG システムストリームデータ 

mkv Matroska データー 

wmv マイクロソフト ASF 

avi AVIファイル 

ani アニメーテッドカーサー 

ドキュメントファイル 

html HTML ドキュメント 

xml XML ドキュメント 

sgml Exported SGML ファイル 

ポストスクリプト・ドキュメント 

pdf PDF ドキュメント 

rtf リッチテキストフォーマットドキュメント 

doc マイクロソフト Office ドキュメント 

lat LaTex ファイル 

dvi Tex DVI ファイル 

java コンパイルド java クラスファイル 

圧縮アーカイブファイル 

F フローズン 

gz gzip 圧縮ファイル 

bz bzip 圧縮ファイル 

bz2 Bzip2 圧縮ファイル 
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xz Xz 圧縮ファイル 

lzma Lzma 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 

7z 7-zip アーカイブ 

rar RARアーカイブ 

lha LHa アーカイブ 

arc ARCアーカイブ 

arj ARJアーカイブ 

zoo Zoo アーカイブ 

tar GNU/POSIX tar アーカイブ 

cpoi アスキーcpio アーカイブ 

sit Staffit アーカイブ 

deb Debian バイナリーパッケージ 

a カレント arアーカイブ 

rpm RPM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 

installshield InstallShield キャビネットファイル 

実行形式ファイル 

exe-ms MS-DOS または MS Windows 実行形式 

exe-unix Unix(RISC,ELF,COFF)実行形式 

exe-vms VMS 実行形式 

exe MD-DOS,MS Windows,VMS または Unix 実行形式 
 

MIME タイプフィルター： MIME タイプフィルターは MIME Content-Disposition と Content-Typeヘ

ッダ、両方とも生の（エンコード）形式と、適用可能であれば RFC2047 に準

拠するデコード形式、で報告されるファイルタイプです。 

それらはファイルの端的な形式とそれを限定する形式の組み合わせで構

成されます。 

パスワード保護されたアーカ

イブ： 

パスワード保護書庫形式（zip、bz2、tar 等）は、開く時にパスワードが必要

な書庫形式で、ウイルス検査をする事ができません。 

従って、パスワード保護書庫形式は、配信を許可するか、ブロックするか、

あるいは検疫するかを指定してください。 

 

もしパスワード保護書庫形式の配信を許可するならば、件名の修正<フィ

ールドの内容が含まれたタグをメールの件名の前の方に追加されるかもし

れません。 

件名を修正しないのであれば、設定を空欄にします。 

注意: 受信者がローカルユーザーであれば、件名の修正だけが発生しま

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。 

 

 

添付ファイルフィルターの設定： 

 

添付ファイルを持つメールは、その添付ファイル自体かデコードした結果がフィルタの登録とマッチする様な

禁止された添付ファイルを含む場合のみブロックされます。 フィルタを作る前に添付ファイルフィルタリングを
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有効にして使ってください。 

 

添付ファイルフィルタの作成は常にグローバルレベルで実行されますが、添付ファイルフィルタをドメイン、あ

るいはユーザーに適用されなければならないかど うか、禁止添付ファイルが見つかった場合に実行するアク

ション等を、ドメイン/ユーザーポリシーはさらに制御する事ができます。 

もし禁止添付ファイルが原因でブロックされたメールの特定の 受信者 へ通知を行ないたい場合は、受信者

への通知オプションを有効にします。 添付ファイルフィルタの登録を編集する場合は、オプション欄の ア

イコンをクリックしてしてください。 フィルタの編集ダイアログが表示されます。 登録を削除したい場合は、オ

プション欄の アイコンをクリックしてください。 新しい添付ファイルフィルタを作成する場合は、追加...ボタ

ンをクリックしてください。フィルタの追加ダイアログが表示されます。 フィルタの追加／編集 ダイアログの登

録は以下の通りです。: 

編集ダイアログの項目： 

項目 説明 

拡張子/ファイル名/ファ

イルタイプ/MIME タイ

プ: 

ファイル拡張子, ファイル名, ファイルタイプ あるいは MIME タイプ。 許可可能

な値についての詳細は、「添付ファイルフィルター手法」をご参照の事。 

インバウンド アクション: このフィルタがインバウンド メールにマッチする時のアクション。  

利用できるオプション:  

許可: メールを配信する。  

ブロック: メールをブロックする。検疫するかどうかは、 ドメインかユーザーのポリ

シーで決定します。.  

無視する: フィルタリングを実行しない.  

アウトバウンド アクショ

ン: 

このフィルタがアウトバウンド メールにマッチする時のアクション。  

利用できるオプション:  

許可: メールを配信する。  

ブロック: メールをブロックする。検疫するかどうかは、 ドメインかユーザーのポリ 

シーで決定します。.  

無視する: フィルタリングを実行しない.  
書庫形式のスキャン: 圧縮書庫ファイル内部に含まれるファイルを検査するかどうかを示します。 

二重拡張子のスキャン: 複数の拡張子を含むファイルを検査するかどうかを示します。 例えば、もしこのオ

プションが有効な場合、report.txt.exe や image.png. exe （注意：ドットの後ろに

あるスペースに注意）といった添付ファイルは exe という拡張子フィルタでマッチ

できます。 

コメント コメント 
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コンテンツフィルタリング 

 

 
 

スパムタイタンでは、送受信メールにおいてカスタムコンテンツフィルターが使え、定義された内容を含むメッ

セージを検知すると適切な処置が行えます。 

例えば、サブジェクトに特定のパターンを検知すると、暗号化されたサーバーに転送する事などできます。 

 

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

  備考：各メッセージヘッダー、またはメッセージ本文の行は、1 行ずつのコンテンツフィルタールール

で対照されます。 ルールが一致した時、対応する処理が実施され、一致の処理は、次のメッセージヘッダ

ー、あるいはメッセージ本文行で繰り返されれます。 

また、メッセージヘッダーが、複数行のヘッダーを持つメッセージであっても、１つのロジカルヘッダーで一

度に検査されます。 

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

 

コンテンツフィルタリングページには、既に設定されているカスタムコンテンツフィルターのリストが、表示され

ています。 

 

既存のコンテンツフィルターを編集するには、 オプションカラムの  アイコンをクリックすると、 フィルターの

編集 ダイアログが表示されます。エントリーを削除する場合、 オプションカラムの  アイコンをクリックして

下さい。  

新しいカスタムコンテンツフィルターを生成するには、追加... ボタンをクリックすると、 フィルター追加 ダイア

ログが表示されます。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：予め定義されているコンテンツフィルターは削除できません。 

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

 

フィルター追加/編集ダイアログ設定項目： 

フィルター名： フィルターポリシーの名前 

状態： オンまたはオフを選択。 フィルターポリシーを有効、無効にします 

フィルター表記方

法： 

メッセージの特定場所における、内容のフィルタールールの生成/編集は、 

開始：特定値で始まる。 

終了：特定値で終了している。 

含む：特定の値を含む。このオプションは、ワードやワードの部分に一致します。例

えば、値が sex であり、メッセージ本文に適用したとき、本文に sex、unisex、または
sextuple を含んだ場合ルールは一致します。 

検索ワードが sex,であり、unisex では一致させたくない場合には、正規表現を使用

します。 

等しい：特定の値のみを含む。例えば、値が Free hotel rooms であり、サブジェクト:

