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1. MAILSCREEN概要 

MAILSCREENの概要、システムスペック、用語の定義などについて説明する。 

1.1. MAILSCREENとは？  

MAILSCREENを通過するメールに対する制御と管理機能を提供する情報漏洩対策システム

である。 

MAILSCREENは、SMTPプロトコルのメールを受信し、設定とフィルタによる処理を行う。メー

ルのタイトル、送信者、本文と添付ファイル内容など送信メールに対するフィルタリングを提

供し、企業内部からの情報漏洩を防ぐ。 

MAILSCREENは一般的に2種類の方式で設置する。ブリッジ(Bridge)方式は[図 1]のように、

物理的にメールサーバの前へ位置する。プロキシ(Proxy)方式は[図 2]のように、メールを一

度MAILSCREENで受信するようにクライアント側の設定を変更する。MAILSCREENからメー

ルサーバへ転送する。 

図 1  ネットワーク構成 – Bridge接続 

 

 

図 2  ネットワーク構成 – Proxy接続 

 

MailServer 

送 FireWall 

MailServer FireWall 
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1.2. Web-Adminとは？ 

Web-Adminは、MAILSCREENを管理するアプリケーションである。ウェブを利用したUIを提供

することで、より簡単なアクセスができる。Web-Adminを利用して確認、設定、フィルタ管理な

どの作業が可能になっている。 

下記の[図 3] Web-Admin 画面は、Web Adminの全体画面を表示している。Web-Admin画

面は、主にメインメニュー・リストメニュー・設定画面として区別できる。 

メインメニューを選択すると、リストメニューのエリアに詳細メニューが表示される。 

 

 

図 2 Web-Admin 「詳細設定」画面 

 

下記の[図 4]はWeb-Adminの「かんたん設定」の画面である。ログイン時、UI Modeで選択

することができ、必要最低限の設定ができるようになっている。システム設定のほか、ログ管

理などよく使うメニューをメインメニューに配置し、管理者が簡単に設定、参照ができるように

なっている。各項目に関する説明は本マニュアルを参考する。 

 

メインメニュー 

リスト メニュー 

設定画面 
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図 4 Web-Admin 「かんたん設定」 
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1.3. MAILSCREENの主な機能 

MAILSCREENは、下記のような機能を提供する。 

 MAILSCREENの制御と管理のためのWeb-Adminユーザーインターフェース 

Web AdminはMS-IE、Firefoxブラウザに対応し、日本語、韓国語、英語の多言語をサポ

ート、それぞれの言語インターフェースを提供する。 

 

 モバイル用Web-Admin 

iPhone、iPod、アンドロイド携帯にモバイル用Web-Adminを提供している。 

モバイル用Web-AdminではMAILSCREENで処理したメールの決裁機能のみ提供する。 

 

 企業内部からの情報漏洩防止 

暗号化、ＵＲＬリンク変換、送信遅延、決裁、ルーティングの指定/コピー送信、遮断など、

9種類の詳細なメール処理機能を利用した強力な保護機能を提供する。 

 

 便利な管理環境 

Web-AdminはMAILSCREENサーバの全ての管理機能を行うことができる。そしてMAILS

CREENサーバの状態及び機能の動作に関する監査ログ記録を保存し、管理者が確認

できる。 

 

 バックアップ及び災害予防のための環境を提供 

MAILSCREENはデータ消失対策としてバックアップ及び復元機能を提供しており、安全

なサービスを提供するために周期的なシステム点検を行う。そして監査及びメール保存

領域、サービス、メールキュー、DBMSの各状態の検査時に異常を発見した場合は管理

者まで警告メールを送信する。 
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1.4. システムスペック 

下記は、MAILSCREENを運用管理するためのクライアント・スペックである。  

表 1 Web-Admin 使用環境 

H/W Display: 画面サイズ1024 X 768 以上 

Microsoft Internet Explorer 8.0 以上 Firefox 3.0 以上 

S/W 

SSL通信及び、クッキー(cookie)/JavaScript 使用可能 

 

クライアント

環境 

OS UTF-8 文字コードをサポートするオペレーションシステム 
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2. ログイン方法 

Web-Adminへログインし、ユーザを管理する方法について説明する。  

2.1. Web-Adminへのアクセス 

2.1.1. ログイン 

MAILSCREENは、Web-Adminを利用する管理者及びユーザのIDとパスワードで認証を行う。

各ユーザに付与されたログイン権限でWeb-Adminページを表示する。ログイン後、何も操作

せず、指定時間を経過すると、セキュリティのためにセッションを自動的に終了する。 

使用方法 

1. ウェブブラウザを起動する。 

2. Webブラウザのアドレスバーに 

‘http://<MAILSCREENのIP、あるいはドメイン名>’ 

 または 

‘https://<MAILSCREENのIP、あるいはドメイン名>’ 

を入力する。 

3.  ‘https://’を入力した場合、セキュリティ認証の警告メッセージが表示されるので、[こ

のサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。]をクリックする。 

 

4. ログインページが表示され、登録したユーザＩＤ（E-mailアドレス）、パスワード情報を入

力した後、[ログイン] ボタンをクリックする。 
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→ Language: Web-Admin画面に利用する言語 

→ UI Mode: MAILSCREEN管理画面を「詳細設定」と「かんたん設定」のうち一つを選

択する。 

→ E-mailアカウント: 1文字以上のE-mailアカウント 

→ Password: 英文大・小文字と数字、特殊文字で構成された8から40文字（システム

設定で桁数は変更可能） 

→ E-mail 保存: 保存可否をチェック 

5. 入力したE-mailアドレスとパスワードでログインした場合、初期画面として統計画面が表

示される。認証に失敗した場合はログインエラーの画面が表示される。 

6. もし5回以上ログインに失敗した場合、該当アカウントは10分間無効化される。無効化

時間中の1回のログイン失敗に対して追加で10分の無効化時間が追加される。その後

ログインに成功した場合には、失敗回数のカウントが初期化される。 

7. ログイン後、一定時間Web-Adminを操作しない場合、ログインされていたセッションは自

動終了される。 
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3. ユーザ管理 

MAILSCREENのユーザと人事情報について説明する。  

3.1. ユーザ管理 

ユーザは管理者と決裁者に区別される。管理者はMAILSCREENの設定と管理を行う。決裁

者は決裁機能で決裁待ちになったメールの決裁を行う。  

ご注意 

 管理者は、MAILSCREENの管理権限を持ち、MAILSCREEN全体を運用･管理できる。管

理機能に対する適切な教育が必要になり、全ての管理行動に対する正確な判断が必

要になる。 

3.1.1. ユーザ検索 

MAILSCREENに登録されたユーザの情報中、キーワードを利用して特定ユーザを検索でき

る機能を提供する。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 内容画面に表示されるユーザリストの下にある検索条件を選択した後、検索キーワード

を入力する。 

 

→ 検索条件: E-mail、名前、権限中の一つを選択する。 

→ 検索キーワード: TEXT形式であり、検索キーワード条件に制限はない。 

3. [検索] ボタンをクリックする。  

4. 検索された内容が画面に表示される。もし検索された内容がない場合は「検索結果が

存在しません。」 と言うメッセージが表示される。 
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3.1.2. ユーザ追加 