ヘッダーに適用するフィルターでは、サブジェクトに Free hotel rooms がある場合の

み一致します。 

いくらかのワードに一致：ワードリスト（ワードはスペースで区切る）のどれかのワード

に一致します。 

正規表現に一致：正規表現で一致する。 
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値： メッセージ内で検査したい内容を入力します。 

文の開始、終了、含む、等しい、または言葉に一致するフィルタータイプを選択しま

す。 

◎値はワードまたはフレーズでなければなりません。 

◎値は大小文字を区別しません。 

 

フィルタータイプ正規表現に一致を選択する場合： 

◎値は正規表現できます。メッセージ検査には、特定ワードまたはフレーズ検索で

はなく正規表現を使います。 

◎正規表現の構文は、あなたの入力を検査します。構文が間違っていれば、値フィ

ールドの入力が次のように赤くハイライトされます。 

 

フィルターテスト： 正規表現が正しいかを調べるには、サンプルメッセージをこちらに入力します。 

入力したテキスト文がフィルターに一致すれば、このフィールドが次のように緑色に

ハイライトされます。 

本文に適用： メッセージ本文にルールを適用させたい場合、このチェックボックを選択しておきま

す。 

 

ヘッダーのどれかに

に適用： 

ルールをメッセージヘッダーに適用したい場合、このチェックボックスを選択し、ヘッ

ダーに適用するルールを入力します。 

例えば、ルールをサブジェクトに適用されたい場合、サブジェクト、または  

サブジェクト:を入力します。 

メッセージヘッダーのどれかに一致させたい場合、全てのヘッダーは空白にしてお

きます。 

インバウンド/アウト

バウンド処置： 

フィルタールールで一致した、メッセージのインバウンド/アウトバウンド処置の設

定。インバウンドとアウトバウンドで異なった処置ができます。 

次の処置ができます： 

削除：送信者または受信者に通知なく、メッセージは廃棄されます。 

リレーサバーへリダイレクト：メッセージは、別の SMTP リレーホストへルート/中継さ

れます。 

リレーフィールドは、リレーホストの FQDN(ホスト名)か IP アドレスを入力します。 

定義方法は、  

domain, host, host:port, [host]:port, [address] or [address]:port;に設定し、 

[host] 形式では MX参照をしません。 

ユーザ（アドレス）へリダイレクト：設定した電子メールアドレスへメッセージをフォワー

ドします。 

ユーザーフィールドにおいて、フォワードするメールアドレスを入力しておきます。メ

ッセージは、設定された受信者へ送信されます（複数可）。 

備考: この処置は、全ての受信者へメッセージが転送されます。 

 

バウンス：メッセージは拒否されます。送信者はバウンスメッセージを受信する事に

なります。 

ホワイトリスト：メッセージは全てのスパム検査なしで、受信者へ送信されます。 

検疫：メッセージは検疫されます。受信者は直ぐには受け取れません。 

オフ： ルールを無効とします。 
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プレデファインドコンテンツフィルター： 

情報漏えい防止(DLP) 用に 2 つの定義済みコンテンツフィルターが含まれています。 

 

クレジットカード番号： 

このフィルターを使う事により、メッセージ内にクレジットカード番号 

が含まれているかを検査できます。メッセージに Visa、 Mastercard、Discovery、 American Express o や

Diners クラブカード番号が含まれると、選択された処置が施されます。 

 

ソーシャルセキュリティ番号： 

このフィルターは、 U.S.ソーシャルセキュリティー番号があるかどうかを検査します。メッセージにパターン 

nnn-nn-nnnn が含まれると、選択された処置が施されます。 カード番号の有効性は、番号のグループに全

てゼロが含まれていないかによって検査されます。000-11-1111, 111-00-1111, or 111-11-0000 のような場

合。  

（注意：現状 V6.11 では日本のマイナンバーには対応していません。） 

このフィルターは、殆どのクレジットカード番号、ソーシャルセキュリティ番号のフォーマットに一致するように設

計されています。 

しかしながら、様々な方法のフォーマットがあるので、全てのメッセージでフィルターパターンに一致しない場

合もあります。 

更に、パターンは特定のパターンや番号を検索するので、この数値パターンに一致しないカード番号や、ソ

ーシャルセキュリティ番号に一致しない事もありえます。 

正規表現を使う 

正規表現は、通常の文字 (a ～ z など) と、メタキャラクタという特殊文字から構成される文字列のパターン

です。 パターンによって、テキスト本文を検索するときに一致する 1 つ以上の文字列を指定します。 

正規表現は、検索対象の文字列と文字パターンを一致させるためのテンプレートとして機能します。 

スパムタイタンのコンテンツフィルターは Perl 互換の正規表現 (PCRE) が使われています。 

正規表現の詳細については以下の URL をご参照下さい。 

http://www.regular-expressions.info/    http://www.pcre.org/ 

 

正規表現例： 

 
次の例は、２－３の簡単な正規表現式です。 

特定ﾄﾞﾒｲﾝに一致 

基準に一致： ドメイン example.com と example.ne からのメールアドレスに一致 

正規表現： (\W|^)[\w.+\-]{0,25}@example\.(com|net)(\W|$) 

詳細： １、\W は非英数字文字に一致。不適切なメールアドレスを検知できます。 

２、^ 行の最初に一致。 

３、$ 行の最後に一致。 

４、[\\w.+\\-] (範囲 0-9, A-Z と a-z)を使った言葉、小数点、プラスまたはハイフォン

に一致。 

５、\ エスケープ文字\を表すには\\のようにエスケープ文字を付加するとメタ文字とし

て処理されません。 

６、{2,30}  2 文字以上 30 文字以下の文字数。 

例えば、 fo{1,2}bar では、fobar と foobar に一致するが、fooobar には 

一致しない 

７、ブラケット内の com と net、間に | を使うと、条件（or)で一致します。 

 

192.168.1.0/24 netblock の IP アドレスに含まれる数字列に一致。 

一致の基準： 192.168.1.0/24 CIDR アドレス範囲内に一致。  

（すなわち、192.168.1.0 から 192.168.1.255 の範囲） 
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正規表現： （\W|^)192\.168\.1\.([1-9]|[1-9][0-9]|1([0-9][0-9])|2([0-4][0-9]|5[0-5]))(\W|$) 

詳細： １、\W 非英数字文字に一致。 IP アドレス等の入力ミスを防止する 

正規表現。 

２、^ 行の始めに一致。 

３、$ 行の最後に一致。 

４、小数点を意味する正規表現は\\.のようにエスケープ文字\を付加し、 

\自体をあらわすには\\のようにエスケープ文字\を付加します。 

５、IP アドレスの最終オクテット（1-255)をあらわすには； | 文字で 

分離します。 

[1-9]  

[1-9][0-9]  

1([0-9][0-9])  

2([0-4][0-9]|5[0-5])    
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5 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。 

 

ネットワークテスト 

SpamTitan Gateway はメッセージのスパムスコアを決めるのに、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。 