新しい管理者、あるいは決裁者を追加する。 

ご注意 

 パスワードは英文大文字、小文字と特殊文字（又は数字）を含めた8文字から40文字で

設定する。 

 スーパー管理者はWeb-Adminの全ての機能及びメールを確認することができ、決裁者

はWeb-Adminの管理機能のうち、決裁に関連する全てのメールが確認できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. ユーザ管理画面にある [追加] ボタンをクリックする。 

  

3. ユーザ追加画面が表示され、下記の情報を入力した後に [保存] ボタンをクリックする。 

       

→ メール: 入力したメールは、ログインとメール受信に使う。 

→ パスワード: 英文大文字、小文字と特殊文字（又は数字）を含めた8文字から40文

字で設定する。 

→ パスワード確認：上記で入力したパスワードと同じものを入力する。確認用のパス

ワードである。 

→ 名前: 50文字以内でユーザ名を入力する。ユーザ管理等から参照される。省略可

能。 

→ 言語: 本ユーザが使用するインターフェースの言語として、English、Korean、Japan

ese 中の一つを選択する。 

→ 権限: スーパー管理者、決裁者のうち一つを選択する。 
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4. [保存] ボタンをクリックすると、ユーザ情報がリストに追加される。[リセット] ボタンをク

リックすると、入力された全ての情報がデフォルト値に戻ります。 

 

3.1.3. ユーザ変更 

管理者はユーザリストより修正するユーザのメールアドレスをクリックし、ユーザ情報を修正

できる。 

ご注意 

 「ユーザ管理>ユーザ情報変更」から自分の情報を修正することもできる。自分の情報

を修正するときは、現在のパスワードを入力する。その他はユーザ情報の変更と同一

になる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. ユーザリストが表示される。情報変更するユーザのメールアカウントをクリックする。 

 

3. ユーザ情報の変更画面が表示され、変更値を入力した後 [変更] ボタンをクリックする。

ユーザ情報の変更値は、ユーザ追加と同じである。 

       

→ 登録日: ユーザを追加した日付を表示する。 

→ 最終ログイン日: ユーザがウェブからサーバへログインした最終日付が表示される。

  

4. ユーザ管理リストから選択したユーザの情報が変更される。 
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3.1.4. ユーザ削除 

ユーザを削除する。現在ログイン中のアカウントは削除できない。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。. 

2. ユーザリストから削除するユーザにチェックして[削除]ボタンをクリックする。 

*複数選択可能 

 

3. 「選択した項目を削除しますか？」という確認メッセージが表示される。 

          

4. [OK] ボタンをクリックすると、選択したユーザが削除される。 

 

3.1.5. ユーザ情報をファイル保存 

ユーザのリストをExcelファイルとして保存する。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. ユーザ管理画面にある[ファイル保存]ボタンをクリックする。 
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3. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示される。[保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定して[保存]ボタンをクリックすると、指定

フォルダにユーザのリストがExcelファイルとして保存される。 

 

 

3.1.6. ユーザ一括登録 

スーパー管理者はユーザ管理>ユーザ一括登録メニューを使ってテキストファイルをアップロ

ードし、ユーザ情報を一括で登録することができる。 

ご注意 

 一括登録時のファイルはテキストファイル形式であること。 
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 ファイルに保存されている形式は次の通りである。 

<メール>,<ユーザ名>,<パスワード>,<携帯番号> 

 一括登録されたユーザの権限は必ず決裁者として登録される。 

 

使用方法 

 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2．左側のリストメニューの「ユーザ一括登録」を選択する。 

3. ユーザ一括登録画面で次の内容を入力した後、[登録]ボタンをクリックする。 

 

 

→ ファイルのアップロード: [参照] ボタンをクリックし、ユーザ情報を含んでいるテキ

ストファイルを選択し、アップロードする。 

 ファイルにないユーザは削除：既に登録されているユーザの中でファイルにな

いユーザは削除する。 

 

 重複されるユーザは修正：既に登録されているユーザのうち、ファイルと重複

するユーザ情報はファイルの内容で置き換わる。 

→ メールのお知らせ: ユーザ一括登録で登録すると、メールで通知する。 

 登録されたユーザにメールで通知する。登録されたユーザに対して、IDとパス

ワード、MAILSCREEN接続情報をメールで知らせる。 

 [プレビュー]：お知らせメールに関するフォーマットを確認できる。 
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3.2. 人事情報の管理 

フィルタによるメール処理で使用されるユーザの人事情報管理機能について説明する。人事

情報を追加・削除・変更し、決裁者及び代理決裁者、Bccを指定することができる。 

3.2.1. 人事情報の検索 

登録されている人事情報に対してキーワードを利用した検索ができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側にあるリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報リストの下に検索条件及び検索キーワードを入力し、[検索] ボタンをクリック

する。 

 

→ 検索条件: 名前、Eメール、所属、決裁者、決裁者のメールアドレス、代理決裁者のメ

ールアドレス、Bccから検索条件を選択する。 

→ 検索キーワード: 検索キーワードの入力値の制限はない。 

4. 検索された内容を画面に表示する。もし、検索内容が無い場合は 「検索結果が存在し

ません。」 というメッセージが表示される。 
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3.2.2. 人事情報の追加 

新しい人事情報を追加する。 

ご注意 

 フィルタを追加するときに「人事情報の決裁者に決裁要請」として設定したが、人事情

報には決裁者及び代理決裁者が指定されていない場合、「環境設定>誤送信防止>決

裁>基本決裁者のメール」に決裁のメールが送信される。もし、何も決裁者が指定され

ていない場合、当メールの決裁要請はそのまま待機することになるので、人事情報及

び「かんたん設定」から基本決裁者を指定することが必要となる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報の内容画面にあるメニューから[追加]ボタンをクリックする。 

 

4. 人事情報の追加画面が表示されるので、次の値を入力する。  
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→ 所属: 追加する対象の所属情報を入力する。赤色になっている入力ボックスは必

須項目である。[組織図から選択]ボタンをクリックすると、すでに入力している情報

を利用して作成された組織図のリスト画面がポップアップで表示され、マウスを利

用して簡単に所属情報を選択できる。 

→ 名前: 名前を入力する。人事情報の管理のために、参照として利用されるので、省

略可能。 

→ 役職: 役職を入力する。 

→ 社員番号: 社員番号を入力する。 

→ 携帯電話： 携帯番号を入力する。 

→ Eメール: 追加するユーザのEメールアドレスを入力する。 

→ 決裁者: 決裁者の名前及びメール情報を入力する。Eメール情報は必ず入力する。

[確認]ボタンをクリックすると、決裁者に対する人事情報の存在可否を確認するこ

とができる。 

→ 代理決裁者: 決裁者が決裁業務をできない状況の場合、代理決裁者を指定するこ

とができる。代理決裁者の名前及びEメール情報を入力する。[確認]ボタンをクリッ

クして代理決裁者に対する人事情報の存在可否を確認することができる。. 