両方のチェックはデフォルトで有効 になっています。 RBL(リアルタイムブラックホールリスト)は デフォルトで

有効になっています。これが有効ですと、受信 メッセージがスパムソースやリレーとしてブラックリスト されて

あるマシーンを通っていないかチェックされます。  

 

 
 

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ーからのメッ

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。この項目で使われる RBLの使用方法は、SMTP初期セッション（メールリレ

ー設定）で検査する一般的な RBL の使用方法とは異なっています。デフォルト有効。 

この項目での RBL 参照の結果はメッセージの最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）で直接メッセージを拒否するものではありません。 

 

備考これらのテストが実行されるためには、以下のポートが、 ファイアーウォールで開放されている必要があ

ります。 

◎outbound TCP port 2703 と tcp port 7(Razor: が必要とします。)  

◎outbound TCP と UDP port 24441(Pyzor: が必要とします。)  

◎RBLs:が必要とする DNS アクセス  

 

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。 

 

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最適

化してスパムスコアの精度を高めています。 
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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 Gateway 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 Gateway に中継される前に、最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 Gateway 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 Routing）フォーマットで定義します。 

 

ベイジアンデータベース 

ベイジアンデータベースでは、トークンと呼ばれる識別語を見ることで スパムを確認するための選別エンジン

となります。 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いるトークンがあります。 

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が含まれていたとすると、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。 ベイジアン

識別エンジンはデフォルトで有効となっています。 

 

 
 

 

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。 
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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。 

最古のトークン： ベイジアンデータベース内の最も古いトークンの日時。 

最新のトークン： ベイジアンデータベース内の最も新しいトークンの日時。 

最近の消去： データベースから最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。 

自動学習（AWL）のベイジアンルールや、ユーザホワイト/ブラックリストルール

など、 いくらかのテストでは、無効となることにご注意下さい。 

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

自動学習に利用されます。 

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自動学習に利用されま

す。（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 12 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

レシホールドの最低必要値は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。 

データベース内のトークン数が<b>bayes_expiry_max_db_size</b>より大きくな

った場合。 

少なくとも、最新と最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。 
 

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

スコアとしてペンパルズ・ソフトホワイトリストに登録されます。これはローカルユーザ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ますが、この場合の擬陽性を防ぐために用いられます。 
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メッセージを受信した時、SpamTitan Gateway 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―最も最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。 

最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、SpamTitan Gateway 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最大の控除スコアを

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。 

 

光学文字認識（OCR） 

 
 

 

光学文字認識ソフトを使用すると、SpamTitan Gateway 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 Gateway 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ーではこ

の機能は無効にしておくことを推奨します。 

ボットネット解析 

 
 

 

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信しよ

うとするホストなどを検知する） 

 

●V6.13 から IPv6 に対応しました。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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  備考：アンチスパムエンジン＞設定＞内部ネットワークに IP アドレスを追加する事で、この検査をバイ

パスすることができます。 

   このリストに登録されている IP アドレス(ネットワーク）からのメールは検査がバイパスされ、送信元のサー

バーIP のみが検査対象となります。 

   （SpamTitan Gateway の前段に別の自社のメールサーバがある場合、この自社サーバを内部ネットワーク

に登録しておくと、送信元のメールサーバーのみ検査対象となります） 

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

 

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。 

OSフィンガープリンティングは、SpamTitan Gatewayに、妥当な精度で接続する SMTPクライアントのオペレー

ティングシステムを識別できるようにするプラグインです。ほとんどのスパムは、標的の Windows デスクトップの

システムに由来します。SpamTitan Gatewayは、単にネットワークトラフィッ クを解析するだけなので、パッシブ

と呼ばれています。これにより、Windows XP オペレーティングシステムを警戒し、UNIX オペレーティングシス

テムを比較的に信頼することができます。 OS フィンガープリントは完全に正確であるわけではないですが、

ほとんどの Windows XP のシステムを識別するのには非常に良い処理をします。ただし、NAT ルータとファイ

アウォールはいくつかのシステムを識別できないようにします。ま た、SpamTitan Gatewayは、最後のホップの

クライアントの OS のみを識別します。そのため、スパムメッセージが SpamTitan Gateway に達する前に、あな

たの リレー機器のいずれかを経由して中継されるようなら、その結果は、発信元の SMTP スパムクライアント

のものではなく、リレー機器のものになります。 

 

 
 

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（上図では有効となっています） 

 

パフォーマンスチューニング 

 
 

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 4 プロセスが、多くの組織で最適と

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 Gateway アプライアンスがスワッピングを始めるか、あるいは CPU 負荷が

3.0 の場合を超えるような場合には、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、逆にパフォーマンスを低下させる事が予想できます。 
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ランゲージオプション 

 
 

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

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。 

 

 

アンチスパムエンジン：ドメインポリシー 

SpamTitan Gateway 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。 

 

SpamTitan Gateway はドメイン単位と受信者ポリシー単位でメールの取り扱いを決める事ができます。 新しい

ドメインを追加すると、デフォルトのポリシーが生成されます。 その後は受信者ポリシーが設定されるまで、ド

メイン内のユーザーに向けた全てのメールはデフォルトのポリシーに従います。 SPAM、ウイルス、禁止添付

ファイルチェックはドメイン毎、あるいは受信者ベースで有効化・無効化できます。  

 

アンチスパムエンジン>ドメインポリシー画面を開くと、 
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メールリレー設定で設定されたドメインと、Outbound Mail ポリシーのリストが表示されます。ドメインポリシーの

設定を変更したい場合には、オプション項目の (編集)アイコンをクリックしますと、該当ドメインの設定画

面が表示されますので、スパムフィルター、ウイルスフィルター、不正添付ファイルの処理、検疫レポートメー

ル情報等が表示されますので、変更があれば変更後、下側の「Apply」ボタンをクリックして設定を保存してく

ださい。 

 

 

 
 

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；ユーザー別ポリシーが設定されておれば、異なったユーザー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。 
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ドメインポリシーの設定項目： 

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。 

スパムフィルター ： 

（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されます。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、最終受信者には、かまわず

配信されます。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最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ヘッダーを追加  

(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。 

ウイルスフィルター： 

(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。 

クリーン E メールのアーカ

イブ： 

クリーンメールをアーカイブするかどうか ON/OFF。 

偽陰性メッセージを後でスパムマーク付けできます。 

（履歴画面で該当メッセージクリックし、検疫メールビューア画面で 

「スパムとしてマーク」リンクをクリックするとスパムマーク付けできる） 

（SpamTitan Gateway V6.0 以上） 

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
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（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、あるいは最後に

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、最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) 

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。 

 

ドメイン管理者： 

 

ドメイン管理者は SpamTitan Gateway 上の個々のドメインを管理する事ができ、ドメインの検疫スタックの閲覧

や、ドメインのレポートの生成、ドメインのメールの処理履歴等を許可できます。 ドメインはそれぞれ、複数の

ドメイン管理者を設定でき、ドメイン管理者によって実行された全ての変更はインターフェース ログ ファイル

に記録されます。 ドメイン管理者に使用できるのは、SpamTitan Gateway がローカルで管理する E メールアド

レスのみです。  

ドメイン管理者がユーザーインターフェースにログインする場合は、個人的なユーザーインターフェースなの

か、管理するドメインのインターフェースなのか選ばなくてはなりません。 ポリシー設定をデフォルト状態へ戻

す場合はリセットボタンをクリックしてください。 

 

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

  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。 

最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、 
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管理者が該当のドメインのユーザーでもあり（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。 

 

アンチスパムエンジン:ユーザーポリシー管理 

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Ｗ

ｅｂ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。 

 

 
 

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ー単位で可能）。 

 

ユーザーポリシーの設定項目： 

フィールド 説明 

ドメイン： この入力ボックスで、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。 

メール： 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 右向き（三角）ボタンをクリックすると、上記の検索基準で検索する。 

ユーザー追加 ユーザー追加ボタンクリックで、指定されたメールアドレスのポリシーを生成。 

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。 

 

追加ボタンクリック後の画面では、 

１、 電子メールアドレス：ユーザポリシーを適用するメールアドレスを書き込む。 

２、 ユーザの役割（ドロップダウンメニュー）：「権限定義とパーミッション」の画面で

に設定されたユーザの役割（ユーザロール）より選択可能。 

３、 ロックポリシーオプション：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、現在のユーザー別ポリシ

ーが受け継がれます。 
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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(選択されたユーザー)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。 

 

個人設定アイコン ： 全ての検疫、フィルタルールと設定を閲覧できます、選択したユーザー個別の画面表

示ができます。 

 

 

 

 

Roles and Permissions （役割と権限） 

 

システム管理者(administratoｒ)やドメイングループ管理者、ドメイン管理者グループおよび、ユーザ管理がロ

ールベースで各種設定の管理できます。 

 

 
 

カスタムロールは、テンプレートロールのサブセットパーミションで定義されています。 

パーミションは、割り当てられたルールで使用されたユーザログがある場合に現れるメニュー項目で決まりま

す。 

少数のパーミションを持っていて、より少ないのがそのメニューとなるでしょう。 

これらは、それぞれ異なったタイプのロールがあります。: 管理者ロール、ドメイングループ管理者ロール、ド

メイン管理者ロールおよび ユーザーロールです。 

 

これらのユーザータイプのどれかに割り当てるカスタムルールは、ユーザーがアクセスしたリソースで制限され

ます。 

ドメイン管理者自身のロールは、他のドメイングループ管理者または、ドメイン管理者では見たり編集はできま

せん。 

現在１つ、もしくは１つ以上のユーザーが割り当てたものの削除はできません。 

 

ADMINISTRATOR ROLES （管理者向けロール） 

 

全ての設定ができる権限を持ちます。 

アンチスパムエンジン>Roles and Permissions より ADMINISTORATOR ROLES で「追加」をクリックし、新しい

管理者ロール名と作業内容の許可/不許可を選択します。 
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管理者ロール項目： 

メニュー 設定が変更可能な項目 

システム設定 ライセンス、ネットワーク、時刻、メールリレー、速度制御、システム更

新、シャットダウン/リスタートの設定許可/不許可 

コンテンツフィルター ウイルス、スパム、ファイル拡張子の設定許可/不許可 

アンチスパムエンジン 設定、ドメインポリシー、ユーザポリシー、Roles and Permissions、admin

の設定許可/不許可 

設定 パスワード変更、インターフェイス設定、SSL、TLS、アクセス/認証、バ

ックアップ、通知テンプレート、リモート syslog、送信時免責文言、

SNMP の設定許可/不許可 

フィルタールール グローバルホワイトリスト、ブラックリスト、パターンフィルターの設定許可

/不許可 

検疫 検疫管理、設定、エイリアス設定の許可/不許可 

レポート システム情報、グラフ、管理、履歴、レポート、本日のレポート、スケジュ

ールレポート、アーカイブレポートの設定の許可/不許可 

ログ View Logsの設定の許可/不許可 

クラスター クラスタ化の設定の許可/不許可 
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DOMAIN GROUP ADMINISTRATOR ROLES（ドメイングループ管理者ロール） 

 

設定されているドメイン全てのドメイン（グループ）に適用されます。 

 

 

 
 

各項目： 

メニュー 設定が変更可能な項目 

アンチスパムエンジン ユーザーポリシーの設定許可/不許可 

設定 送信時免責文言、ポリシー管理、リレー設定の設定許可/不許可 

フィルタールール ドメインブラックリスト、ホワイトリストの設定許可/不許可 

検疫 検疫管理の設定許可/不許可 

レポート 履歴、レポート、本日のレポート、スケジュールレポート、アーカイブレ

ポートの設定許可/不許可 
 

 

 

 

DOMAIN  ADMINISTRATOR ROLES  (ドメイン管理者権限) 

 

単一ドメインの管理を行ないます。他のドメインには普及しません。 
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各項目： 

メニュー 設定が変更可能な項目 

アンチスパムエンジン ユーザーポリシーの設定許可/不許可 

設定 送信時免責文言、ポリシー管理、リレー設定の設定許可/不許可 

フィルタールール ドメインブラックリスト、ホワイトリストの設定許可/不許可 

検疫 検疫管理の設定許可/不許可 

レポート 履歴、レポート、本日のレポート、スケジュールレポート、アーカイブレ

ポートの設定許可/不許可 

 

 

 

USER ROLES （ユーザーの権限） 

 

アンチスパムエンジン>ユーザーポリシー画面で登録されているユーザーリストで、このユーザーのロールを

設定します。ユーザーポリシーリストに登録されているユーザのアクセス権限を決める事ができます。 

 

 
 

User Roleで右側のドロップダウンメニューからユーザーロールを設定します。 

 

ユーザーロールの追加は、追加ボタンをクリックして下さい。 

 

 
 

各項目： 

メニュー 設定が変更可能な項目 

設定 パスワード変更、検疫レポート設定、ポリシー管理の設定許可/不許可 

フィルタールール ユーザーブラックリスト、ホワイトリストの設定許可/不許可 

検疫 検疫管理の設定許可/不許可 

レポート 履歴の設定許可/不許可 
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Admins （管理者の作成） 

また、いくつかのカスタム管理者ユーザーを作る事ができ、カスタム管理者のアクセス権は、ロールを適用す

る事で決まります。 

 

これらは、次の３つの分離したカテゴリーとなります： 

管理者： 

 

管理者はロールが適用された場合のみ制限されます。特権アドミンユーザー

（admin）は削除できません。 

ドメイングループ管理

者： 

ドメイングループ管理者は、アクセスの許可が定義されたドメイングループ（グル

ープ内の各ドメイン）のみアクセスできます。 

もし、ドメイングループ管理者が１つ以上のドメイングループにアクセスした場合、

ドメイングループ管理者テーブルの複数の列（row)を持ちます。 

ドメイングループはドメインのグループですので、ドメイングループ管理者は定義

されているドメイン（複数）のみ、変更ができます。 

ドメイングループ内にはいくらかの数のドメインを持つ事ができますが、しかし各ド

メイン各々は１つのロールに属しています。 

 