→ Bcc: Bccの名前及びメール情報を入力する。フィルタ追加時にフィルタのお知らせ

オプションを ‘人事情報の参照者までフィルタリングのお知らせ’として設定した場

合、お知らせ方法の‘Bcc/お知らせメールを送信/原文を添付’のいずれかで送信

する。  

→ 設定: ‘フィルタリングから例外’を選択すると、当人事情報者のメールはフィルタリ

ングされずにMAILSCREENを通過する。 

5.  [保存] ボタンをクリックすると、人事情報のリストに情報が追加される。 

 

3.2.3. 人事情報の変更 

既存の人事情報を修正できる。 

使用方法 
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1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報の確認画面に表示されたリストから、修正するメールアドレスをクリックする。 

 

4. 人事情報変更の画面が表示されるので、次の値を入力する。人事情報の変更は、人事

情報の追加と同一になる。 

 

5. [変更] ボタンをクリックすると、人事情報が変更される。 

 

3.2.4. 人事情報の削除 

登録されている人事情報を削除できる。 

使用方法 



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             19 

管理者マニュアル 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報のリストから削除するユーザをチェックして、[削除]ボタンをクリックする。 

 

4. 「選択した項目を削除しますか？」 という確認メッセージが表示される。 

  

5. [OK] ボタンをクリックすると、人事情報のリストから選択した情報が削除される。 
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3.2.5. 所属を一括変更 

人事情報で、グループ、あるいは部門単位で所属情報が変更された場合に使用する。例え

ば既存の営業部が営業１課に変更された場合、一括変更機能を利用して所属情報を営業１

課に一括変更することができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報のリストにある[所属を一括変更] ボタンをクリックする。 

 

4. 次の情報を入力する。 

 

→ 変更以前: 変更対象の所属情報を入力する。[組織図から選択] ボタンをクリック

すると、以前入力された情報を利用して作成された組織図のリスト画面がポップア

ップされ、マウスを利用して簡単に所属情報の選択できる。 

→ 変更以降: 変更する所属情報を入力する。  



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             21 

管理者マニュアル 

5. [変更]ボタンをクリックすると、変更前の所属に含まれている全てのユーザは、所属情

報・フィルタに登録されている適用/例外対象の所属情報/Bccに追加されている所属情

報まで、全て変更される。 

 

3.2.6. ファイル保存 

MAILSCREENは、人事情報のリストをExcelファイルとして保存できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報のリストにある[ファイル保存]ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルのダウンロード確認メッセージが表示され、[保存] ボタンをクリックする。 
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5. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定し、[保存]ボタンをクリックすると、指定

フォルダにユーザ管理のリストがExcelファイルで保存される。 

 

3.2.7. 同期化 

グループウェアの人事情報とMAILSCREENの人事情報を同期化する。 

ご注意 

 この機能は導入設置時にMAILSCREENとグループウェアの同期化がすでに設定されて

いることが前提である。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の確認」を選択する。 

3. 人事情報のリストにある[同期化]ボタンをクリックする。 
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3.2.8. 人事情報を一括登録 

スーパー管理者は「ユーザ管理」>「人事情報の一括登録」を利用してテキストファイルをアッ

プロードし、人事情報を一括登録できる。 

ご注意 

 一括登録時のファイル形式は、テキスト形式のみになる。 

 ファイルに保存する情報の形式は下記のようになる。 

<メール>、<名前>、<社員番号>、<役職>、<所属>、<決裁者の名前>、<決裁者のメール

>、<代理決裁者の名前>、<代理決裁者のメール>、<Bccメール>、<フィルタリングから例

外> 

 <所属>の下位区分は 「^」 を利用して区別する。 (ex: 総務部^人事課^人事チーム) 

 <フィルタリングから例外>項目が例外の場合、1に設定、例外にしない場合は 0 (Defau

lt) として設定する。  

 差分登録はできない。一度全体を削除し、指定されたテキストファイルの情報を登録す

る。 

使用方法 

1. メインメニューの「ユーザ管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「人事情報の一括登録」を選択する。 

3. 人事情報の一括登録画面から[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定後、[登録] ボ

タンをクリックする。 
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4. 人事情報の一括登録に成功した場合、確認メッセージが表示される。 
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4. フィルタ管理 

フィルタは、SMTPレベルでのフィルタとSMTPを通過した送信メールに対するフィルタと、2種

類に分類する。SMTPレベルのフィルタは、Black ListとWhite Listがある。下記に別途説明

なく「フィルタ」と表記する項目は送信メールのフィルタを意味する。 

   ご注意 

 MAILSCREENはフィルタリング時、英文大・小文字を区別しないので、Black ListとWhite

 List追加時には、これに留意する。 

4.1. フィルタ管理 

フィルタは企業の内部情報漏洩対策として、MAILSCREENを通過する全ての送信メールを検

査・処理することで企業内からの情報漏洩を防ぐ。フィルタは「フィルタ管理>フィルタ」ページ

から管理することになる。詳細な機能説明は 4.1.2. フィルタ追加 を参照すること。 

4.1.1. フィルタ検索 

登録したフィルタに対して、フィルタ名、適用対象、フィルタ内容、例外対象、フィルタ動作、使

用可否などの情報を利用して検索できる。検索条件を重複選択、あるいは直接入力して検

索内容を制限できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理>フィルタ」を選択する。 

3. フィルタリストの上にあるフィルタ名、適用対象、フィルタ内容、例外対象、フィルタ動作、

使用可否の中から検索条件を選択、あるいは検索値を直接入力して[検索]ボタンをクリ

ックする。 

 

→ フィルタ名: フィルタ名を入力する。 

→ 適用対象: ユーザのメールアドレス、またはドメインを入力する。 

→ フィルタ内容: フィルタ条件のフィルタ値の情報を入力する。 

→ 例外対象: 例外対象とは、フィルタを適用しない対象を意味し、ユーザのメールア

ドレス、あるいはドメインを入力する。 

→ フィルタ動作: フィルタの動作を選択する。選択したフィルタ動作が「添付ファイル暗
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号化」の場合、添付ファイル暗号化を行うフィルタを全て検索する。 

→ 使用可否: 使用可否を選択する。「使用」を選択する場合、現在使用中のフィルタ

中から、他の条件と併せて検索を行う。 

4. 検索されたフィルタのリストが表示される。もし検索されたフィルタのリストがない場合、

「検索結果が存在しません。」というメッセージが表示される。 

 

4.1.2. フィルタ追加 

一つのフィルタに登録できるフィルタ条件は10個までになる。各条件には単語で検索設定す

る。例えば、単語単位で検索すると「sex」というフィルタは「msexcel」とは一致しない。英文に

対しては、いつも単語単位での検索が有効になる。. 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理>フィルタ」を選択する。 

3. フィルタリストの上にある[追加]ボタンをクリックする。 

 

4. フィルタ関連の情報を入力する。 
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→ フィルタ名: 追加するフィルタの名前を入力する。  

→ フィルタ演算: 入力したフィルタの判断条件を設定する。 

フィルタ演算は全条件に満足(AND) と、1個以上の条件に満足(OR)のいずれかを

設定する。 

→ フィルタ条件: フィルタ条件はフィルタリング対象、フィルタリング値、フィルタリング

条件として構成する。 

 

 

 フィルタリング対象:  

 タイトル: フィルタリング対象がメールのタイトルになる。 

 本文: フィルタリング対象がメールの本文になる。メール本文には、正規

式の適用が不可能になり、メール内容に多数のマイムが存在する場合

は全てのマイムに対して適用される。 

 ヘッダ送信者: フィルタリング対象がメールの送信者(From) 情報になる。

ヘッダ送信者とは、ユーザがアウトルックなどのメールクライアントを利用

してメールを確認した場合に表示される送信者情報を意味する。 

 ヘッダ受信者: フィルタリング対象がメールの受信者(To) 情報になる。ヘ

ッダ受信者とは、ユーザがアウトルックなどのメールクライアントを利用し

てメールを確認した場合に表示される受信者情報を意味する。 

 エンベロープ送信者: フィルタリング対象が実際にSMTPへ伝達されるメ

ールのエンベロープ送信者(Envelope MAIL FROM)の情報である。メー

ル送信者がメールを送信する時にメールを受信するSMTPへエンベロー

プの情報とメール内容を提出する。エンベロープ情報には送信者、受信

者の情報があり、この情報はヘッダの送信者、受信者情報とは違う。 

 エンベロープ受信者: フィルタリング対象が実際にSMTPへ伝達されるメ

ールのエンベロープ受信者(Envelope RCPT TO)情報である。 

 Cc: フィルタリング対象がメールのCc情報になる。 

 Content-type: フィルタリング対象がメールの本文形式情報になる。 Bo

undary情報もこれに含まれる。 

 Reply-To: フィルタリング対象がメール内容のヘッダに記入された返送ア

ドレスになる。 

 X-Mailer: フィルタリング対象がメールを送信するクライアントプログラム

の名前になる。 

 IP: フィルタリング対象がIPアドレス情報になる。IPは必ず ‘*’ 文字、あ

るいは数字で終わる。IPアドレスの記入形式は4.2.1 にある説明を参照

する。 

 ヘッダ全体: フィルタリング対象がメールの全体ヘッダ情報になる。. 

 受信者の全体数(名): フィルタリング対象がメールを受信する受信者の

全体数になる。全体数は、To、Cc、Bcc に含まれた全ての受信者数を合

わせた値になる。 

フィルタリング対象 フィルタリング値 フィルタリング条件 
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 メール全体サイズ(KB): フィルタリング対象がメールの全体サイズになる。

メールサイズは KBytes 単位で記入する。 

 添付ファイルの名前: フィルタリング対象が各添付ファイルのファイル名

になる。特性上、添付ファイル名は ‘空白なら’には対応しない。 

 添付ファイルのサイズ(KB): フィルタリング対象がメールに添付されるフ

ァイルのサイズになる。添付ファイルのサイズはKBytes単位で記入する。

多数の添付ファイルがある場合、各添付ファイルを全て比較する。 

 添付ファイルの個数(個): フィルタリング対象がメールに添付されるファイ

ルの個数になる。 

 添付ファイルの形式: フィルタリング対象がメールに添付されたファイル

の形式になる。 (拡張子) 

 添付ファイルの内容: フィルタリング対象がメールに添付されるファイル

の内容になる。 

 フィルタリング値 : フィルタリング対象と比較する値。 

 フィルタリング条件:  

 含むと: フィルタリング対象がフィルタリング値を含む、あるいは一致する

場合。  

 含まない場合: フィルタリング対象がフィルタリング値を含まない場合。 

 一致すると: フィルタリング対象とフィルタリング値が同じ場合。 

 始まると: フィルタリング対象がフィルタリング値として始まる場合、ある

いは一致する場合。  

 終わると: フィルタリング対象がフィルタリング値として終わる場合、ある

いは一致する場合。 

 正規式に一致する場合: この条件を選択した場合、管理者は実際に使

用する正規式フィルタリング値を直接入力することになる。正規式は目的

と違ってさらに多くのメールをフィルタリングする結果を及ぼすことがある

ので、使用に注意する。正規式の文法に対する詳細な情報は http://pc

re.org/pcre.txt を参照する。 

 空白なら: フィルタリング対象の値が空白なので、フィルタリング値は無

視される。主にタイトルが空白の場合を検査するときに使用する。 

 より大きい場合: フィルタリング対象の値がフィルタリング値より大きい場

合。フィルタリング対象が個数、サイズ単位のときに使用する。 

 と同じ場合: フィルタリング対象の値がフィルタリング値と同じ場合。 

 より小さい場合: フィルタリング対象の値がフィルタリング値より小さい場

合。 

 フィルタ動作: フィルタ動作は、フィルタ値を利用してメールをフィルタリングし、

条件に一致したメールに対する処理方法を設定する。各フィルタ動作により入

力画面が変更され、次の説明を参照して設定する。（現在の仕様では、フィ

ルタ動作は、単一機能しか選択できない） 
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 添付ファイル暗号化: メールの添付ファイルを圧縮・暗号化(Password P

rotected ZIP)する。添付ファイルが暗号化された場合、送信者には[暗号

化のお知らせ]と[パスワードのお知らせメール]が送信される。‘環境設定

>フィルタリング>誤送信防止’に設定された内容を参照して[パスワードの

お知らせメール]が受信者へ自動送信される。送信者は[暗号化のお知ら

せメール]から受信者への[パスワード送信]や、[パスワード送信をキャン

セル]することができる。 

 添付ファイルのリンク変換: メールの添付ファイルをURLリンクとして変換

する。添付ファイルをリンク変換した場合、メールの受信者は添付ファイ

ルをURLリンクよりダウンロードする。また‘環境設定>フィルタリング>誤

送信防止’に設定された内容によってリンク変換時に、パスワード付与が

可能になり、パスワードメールを送信者、あるいは受信者へ送信する。送

信者は[お知らせメール]から、[パスワード送信]や、[リンクの活性可否]

をチェックして、ダウンロードURLを無効化することができる。 

 添付ファイル暗号化後にリンク変換: メールの添付ファイルを圧縮・暗号

化した後、URLリンクとして変換する。メールの受信者は、URLリンクよりZ

IPで圧縮・暗号化された添付ファイルをダウンロードする。ZIPファイルを

ダウンロードし、ZIPファイルを解凍する時にパスワードを入力する。 

 送信遅延: メールを送信遅延する。デフォルトの遅延時間は30分になり、

‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止 ’から遅延時間の設定ができる。

送信が遅延された場合、送信者に[送信遅延のお知らせメール]が送信さ

れる。送信者は[送信遅延のお知らせメール]から受信者へ[すぐに送信]、

あるいは[メール送信をキャンセル]することができる。 

 遮断: メールを遮断する。フィルタ動作より遮断を設定した場合、‘送信者

に遮断のお知らせ’ オプションを有効にすると、[お知らせメール]が送信

される。 

 リターン: メールは送信者へリターンされ、送信者に[リターンのお知らせ

メール]が送信される。 

 通過: メールには何もせず通過させる。あるメールに対してフィルタの適

用を対象外にする、モニタリング統計を行うときに利用する。 

 決裁: メールをすぐに送信せず決裁者の決裁可否によって送信を決める。

人事情報上の決裁者に決裁申請、あるいは特定の指定者に対して決裁

の指定ができる。自動処理オプションをチェックする場合、設定時間後に

自動承認、あるいは自動却下することができる。 

 ルーティング指定: メールを指定サーバまで送信する。サーバのIP情報

とポート情報を入力する。サーバIPは、IP Address形式のみ入力可能で

ある。0から255の数字と、‘.’の組み合わせで構成する。ポート番号は 1

から49151の値を入力する。  

 フィルタのお知らせ: 外部へ送信されるメールに対して、フィルタ動作が適用さ

れたことを通知する[お知らせメール]の使用可否及び受信対象を指定できる。 

 人事情報の参照者にフィルタリングお知らせ: [フィルタリングのお知らせ

メール]を、人事情報に設定したBcc宛に送信する。指定した参照者への

メール通知が可能になる。 

 フィルタの参照者にフィルタリングのお知らせ: [フィルタリングのお知らせ

メール]を、Text Boxに設定した対象者まで送信する。所属とは関係なく
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指定が可能である。 