ドメイングループ管理者は、それらに適用されたロールで更に制限されます。 

ドメイン管理者： 単一のドメインの管理を行ないます。 

もしドメイン管理者が１つ以上のドメインにアクセスした場合、ドメイン管理者テー

ブルに複数の列(row)を持ちます。 

ドメイン管理者は、これらドメイン自身へのみ変更ができます。 

ドメイングループが使用中の場合、ドメイン管理者は違うドメイングループにアク

セスできる事にご注意下さい。 

 

ドメイン管理者は、それらに適用されたロールで更に制限されます。 

 

あなた自身のアクセス権によって、上の各カテゴリー変更能力を持つことになりますので、全てのカテゴリーを

見ることはできません。 

 

 

Domain Groups （ドメイン不ループの作成） 

ドメイングループは、複数のドメインを 1 つのグループとして、ドメイングループ管理者によりアクセスできる有

用な機能です。 

新しいドメイングループを生成する場合、ドメイングループ名のみ必須項目となります。 

もし、タイムゾーンが定義されている場合、いくらかのドメイングループ管理者は SpamTitan Gateway インター

フェイスではそのドメイングループのローカル時間でのアクセスとなります。 

 

ドメイングループにアクセスするドメイン管理者は Admins（管理者）画面で生成する事ができます。 

 

一度ドメイングループが生成されると、システム設定のメールリレー画面で設定する事により、 

該当ドメインをドメイングループに所属させる事ができます。 
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上図の場合、メールリレー設定で追加した company.co.jp ドメインがドメイングループ dom-group-1 に所属さ

せる事になります。 

（ドメイングループ dom-group-1 は既に、アンチスパムエンジン>Domain Groups 画面で設定されているものと

します） 

 

特権管理者（admin）は、ドメイングループの所属に関係なく変更できる権利が与えられています。 
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6 設定 

この章では、SpamTitan Gateway の基本的な管理者設定を行います。 

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。 

 

 
 

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

  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。 

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

 

インターフェイス設定 

 
 

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項目： 

項目 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 Gateway 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)： セキュリティ上、SpamTitan Gateway 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。最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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ログインページ設定  

 
 

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 Gateway 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項目： 

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、ユーザー自身でパスワードを忘れたために SpamTitan 

Gateway 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 Gateway 管理者自身が作成する

ものです） 
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SSL認証管理 

 
 

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

す。SpamTitan Gateway 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

ーザー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、ユーザーが望めば認証内容を見る事ができます。 

 

コモン名：SpamTitan Gateway 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 Gateway 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 Gateway.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） 
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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、

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。 

 

TLS (トランスポート層セキュリティ) 

SpamTitan Gateway にはトランスポート層セキュリティ（TLS）:証明書ベースの認証暗号化されたセッションの

ためのメカニズムが組み込まれています。 

 

本機能を有効にした場合、その後 SpamTitan Gatewayは、SMTP接続用のピアとの暗号化セッションをネゴシ

エートしようとします。 TLS セッションをネゴシエートすることができない場合（多くのクライアント/サーバが

TLS をサポートしていません）、その場合はプレーンテキストに代替 されます。 
 

 
 

本機能を有効にする場合、 

TLS: 「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 Certificate設定をしていない場合、 

 

 ワーニング：最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。 

 

受信ヘッダーに TLS 情報を含める： 

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。 

Receivedヘッダーにクライアントと発行者のCommonNameと共に使用されているプロトコルおよび暗号に関す

る情報を含めるには：受信ヘッ ダーにTLS情報を含める：を有効にしてください。情報は必ずしも本物ではな

いため、デフォルトでは本機能は無効になっています。ヘッダは、通信経路間で変更されている可能性があ

るため、最終宛先のみが信頼できます。 
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TLS ログ： 

 有効の場合、maillogに TLS 処理情報が記録されます。 

 

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

 

HTTPS（アクセス/認証）の設定 

SpamTitan Gateway 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。 

 
 

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項目： 

項目 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。従って、UI を使用してアクセス

する場合、例えば、http://SpamTitan Gateway.mydomain.com の場合には

SpamTitan Gateway.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。 

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

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 Gateway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。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  備考：このリストは上から下への順で探して、最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ー名、メールアドレスの定義もできます。

（：user@example.com 等） 

 

 
 

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。 

他の全てのユーザーは、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 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。 

 

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、ユーザーが GUI

にログインし、検疫エリアや、ユーザー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。 
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 内部（デフォルト）：SpamTitan Gateway 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 Gateway 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。 

 

ユーザーは、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

ーの詳細を入力します。 

 

次の表は LDAP フィールドに入力する項目： 

LDAP 設定 説明 

LDAP サーバー： SpamTitan Gateway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ーへ

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 ユーザー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ー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を定義します。 

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ます。 

 

 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
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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 認証の設定項目： 

SQL 設定 説明 

SQL データベース 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 サーバポート SpamTitan Gateway 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 ポート 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 ユーザー名 SQL サーバーに接続する場合のユーザー名を定義。 

SQL パスワード 上記ユーザー名に従うパスワードを定義。 

SQL データベース名 認証テーブルを含んだデータベース名を定義。 

SQL テーブル 認証で問い合わせる SQL テーブル。 

SQL メールカラム 電子メールアドレスのリストを含んだカラム。 

SQL パスワードカラム ユーザーのパスワードを含んだカラムを定義する。 

SQL パスワードタイプ 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。 

 

 

 POP3 

 

 
 

 

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 

Gateway の Web インターフェイスにログインします。 
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POP3 認証の設定項目： 

POP3 設定 説明 

POP3 サーバー SpamTitan Gateway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 ポート 上記の場合に使用するポート番号。デフォルトで 110。 

セ キ ュ ア 認 証 使 用

（UseSecureAuthentication） 

セキュア認証を使用する場合、はいをチェックしてください。 

POP3 アドレスタイプ 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 Gateway は電子メールアドレスからドメイン名を取り省

き、ユーザー名のみを認証に使用します。 

 

 

 IMAP 

 

 
 

 

IMAP を認証方式として使用する場合の IMAP 設定項目： 

IMAP 設定 説明 

IMAP サーバー 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。 

セ キ ュ ア 認 証 使 用

（UseSecureAuthentication） 

セキュア認証を使用する場合、はいをチェックしてください。 

IMAP ポート 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 アドレスタイプ 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、認証サーバーへの接続およびユー

ザー認証のテストができます。 
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API 許可ホスト: 

 

SpamTitan Gateway API は、貴社独自の SpamTitan Gateway 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、SpamTitan Gateway のユーザー

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

い。 

 

 
 

 

システム設定のバックアップとリストア 

SpamTitan Gateway 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（隔離メール、ベイジアンデータベースはバックアップできません）。 

 

 
 

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、バックアップをエク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 Gateway 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 サーバーにアクセスを

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。 
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スケジュールバックアップ項目： 

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。 

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 サーバーにバックアップ： の開始ボタンをクリックして下さい。 

●V6.13 より SFTP サーバー、アマゾン S3 へのバックアップが可能となりました。 

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。 
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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 Gateway 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） 

 

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 Gateway

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 

Extensions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 

Gateway 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 Gateway 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項目： 

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
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ん。 

%t メールヘッダーの Received トレースの最初のエントリー 

%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

Return -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 （最後の）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つのエントリーを含む

（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。 

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

 

 

 
 

 

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。 

 

リモートシスログ 

全てのシステムログは SpamTitan Gateway 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。

シスログは実際には 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） 
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設定＞リモート シスログページから SpamTitan Gateway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： 

リモートメールシスログ：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シスログ：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シスログ：メッセージ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。 

 

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 Gateway 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） 

 

 
 

 

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。 

各ドメイン別の設定ができます。 

 

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。 
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免責文言免除の項目： 

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） 

 

SNMP 管理 

SNMPはUDPベースのネットワークプロトコルで、SpamTitan Gatewayの状態をモニターできるようになります。 

SpamTitan Gateway 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。 

 

 
 

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 Gateway 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。 
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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 Gateway 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（メッセージ数）およびクラスタ同期状態（1or0）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 

1.3.6.1.4.1.2021.8.1.101.6 – Clusterデーモンの監視（1=クラスタオン、0=オフ）  

 

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

  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。 

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

 



SpamTitan Gateway 管理者ガイド V6.14 

- 94 - 

7 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。 

 

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 Gateway 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。 

 

 
 

 

グローバルブラックリストをコントロールする項目： 

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 Gateway 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。 

(ドメインは@が付加されて登録されます。例: @abc.co.jp) 

(編集)ボタン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)ボタン

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。 

ボタン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。 ボタンは選

択されたメールアドレスを削除します。 

インポート 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。 

例： 

 jhon@exsample.com 

 jane@exsample.com 

 @foobar.com  
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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。 

 

 
 

 

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。 

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。 
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グローバルホワイトリストをコントロールするフ項目： 

項目 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 Gateway 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。 

 

（編集）ボタン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）ボタ

ン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。 ボタンは選

択されたメールアドレスを削除します。 

インポート 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。 

 

パターンフィルタリング 

電子メールヘッダー、サブジェクト、本文内の文字列を正規表現式によってホワイトリスト、ブラックリストとして

検出できます。（但し、英文のみ） 
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Whitelisted/Blacklisted Pattern に追加する場合、 

 

 
 

例１：Whitelisted Pattern に xxxx@yyy.abc.co.jp をヘッダーに含む場合、スパム検査をバイパスします。 

定義ルールは、スラッシュ（/）で囲んでください。上記の例の場合、 

 /.*@.*\.abc\.co\.jp/ となります。（\はバックスラッシュ） 

 

例２：本文に sex という小文字を含む場合、/\bsex\b/i となり、unisex、sextuples や SEX では検知されず、

sex のみの文字で検知されます。 

 

パターン一致は、 

Any Header（ヘッダーのどこか）、Message Body（メッセージ本体内）、Subject or Message Body（サブジェクト

あるいは本体内）、Any Header or Message Body（ヘッダーのどこか、あるいは本体内） から選択できます。 

 

Test ID:  パターンフィルター番号。マッチした場合のパタンーフィルターの識別ができます。（V6.0 より） 

 

Use Rowbody: パターンフィルタールールにメッセージの Row Body を使用するかどうかの選択ができるように

なりました。Row body ルール処理が有効の場合、HTML タグや改行の取り外しが無くともメッセージ本文の検

索ができます。これは、HTMLタグや HTMLコメント内のスパム、スパムでないパターン、あるいは特殊な改行

パターンを検索できます。（6.13 より） 

 

 

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

  備考：日本語コードは検知できません。英文のみを設定してください。本リストのコメント部には日本語

表示ができますので、メモとしてご利用下さい。 

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

 

mailto:xxxx@yyy.abc.co.jp
mailto:/.*@.*/.abc/.co/.jp/
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8 検疫 

この章では、SpamTitan Gateway 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。 

検疫の管理 

SpamTitan Gateway 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 Gateway 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。 

 

 
 

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。 

 

検疫内のメッセージに対する処置（リスト上側）： 

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, Subject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
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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、左の選択ボックス（四角）をクリックし

て選択し、「リリース」ボタン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「Whitelis」ボタン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 Gateway 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 Gateway 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。 

SEARCH FILTERS 

(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 （ Spam,Virus,Banned Attachements,Deleted Spam,Deleted 

Banned,Deleted Virus から選択） 

Messsage Flow（メッセージの方向（送受信）） 

スコア： 

 
 

Is any（全て）、is equal to（値に等しい）、is less than（値より小さい）、is greater than

（値より大）、in range (x,y) 範囲 x-y の値で検索。 

受信者電子メールアドレス（管理者のみ） 

送信者電子メールアドレス 
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SERCHE FILTERS 画面 

 

 
 

DISPLAY SETTINGS 画面 

 

 
 

DISPLAY SETTING 構成 

 

ShowMessages Flow メッセージの方向（受信か送信） 

Only Showmessages for local node このノードのみの検疫状況（クラスタ構成時） 

Show Cluster node Column クラスタノード（全て）の検疫状況を表示するカラムを表示

する（クラスタ構成時） 

      

 

設定＞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。 
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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 Gateway 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 Gateway.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 

最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 Gateway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。 

 

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。 

 

 
 

 

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。 

 

 
 

 

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） 

 

 

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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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、エンドユーザー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。 (V6.14 よりレポートフォーマットが少し変更となりました) 

 

 
 

メッセージの処理： 

 

 
 

 “配信“リンクをクリックするとメールが配信されます。 

 “ホワイトリスト“リンクをクリックすると、メールが配信されると同時にユーザー用のホワイトリストに追加

されます。 

 “削除“リンクをクリックするとメールが隔離から削除されます。 

 “全メッセージを削除”リンクをクリックすると、全てのメールが削除されます。 
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隔離レポートの設定： 

 
 

 

 “レポート配送頻度:“から、レポート配送頻度を選択できます。（設定により表示させないことも可

能。） 

 “レポートに含む項目:“にて、全ての隔離メールの通知を受け取るか、前回からの差分のみ受け取

るか選択できます。（設定により表示させないことも可能。） 

 “検疫エリア全体や特定メッセージの閲覧“にて、個人用管理画面にログインできます。（設定により

表示させないことも可能。） 

 “今すぐ以下の項目を含む新しいレポートを配信”にて、今すぐにすべての隔離メールの通知を受

け取るか、今すぐに前回からの差分のみの通知を受け取るかを選択できます。（設定により表示させ

ないことも可能。） 

 

SpamTitan Gateway 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、最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。 

 

 

エイリアス 

（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。 
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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。 

 

 
 

 

項目 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ーにチェックを入れ、”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ー

を入力してください。 
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9 レポート 

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

 

レポート：システム情報 

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

 

 
 

 

システム情報の項目： 

項目 説明 

プロセッサー： SpamTitan Gateway サーバーに搭載されているプロセッサー 

メモリ： 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 Gateway 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 Gateway 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。 

 

レポート：サービス 

SpamTitan Gateway 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。 
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サービス： 

 

 Clamアンチウイルスサービス 

 Kaspersky 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。 

 

レポート：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 Gateway上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 Gateway 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。 

 

 
 

 

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 Gateway 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。 

システムツール 説明 

スパムテスト： SpamTitan Gateway 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 Gateway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。表示されている最後の方

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。 
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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 Gateway 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 Gateway 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 Gateway 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 Gateway システム診断の内容が電子メー

ルで自動的に SpamTitan Gateway 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 Gateway サ