 お知らせ方法: フィルタのお知らせ方法を選択できる。  

 Bcc: フィルタリングに一致したメールをBccで指定した参照者に送信する。 

 お知らせメールを送信: フィルタリングに一致したメールのタイトル及び簡

単な情報を[お知らせメール]として送信する。フィルタのお知らせメール

に対するテンプレート設定は、‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止>フ

ィルタリングのお知らせ’から設定できる。  

 原文添付: [お知らせメール]にメール原文を添付して送信する。  

 適用対象: [追加]/[削除] ボタンを利用して、フィルタが適用される対象を設

定する。  

 全体ユーザ: 適用対象を全体ユーザとして設定した場合、全ての送信者

に対して外部へ送信したメールに対してフィルタを適用する。 

 対象を指定: 組織図から追加された部門/ユーザが送信したメールに対

してフィルタを適用する。 

 例外対象: [追加]/[削除] ボタンを利用してフィルタ適用から除外する対象を

設定する。適用対象に関係なく、例外対象に追加された部門/ユーザから送

信されたメールはフィルタを適用しない。  

 適用時間: フィルタを適用する時間を設定する。 

 曜日を適用: フィルタを適用する曜日を設定する。月～日曜日までの複

数選択が可能。設定した曜日にだけフィルタを適用する。 

 時間を適用: フィルタを適用する時間を設定する。 0時～24時までの時

間帯を設定し、設定した時間にだけフィルタを適用する。 

 使用可否: フィルタの使用可否を設定する。「使用しない」に設定する場合、そ

のフィルタは、情報として追加されるが、実際にフィルタ動作はしない。 

 その他: フィルタの追加的な説明を入力する。 

5. [登録] ボタンをクリックすると、入力された情報がフィルタリストに追加される。 [取消] 

ボタンをクリックした場合、フィルタリストの確認画面に戻る。[リセット] ボタンをクリック

した場合は、現在入力設定した情報が全て初期値に戻ります。 

 

4.1.3. フィルタ削除 

登録されているフィルタを削除する。 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 
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2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理 >フィルタ」を選択する。 

3. フィルタリストから削除するフィルタを選択した後、[削除]ボタンをクリックする。 

 

4. 「選択した項目を削除しますか？」という確認メッセージが表示される。 

  

5. [OK] ボタンをクリックするとフィルタが削除される。  

 

4.2. Black List 

Black Listは、メール受信を拒否する送信者のメールアドレス、あるいはIP情報を入力する。

Black ListはSMTP送信前（SMTPレベル）に使用され、Black Listに該当するメールは拒否さ

れる。  

4.2.1. Black Listの登録 

スーパー管理者のみBlack Listを登録できる。 

ご注意 

 IPアドレスはIPアドレス形式、あるいはワイルドカード(‘*’ 文字)によるIPアドレスの指

定ができる。ワイルドカードの右側にある文字は全て無視され、必ず‘.’ の次に使用さ

れる。‘10.0.*’と‘10.0.*.100’は同じ意味になる。‘10.0.*’に指定したとしても‘210.0.0.1’

には一致しない。IPアドレスは左側より比較される。‘10.0.1*’、または‘*’のように指定

すると、IPアドレスでなく、メールアドレスとして認識されることに注意する。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理>Black List」を選択する。 

3. Black List情報を入力し、[登録] ボタンをクリックする。 
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→ Black List: メールアドレス、あるいは‘@’で始まるメールのドメインを入力する。 

→ 説明: 0から256文字のBlack Listに関する説明を入力する。 

4. 入力した情報がMAILSCREENのBlack Listに登録した場合、登録されたメッセージが表

示される。 

 

4.2.2. Black Listの削除 

スーパー管理者のみBlack Listを削除できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理>Black List」を選択する。 

3. Black Listから、削除するBlack Listを選択した後、[削除] ボタンをクリックする。 

 

4. 「選択した項目を削除しますか？」 という確認メッセージが表示される。 

 

5. [OK] ボタンをクリックすると、選択したBlack Listが削除される。  
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4.2.3. Black Listをファイル保存 

スーパー管理者のみBlack Listをファイルに保存できる。 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタ管理>Black List」を選択する。 

3. [ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルのダウンロード確認メッセージが表示され、[保存] ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定した後、[保存] ボタンをクリックすると、

指定フォルダにBlack ListがExcelファイルとして保存される。 
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4.3. White List 

White Listには、メールのうち信頼のある送信者のメールアドレス、あるいはIP情報を入力す

る。White Listは、Black Listよりも優先適用される。 White Listの登録、削除、ファイル保存

機能の説明は、Black Listと同一である。4.2 Black Listを参照する。 
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5. メール管理 

MAILSCREENを通過したメールの状況（送信日時、送信状況、タイトル、送信者、宛先、サイ

ズ、フィルタリング情報など）を管理する。 

5.1. メール 

MAILSCREENを通過したメールのログ履歴や再送信、決裁処理ができる。 

5.1.1. メール確認 

送信メールログを確認できる。  

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

 

→ 日付: メールが処理された時間及び日付の情報を表示する。 

→ メール状態: メール処理状態を表示する。送信メールの処理状態は、暗号化/リン

ク/送信遅延/遮断/リターン/送信/決裁/ルーティング指定/暗号化+リンクがある。 

→ 送信結果: メールの送信結果を表示する。成功/送信中/失敗が表示され、マウス

を移動するとツールチップとして詳細を表示する。もし、メールの状態が遮断/リタ

ーンなどの場合には、送信結果の項目は空欄になる。 

→ : 添付ファイルの有無を表示する。マウスを移動するとツールチップで添付ファ

イルのリストを表示する。  

→ タイトル: メールのタイトルを表示する。 

→ 送信者: 送信者のEメールアドレスを表示する。 

→ 受信者: 受信者のEメールアドレスを表示する。 

→ サイズ: メールの全体サイズ(容量)を表示する。 

→ フィルタリング情報: メールがフィルタリングされた場合、どのフィルタでフィルタリン

グされたかを表示する。マウスを移動すると、ツールチップで詳細を表示する。 

→ 処理日: メールの状態が「決裁」の場合、管理者が承認/決裁処理した時間及び日

付を表示する。 
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→ 決裁者: メールを決裁処理した管理者のメールアカウント情報を表示する。 