ポートへセキュア接続

を確立： 

この SpamTitan Gateway 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

SpamTitan Gateway のサポートに接続され、SpamTitan Gateway 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。 

 

レポート：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 Gateway 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。 

 

 
 

 

ツールの項目： 

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。 

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 サーバー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 Gateway がリレー
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している MTA の性能にもよるかもしれません。  

 

レポート：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。 

 
 

レポート：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。 

 

 
 

 

 

 

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。 

 

各イベントレコード項目： 

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。 
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レポート：履歴 

レポート＞履歴 ページから、SpamTitan Gateway 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。 

 

 
 

 

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： 

カラム 説明 

日付 メッセージが処理された日時。 

MsgID SpamTitan Gateway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 Gateway に届く前に上流のメールサーバーを中継して届いた場合に

は、上流のメールサーバーの IP アドレスとなります。（そのような構成であれば） 

Type SpamTitan Gateway 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。 

 

更新ボタン 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。 

表示期間の設定は、右上の Date range リンクをクリックします。 
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Last hour １時間前から現在まで 

Last 3 horr ３時間前から現在まで 

Last 6 hour  ６時間前から現在まで 

本日  本日分 

昨日  昨日から現在まで 

直近７日間 １週間前から現在まで 

 

 

MAIL FILTER （履歴内の検索） 

 

 
 

 

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。 

 

右側の欄： 

フィルター 説明 

Message Type： 

 

タイプフィールドでは、SpamTitan Gateway によって分類されたタイプ（クリーンメール、

スパム等）を選択ボックス（or 丸）から選択します。 

メッセージタイプの種類は： 

Any 全てのトランザクション（デフォルト、その他項目は無表示） 

クリーン （Chose Type を選択時、以下同様） 

スパム 

不正添付 

ウイルス 
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フォールスポシティブ（擬陽性：メッセージは検疫エリアからリリースされた） 

不正受信者 

RBL 拒否 

リレー拒否（不正中継を試みて失敗） 

HELO 拒否（HELO グリーティングで拒否） 

Tagged（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識されている

が、受信者のポリシーで通過した） 

SPF 機能で拒否されたメッセージ 

送信ドメイン不明 

FQDN でない送信者 

検疫 

Blacklisted TLD（TLDブラックリスト登録） 

Whitelisted IP アドレスからのメッセージ 

Blacklisted IP アドレスからのメッセージ 

Blacklisted 送信者からのメッセージ 

Whitelisted 送信者からのメッセージ 

 

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。 

 

左側の欄： 

フィールド 説明 

メッセージ・フロー メッセージの方向。Inbound and Outbount、Inbound、Outbound プルダウン

ボタンから選択します。 

受信者 E メールアドレス： 受信者電子メールアドレス 

送信者 E メールアドレス： 送信者電子メールアドレス 

ソース IP アドレス： SMTP 送信元 IP アドレス 

SpamTitan Gateway ID： SpamTitan Gateway メッセージ ID 

スコア： is any        全てのスコア 

is equal to     スパムスコアが～に等しい 

is less than    スパムスコアが～より大きい 

is greater than スパムスコアが～より小さい 

in range (x,y)   スパムスコアの範囲を指定（x,y） 

下側のボックスにスコア値を入力してください。 

配信状態： Any         全てのメッセージ 

Sent         送信したメッセージ 

ディファード  送信できなかったのでキューに蓄積したメッセージ 

Bounced     バウンスメッセージ 

件名： サブジェクト内容で検索 

 

設定の表示 （履歴リストの表示オプション） 
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各表示の選択項目： 

メッセージのサブジェクトを表示 

クリーンメッセージのスコアを表示 

スパムメッセージのスコアを表示 

ウイルスメールのウイルス名を表示 

ウイルスを検知したスキャナー名を表示 

メッセージの方向（送/受信） 

TLS 暗号化状態 

配信状況（配信の場合 Sent を表示する） 

配信先からの SMTP 応答コード(250 等) 

RBL 検知時、RBL サイト名表示 

クラスタ構成時、自ノードの状況のみ表示 

クラスタ構成時、全てのノード状況を表示 

 

 

LOG SETTINGS （メールログの設定） 

 

 
 

 

各項目の詳細： 

Log Invalid Recipients 不正受信者（宛先不明受信者）を表示する 

Log RBL Rejects RBL で拒否 

Log HELO Rejects HELO 検査での拒否 

Log SPF Rejects SPF 検査で拒否 

Log Relay Denied 不正中継を試みられた 

Log Sender Rejects 送信者ドメイン不明で拒否 

Automatically purge logs after ログの自動消去をプルダウンメニューから選択。 

3 日、6 日、１週間、10 日、3 週間、1 ヶ月から選択できます。 
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EXPORT to CSV （履歴情報を csv ファイルに出力） 

 このリンクをクリックすると、PC上のどこか（指定可能）に履歴情報の csv ファイルを 

 出力します。 

 

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

  備考：CSV ファイルでの吐き出し機能は日本語に対応していません。従って CSV ファイルに出力した

い場合、管理画面に英語でログインしてこの機能をご使用下さい。 

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

 

レポート：各種レポート生成 

レポート ＞レポート生成 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。 

 

 
 

 

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 
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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 

７日間、今月、先月 

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 Gateway 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項目が最大です） 

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。 

 

スケジュールレポート 

SpamTitan Gateway 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。 

 

 
 

 

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 
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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） 

ドメイン概要レポート 

ライセンス利用レポート 

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～最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。 

最大項目数： レポートに表示される項目数の最大数。 

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。 

 

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 Gateway 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。 

 

 
 

 

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する事ができ

ます。 
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10 ロギング 

SpamTitan Gateway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 Gateway 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 のリモートシスログ」をご参照下さい。 

 

 
 

 

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 Gateway 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、まさに最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最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 Gateway 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、SpamTitan Gateway 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。 

 

 

Email Alerts （アラート機能） 

SpamTitan GatewayV6.14 よりアラート機能が追加されました。 

 

：Alert： 

アラートは、SpamTitan Gateway のリソースや処理をリアルタイムで監視する事ができるものです。 

アラートシステムは定義されたルールベースに従い、ワーニングメッセージを送信する事ができます。 

例えば、SpamTitan Gateway の特定ドメインのアウトバウンドメールキュー（デファードキュー）

を監視し、予め定義された閾値を超えるとアラートメッセージを受ける事ができます。 

カスタムアラートを作成するには追加ボタンをクリックすると、アラート追加ダイアログが表示され

ます。 
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アラートダイアログの項目は以下のようになります： 

名称：  アラート名（英文が望ましい） 

説明： のアラートに基ずく説明文 

Metric： Filter： 

１、メールキュー インカミングキュー（アクティブキュー）、アウトバウンド

キュー（デファードキュー）や特定ドメインのアウトバウンドキュー。 

２、ディスク使用率 

３、スワップスペース（有効仮想記憶）使用率 

４、サービスステータス 稼動中の特定サービスの監視。カスペルスキーAV、 

クラム AV、クラスタデーモン、DNS リゾリューション 

ルール/定義ファイル更新の監視。 クラム AV,カスペルスキーAV 及び、 

スパム定義ファイルが更新されていないかどうか？ 

ステータス： アラート機能が稼動しているかどうか。 オン/オフ 

Threshold 

exceeds： 

アラートを起動するトリガとなる値の設定。これはメトリックによりパーセン

ト値、または数値（メッセージ数等）となります。 

for： アラームを発する前の閾値。 

例えば、インバウンドメールキューが 1000 メッセージを 5 回連続で超える場

合のみアラームを出したい場合。 

これは、メールトラフィックを妨げるようなアラームを回避します。 

備考：期間はメトリックの収集/監視間の間隔です。 

Recipient List： アラート受信者の E メールアドレス。カンマ区切りで複数設定可能。 

Suppress 

triggering for: 

アラームが一度発生した場合、このオプションで定義された期間は機能を抑制

します。（一定期間はアラート無効） 

これは、多量のアラート発生が起こらないようにするものです。 

例えば、ディスク使用率が閾値を超えた場合。（この機能が無ければ、アラート

は大量に発生してしまいます） 

 

アラート設定： 

次のアラートのグローバル設定は設定タブで表示されます。 

期間： 

（監視ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ） 

メトリックの収集/監視間のインターバル期間。デフォルトは５分（5 分間隔で

監視する） 

最小間隔は 1 分です。 

送信者： アラームの送信者名を記述 

送信者の E メール

アドレス： 

送信者のメールアドレスになる。(From:) 

Contact： オプショナルコンタクト電子メールアドレス（問い合わせ管理者など） 
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保存ボタンで設定を保存します。 

 

アラート編集画面： 
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11 SpamTitan Gatewayクラスター 

SpamTitan Gateway は負荷分散あるいは冗長化構成としてクラスタシステムが構成できます。。クラスターラ

イセンスがある場合、複数の SpamTitan Gateway ノードよりメールシステムのクラスター構成が可能となりま

す。 

マスターノードを含め、ノード個別の設定（例えばホスト名や IP アドレス）を省き、設定項目は全て同期され

ます。 

 

 
 

クラスター設定 

最初のノード 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、 

 

全てのノードに SpamTitan Gatewayの同一バージョン（例えば全て V6.11等）がインストールされている事。 

各ノードのライセンス（ユーザ数）は同一である事。（例えばクラスターライセンスは 100 ユーザー以上など） 

マスターノードライセンスとしては STP-xxxxxx、スレーブノードは STC-xxxxxx となります。 

最初のノード（192.168.101.249）上で； 

   

クラスタータグ＞クラスター化 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. SSL の使用 のドロップダウンメニューにて、クラスター通信に 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. クラスターメンバー：最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>クラスタータグ＞クラスター化にて 

 

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. クラスターメンバー：最初のノードの 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 Gateway 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。 

 

※ 他に追加ノードがあれば同作業を繰り返します。 

 

AdvancedOptionｓ 

 
 

管理画面にログインする認証設定が、V6.11までは各ノード個別対応（クラスタ同期なし）であったが、V6.12よ

り同期する/しないの個別設定が可能となりました。 （デフォルトでは同期しない） 

クラスタシステム内でこの設定を同期させたい場合、「有効」ボタンをクリックします。 

 

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

  備考１：SpamTitan Gateway 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：クラスターライセンスに関しての詳細は、弊社担当営業あるいは SpamTitan Gateway 販売

代理店にお問い合わせ下さい。 

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

クラスターレポート 

レポートタグ＞レポート画面より、 
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「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 Gatewayクラスターに関しての詳細は、弊社発行「SpamTitan Gateway V5.0 クラ

スタガイド」をご参照下さい。 

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

 

 

クラスター構成の制限や考慮すべき点 

クラスターシステムを構成する前に注意すべき点として 

 

１、 SpamTitan Gateway は地理的に分散した構成はできません。（別場所での構成） 

２、 ノード間は http で同期されますのでノード間は http 通信ができる事。 

３、 各ノードは最低でも 1GB のメモリーを必要とします。 

４、 マスターノードを含め、全てのノードが正常に動作していなければ、検疫レポートやクラスター広域レポ

ートの生成ができません。全てのノードが正常になった場合（同期が取れて）に各種レポートが生成さ

れます。 
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付録 A ファイアーウオール情報 

次の表は、SpamTitan Gateway サーバーを最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 Gateway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 Gateway 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 Gateway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 サーバーと同セグメントに SpamTitan Gateway が位置して

いる場合必要なし。 

123 UDP In and Out SpamTitan Gateway が外部の NTP サーバーを使う場合にはオ

ープンしておきます。SpamTitan Gateway と同セグメント上に

NTPサーバーが位置している場合必要なし。（送信元 udp/123,

宛先 udp/123） 

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。 tcp80 も併用して使

用 
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付録 B SpamTitan Gatewayインスール CD 

SpamTitan Gateway 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 Gateway サ

ーバーに適したサーバーの仕様としては第２章セットアップとインストレーションのシステム必要条

件をご参照ください。 

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

  ご注意：ハードウエアスペックとしては、導入時点において、できる限り新しい CPU スペック搭載のサ

ーバーのご使用を推奨いたします。 

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

 

2. BIOS 上で、CDROMを最初のブートデバイスとして設定しておく。 

3. SpamTitan Gateway の評価ライセンスを弊社から入手しておきます。（評価ライセンスにつきまして

は、弊社営業部にお問い合わせください） 

 

インストレーション 

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

  備考：SpamTitan Gateway-V6 以上のインストレーション ISO では、インストール時の入力として、 

１、 キーボードの配列（日本の場合、106 等） 

２、 ホスト名（FQDN） 

３、 IP アドレス/ネットマスク/デフォルトゲートウエイ 

４、 DNS サーバーIPｓ 

５、 タイムゾーン を Asia>Tokyo とします。（UTC は no としておく事） 

   上記の入力項目のみとなります。HDD のパーティション情報(/ や swap 等)の情報入力は自動化されて 

   いますので、本章の後の HDD パーティション情報の項目は無視してください。 

 

注意：SpamTitan Gateway 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 Gateway のソフトウエアに置き換わります。  

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

 

SpamTitan Gateway 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。 
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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、このリストの最上段を選択します。（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サーバーによる 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 Gateway.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 Gateway 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 Gateway 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 

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

 

備考：以下の情報は SpamTitan Gateway V6 以降では不必要です。 

 

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 Gateway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 

Gateway 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、
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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。 

 

 
 

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 Gateway の OS インストールが開始されます。 

 

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 Gateway 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 Gateway 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 Gateway :: 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 Gateway-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、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 Gateway-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 Gateway の評価ライセンスは、http://www.SpamTitan Gateway.com/download から入手してくだ

さい。 

 

インストレーション 

SpamTitan Gateway for VMware を、http://www.SpamTitan Gateway.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 SpamTitan Gateway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 Gateway 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。 

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

 

 

 

 

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。 
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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。 

 

次のメッセージが表示されます。 
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これでブラウザから SpamTitan Gateway の管理画面に入ることができます。 

 

http://＜SpamTitan Gateway 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 Gateway 管理者ガイドに従って SpamTitan Gateway の設定を行ってください。 
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本マニュアル原文は『Administrators Guide』です 
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