3. 右側の上にある表示件数を選択し、一つのページに表示するメールリストの表示件数

を調整できる。 

 

5.1.2. メール検索 

メール検索は期間による検索を基本提供し、詳細条件を利用した条件検索ができる。  

ご注意 

 多くのメールを処理する場合には一般的に検索条件を詳しくするほどスピーディに結果

を確認することができる。だが、一部の条件(送信者IP、受信者メール、タイトル、ウィル

ス名、添付ファイル名)の場合には検索速度に影響を与えることもある。  

 一部条件(送信者IP、送信者メール、受信者メール、タイトル、ウィルス名、添付ファイル

名)は、値のある部分だけを入力しても検索が可能になる。例えば、「あ」だけを入力して

も 「あいう」が検索できる。  

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. 「検索期間」項目で検索したい期間を設定して「検索」ボタンを押す。より詳細な条件が

必要な場合には [詳細条件] ボタンをクリックする。期間及び詳細条件は重複設定が

可能である。 

検索期間 

 

→ 1週間: 過去1週間の受信メール情報を検索して画面に表示する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヵ月間の受信メール情報を検索して画面に表示する。 

→ 詳細期間: カレンダアイコンをクリックして検索の詳細時間を設定できる。検索スタ

ートの時間は検索終了時間より小さくし、検索時間の設定時には年-月-日まで入

力する。年は4文字の数字として入力し、月は1～12、日は1～31、時間は0～23、

分は0～59の値を入力する。 

詳細条件 
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→ メール状態: 検索するメールの状態を選択する。何も選択しない場合は、全メール

に対して検索する。メールの状態は、添付ファイル暗号化、添付ファイルのリンク変

換、送信、送信遅延、遮断、リターン、通過、決裁、ルーティング指定、ウィルスなど

がある。 

→ 決裁者: メールを決裁した決裁者を検索する。[選択]ボタンをクリックすると組織図

より選択が可能になる。 

→ メール処理: メールの状態を決裁者として選択した場合、メール処理項目が有効

になる。メール処理中の待機は、まだ決裁処理されていない決裁待ちのメールを

意味する。承認は決裁者より承認され送信されたメールを意味する。却下は決裁

者より却下され、送信されないメールを意味する。 

→ ドメイン: 送信者のメールドメインを検索条件として選択する。リストボックスから選

択すると送信者のドメインリストを確認できる。ドメインをa.comとして設定し、送信

者メールを user@b.comとして指定するなどの間違えた条件を入力しないように注

意する。 

→ フィルタ名: フィルタリングを行ったフィルタの名前を条件として設定する。 

→ 送信者IP: メール送信者のIPアドレスを検索条件として設定する。 

→ 送信者Eメール: 送信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ 受信者Eメール: 受信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ タイトル: メールのタイトル情報を検索条件として設定する。 

→ ウィルス名: ウィルス名を検索条件として設定する。 

→ 添付ファイル名: メールに添付されたファイル名を検索条件として設定する。 

→ 送信結果: メールの送信結果を検索する。成功、失敗、送信中、N/Aから一つを選

択できる。 

4. 検索条件を全て設定した後、[検索] ボタンをクリックすると、検索内容が画面に表示さ

れる。もし、検索結果が無い場合は 「検索結果が存在しません。」という結果メッセージ

が表示される。 
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5.1.3. メールの詳細確認 

メールのコピーが保存されている場合（保存期間内なら）、管理者はメールの内容を確認で

きる。ウィルスメールの場合はウィルスの駆除、あるいは削除後のメールを表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. メールリスト上のタイトル、あるいはレンズアイコン をクリックする。 

 

4. 原文メールの内容を確認できる別画面が表示される。メール詳細表示は、タブ単位で、

確認したい内容が表示される。基本的に表示される内容は 「環境設定>システム>基本

情報>画面設定>メール確認>基本値」で設定ができる。 
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→ [原本ダウンロード]: メールの原文をPCへダウンロードする。 

→ [クローズ] ボタン: メールの詳細確認画面を終了する。 

→ [受信者に伝達] ボタン: 本メールを受信者へ再送信する。 

→ [管理者に送信] ボタン: 本メールを現在ログイン中の管理者のメールアカウントへ

再送信する。 

→ ヘッダ: メールのヘッダのみを表示する。 

→ 原本: メールのヘッダを含めた原文をテキストそのまま表示する。MIMEのデコーデ

ィングはしない。メールが添付ファイルを含めている場合、出力する内容が多くなる

ことがあり、たまにはその影響でブラウザが反応しないこともある。これを防ぐため

に‘環境設定>システム>基本情報>画面設定>メール確認’からサイズ制限を設定

できる。 

→ 内容: メールのヘッダを外した内容を表示する。メールのMIMEが multipart/altern

ativeの場合、text/html部分が表示され、HTML形式で表示される。 

→ 送信結果: 本メールの各受信者リストと送信結果を確認できる。 

→ 添付: 添付ファイルがある場合に表示される。 

 

5.1.4. ファイル保存 

MAILSCREENを通過したメールログをExcelファイルとして保存できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 
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2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. メールリストにある[ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示され、[保存]ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定し、[保存] ボタンをクリックすると指定

ルートにExcelファイルとして保存される。 
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5.1.5. 受信者に伝達 

メールを受信者へ再送信する。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. メールリストから、受信者へ再送信する対象メールを選択し、[受信者に伝達] ボタンを

クリックする。 

 

4. 受信者へ送信に成功した場合、確認メッセージが表示される。 

 

 

5.1.6. 管理者に送信 

対象のメールを管理者へ再送信する。 

ご注意 

 現在ログイン中の(スーパー管理者)メールアカウントまでメールを送信する。 

 管理者への送信はメールコピーが保存されたメールに限って可能になる。メールコピー

の保存機能は「環境設定>システム>基本情報>メール保存期間設定」から設定可能。 
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使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. メールリストから、管理者へ送信する対象メールを選択し、[管理者に送信] ボタンをク

リックする。 

 

4. 管理者へ送信に成功した場合、確認メッセージが表示される。 

 

 

5.1.7. 承認/却下 

決裁申請されたメールに対して承認/却下を処理できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール」を選択する。 

3. メールリストから、決裁対象のメールを選択し、[承認]/[拒否] ボタンをクリック、あるい

は「処理日」項目の[承認]/[拒否] ボタンをクリックする。 
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4. 承認確認のメッセージが表示されるので、[OK] ボタンをクリックする 
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5.2. 添付 

メールに添付されたファイルのリストを表示する。添付履歴をファイルで保存する機能はメー

ルと同一である。 

5.2.1. 添付履歴の確認 

メールの添付履歴を確認できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>添付」を選択する。 

3. 送信メールの添付ファイルリストが表示される。 

 

→ 日付: メールが処理された時間及び日付の情報を表示する。 

→ メール処理: メールに対する処理内容の情報を表示する。送信、暗号化、リンク、

決裁(承認)/決裁(却下)、リターンなどの情報が表示される。 

→ 添付ファイル名: 添付ファイルのファイル名を表示する。 

→ 添付サイズ: 添付ファイルのサイズを表示する。 

→ タイトル: メールのタイトルを表示する。 

→ 送信者: メールの送信者のEメールアドレスを表示する。  

→ 受信者: メールの受信者のEメールアドレスを表示する。 

→ フィルタリング情報: メールがフィルタリングされた場合、どのフィルタでフィルタリン

グされたかを表示する。マウスを移動すると、ツールチップで詳細を表示する。 
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5.2.2. 添付履歴の検索 

検索は基本的に期間による検索が可能。詳細条件を利用した条件指定の検索ができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>添付」を選択する。 

3. 期間を条件とした検索を行うには、検索期間項目を設定し、詳細条件を利用した検索を

行うには [詳細条件] ボタンをクリックする。期間及び詳細条件は、重複設定が可能に

なる。 

検索期間 

 

→ 1週間: 過去1週間のメール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヶ月間のメール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 詳細期間: カレンダアイコンをクリックして検索の詳細時間を設定できる。検索スタ

ートの時間は検索終了時間より小さくし、検索時間の設定時には年-月-日まで入

力する。年は4文字の数字として入力し、月は1～12、日は1～31、時間は0～23、

分は0～59の値を入力する。 

詳細条件 

 

→ 添付ファイル名: 添付ファイル名を検索条件として設定する。 

→ 拡張子: 添付ファイルの拡張子を検索条件として設定する。 

→ 添付のサイズ: 添付ファイルのサイズを検索条件として設定する。検索する添付サ

イズの最小値と最大値を入力すると、その範囲にあるサイズを持つファイルが検

索される。 
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→ メール状態： 検索するメールの状態を選択する。何も選択しない場合は、全メー

ルに対して検索する。メールの状態は、添付ファイル暗号化、添付ファイルのリンク

変換、送信、送信遅延、遮断、リターン、通過、決裁、ルーティング指定、ウィルス

などがある。 

→ メール処理: メールの状態を決裁者として選択した場合、メール処理項目が有効

になる。メール処理中の待機は、まだ決裁処理されていない決裁待ちのメールを

意味する。承認は決裁者より承認され送信されたメールを意味する。拒否は決裁

者より拒否され、送信されてないメールを意味する。 

→ フィルタ名: 送信者のメールドメインを検索条件として選択する。リストボックスを選

択すると送信者のドメインリストを確認できる。ドメインをa.comとして設定し、送信

者メールを user@b.comとして指定するなどの間違えた条件を入力しないように注

意する。 

→ フィルタ名: フィルタリングを行ったフィルタの名前を条件として設定する。 

→ 送信者IP: メール送信者のIPアドレスを検索条件として設定する。 ほとんどはSM

TPサーバのIPアドレスになる。 

→ 送信者Eメール: 送信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ 受信者Eメール: 受信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ タイトル: メールのタイトル情報を検索条件として設定する。 

4. 検索条件を全て設定した後、[検索]ボタンをクリックすると、検索内容が画面に表示され

る。もし、検索結果が無い場合は 「検索結果が存在しません。」という結果メッセージが

表示される。 

 

5.3. リンク履歴 

MAILSCREEN独自リンクとして変換された添付ファイルのうち、受信者がメールを確認して添

付をダウンロードした履歴（ログ）のリストを表示する。リンク履歴の内訳をファイル保存する

機能はメールと同一である。 

5.3.1. リンク履歴の内訳を確認 

独自リンクとして変換されたメールの添付ファイルのうち、受信者のダウンロードIP及び日付

など、ダウンロードされたかどうかを確認できる。同じファイルを複数ダウンロードすると、そ

のログも全て確認できる。 添付ファイルのファイル名をクリックすると実際のファイルがダウ

ンロードできる。 

 

（GIGAPOD連携を選択している場合には、GIGAPOD側でダウンロードログを確認する。） 
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使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>リンク履歴」を選択する。 

3. ダウンロードされたメールリンクのログリストが表示される。 

 

→ 日付: 添付ファイルをダウンロードした時間及び日付の情報を表示する。 

→ DownLoad-IP: 添付ファイルをダウンロードしたPCのIP情報を表示する。 

→ 添付ファイル名: 添付ファイルのファイル名を表示する。 

→ 添付サイズ: 添付ファイルのサイズ情報を表示する。 

→ タイトル: メールのタイトル情報を表示する。 

→ 送信者: メールの送信者メールアドレスを表示する。  

→ 受信者: メールの受信者メールアドレスを表示する。 

→ フィルタリング情報: どのフィルタでフィルタリングされたかを表示する。マウスを移

動すると、ツールチップで詳細を表示する。 

 

5.3.2. リンク履歴の内訳を検索 

期間による検索が可能になり、詳細条件を利用した条件指定の検索が可能である。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>リンク履歴」を選択する。 

3. 期間を条件とした検索を行うためには検索期間項目を設定し、詳細条件を利用した検

索を行うためには[詳細条件] ボタンをクリックする。期間及び詳細条件は、重複設定が

可能になる。 
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検索期間 

 

→ 1週間: 過去1週間の受信メール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヵ月間の受信メール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 詳細期間: カレンダアイコンをクリックして検索の詳細時間を設定できる。検索スタ

ートの時間は検索終了時間より小さくし、検索時間の設定時には年-月-日まで入

力する。年は4文字の数字として入力し、月は1～12、日は1～31、時間は0～23、

分は0～59のように値を入力する。 

詳細条件 

 

→ DownLoad-IP: 添付ファイルをダウンロードしたIP情報を検索条件として設定する。 

→ 添付ファイル名: 添付ファイル名を検索条件として設定する。 

→ 拡張子: ファイルの拡張子を検索条件として設定する。 

→ 添付のサイズ: 添付ファイルのサイズを検索条件として設定する。検索する添付フ

ァイルサイズの最小サイズと最大サイズを入力すると、その範囲のサイズを持つフ

ァイルが検索される。 

→ フィルタ名: フィルタリングしたフィルタ名を検索条件として設定する。 

→ 送信者IP: メール送信者のIPアドレスを検索条件として設定する。 ほとんどは送

信SMTPサーバのIPアドレスになる。 

→ 送信者Eメール: 送信者Eメール情報を検索条件として設定する。  

→ 受信者Eメール: 受信者Eメール情報を検索条件として設定する。 

→ タイトル: メールのタイトルを検索条件として設定する。 

4. 検索条件を全て設定した後、[検索] ボタンをクリックすると、検索された内容が画面に

表示される。もし検索結果が無い場合は、「検索結果が存在しません。」 という結果メッ

セージが表示される。 
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5.4. メール拒否 

MAILSCREENが受信するメール中、SMTPにより拒否された場合は、その内訳を拒否履歴と

して確認できる。メールの拒否内容をファイル保存する機能はメールと同一である。 

5.4.1. 拒否履歴の確認 

ご注意 

 メールの拒否内容中、送信者と受信者列は空白になっている場合もある。この情報を

取得する前にメールが拒否された、またこの情報を提供しない理由で拒否された場合

がある。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール拒否」を選択する。 

3. メールのリストが表示される。 

 

→ 日付: メールが拒否処理された時間及び日付の情報を表示する。 

→ 送信者IP: メール送信者のIP情報を表示する。 

→ 送信者: メール送信者のEメールアドレスを表示する。 

→ 受信者: メール受信者のEメールアドレスを表示する。 

→ 拒否コード: メールが拒否されたコードを表示する。  

表１ 拒否コード  

コード 説明 

100 メールの容量が指定サイズを超過  

101 送信者メールのドメインはDNS MXが存在しない 

102 受信者のメールはリレーが許可されていない 
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103 *1) Black Listに登録された送信者 

104 *2) 不正ユーザとして登録された受信者 

105 MAIL FROMコマンドに入力値が無い場合 

106 RCPT TOコマンドの制限回数、制限値を超過 

107 *3) 悪性スパマーリストに登録された送信者 

108 *4) 間違えた文字を含めているメール 

109 DNSエラー. NameServerの動作可否を確認 

110 受信者Eメールの認証失敗 

111 同一な送受信者のEメール 

112 存在しない受信者のEメール 

113 SMTPの通信時間を超過 

114 送信者メールアドレス形式のエラー 

115 樹陰者メールアドレス形式のエラー 

116 RBL(Real-time Black List)に登録された送信者IP 

118 送信者IPが同時アクセス制限を超過 

119 送信者IPのReverse DNSが存在しない 

120 認証(AUTH LOGIN/PLAIN)失敗 

121 最大Hop数を超過 

*1 一般的なBlack Listによって拒否された場合。 

*2 特定受信者の受信遮断によって拒否された場合。送信者を対象として検索を行うBlack Listと似て

いる。 

*3 blackholesenderによって拒否されるメール。一般的なSMTP拒否とは違って、TCPレベルからアクセ

スを終了する。内部的に予約され、使用することはない。 

*4 メールアドレスに空白やタブ文字が含まれている場合。 

→ 拒否理由: メール受信が拒否された理由を表示する。 

4. 右側の上にある表示件数を選択し、一つのページへ表示するメールリストの表示件数

を調整できる。 

 

5.4.2. 拒否履歴の検索 

検索は基本的に期間による検索が可能になり、詳細条件を利用した条件指定検索ができる。 

ご注意 

 詳細条件を利用した検索を行う場合、拒否理由コード以外の全ての条件は一部の文字

だけを入力しても検索は可能になる。 

 拒否理由コードは、３文字の拒否コードを入力する。拒否理由コードは表１ 拒否コード 

を参照する。 

 拒否メールの内訳は、メール環境とMAILSCREENの設定によって変わるが、検索時に

適切な検索条件を設定することで検索速度が向上できる。検索速度を向上できる検索

条件は検索期間と拒否理由コードになる。 

使用方法 



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             51 

管理者マニュアル 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メール>メール拒否」を選択する。 

3. 期間に関する条件を利用した検索を行うためには検索期間項目を設定し、詳細条件を

利用した検索を行うためには[詳細条件]ボタンをクリックする。 期間及び詳細条件は

重複設定ができる。 

検索条件 

 

→ 1週間: 過去1週間の受信メール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヵ月間の受信メール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 詳細期間: カレンダアイコンをクリックして検索のための詳細時間を設定できる。検

索スタートの時間は検索終了時間より小さくし、検索時間の設定時には年-月-日

まで入力する。年は4桁の数字として入力し、月は1～12、日は1～31、時間は0～2

3、分は0～59の値を入力する。 

詳細条件 

 

→ 送信者IP: メール送信者のIPアドレスを検索条件として設定する。 ほとんどは送

信SMTPサーバのIPアドレスになる。 

→ 送信者Eメール: 送信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ 受信者Eメール: 受信者のメール情報を検索条件として設定する。 

→ 拒否理由コード: メール受信が拒否されたコード番号を入力する。 

4. 検索条件を全て設定した後、[検索]ボタンをクリックすると、検索された内容が画面に表

示される。もし検索結果が無い場合 「検索結果が存在しません。」という結果のメッセ

ージが表示される。 
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5.5. メールキューの状態 

正常メールと判断されたメールは、実際のメールサーバまで送信する。だが、ネットワークの

状況やメールの処理量などの原因ですぐに処理できない場合は、メールを一時的にキュー

へ保管し、後で送信する。MAILSCREENはこのようなメールキューの状態を確認できる。 

5.5.1. メールキューの状態を確認 

正常メールとして判断されたメールをメールサーバへ送信するためには、メールキューの現

状を見てシステムの処理状況を判断できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールキュー状態」を選択する。 

3. メールキューの状態リストが表示される。 

 

現在のキュー状態 

→ 処理中のメッセージ: キューより処理中の全体メッセージの数。 

→ 待機中のメッセージ: 受信するメールサーバが応答しない場合、送信されずにキュ
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ーに残っているメッセージの数を意味する。システム使用率を100%、あるいはシス

テムダウンやDNSクエリー情報を取得できない場合にメールがキューに残る現象

が発生する。 

キューログ 

→ 時間: キュー個数の検査時間を表示する。 

→ キュー個数: 未処理されたキューの個数を表示する。 

→ その他: もしその他列にNORMALでなく、WARNINGとして表示されるのは 「「かん

たん設定」>システム基本情報>システム監視「に設定されたメールキューの個数よ

りも現在未処理中のメールキューが多い時に表示される。 WARNINGはキューに

残っているメールが多すぎて処理が遅延されていることを意味し、原因を探して解

決しないとユーザのメール送受信が遅延されることになる。MAILSCREENはキュー

が指定個数以上になると管理者までメールで警告を送信できるように設定できる。

詳細は7.1.1.9を参照する。 
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6. ウィルス管理 

MAILSCREENは、ウィルスメールを検出し、駆除する機能を提供する。リアルタイムアップデ

ートでワクチンエンジンを最新バージョン保持している。 

6.1. ウィルス検査設定 

6.1.1. ウィルス検査設定 

スーパー管理者はメールに対してウィルス検査可否をを設定できる。  

ご注意 

 ワクチンエンジンは比較的多くのデータをサーバから持ち込むようになり、処理時間が

長くなることがある。 

 使用可能なワクチンは、設置時の環境によって下記設定画面と異なる場合がある。 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ウィルス検査設定」を選択する。 

3. 次のウィルス検査の設定値を入力する。 

 

→ ワクチン: ウィルスを検査するワクチンエンジンの種類を選択する。MAILSCREEN

では、企業用AVGエンジンを採用している。ここではAVGを選択する。 

→ 感染メール処理: この項目を「駆除後送信」に設定すると、メールを駆除した後に

受信者まで送信する。だが、駆除後送信するとワームの特性上、メール自体が意

味の無いごみメールになってしまうので、推奨しない。デフォルト設定は 「駆除後

仮保管」になる。 

→ 最終アップデート時間: ワクチンを最新にアップデートした時間を画面に表示する。 

4.  [設定] ボタンをクリックすると、設定した内容が保存されます。 
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6.1.2. リアルタイムアップデート 

MAILSCREENは、毎時間ワクチンエンジンをチェックし、最新のものがあればアップデートす

る。アップデートボタンをクリックすることで、手動でアップデートを行うこともできる。 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ウィルス検査設定」を選択する。 

3. [リアルタイムアップデート] ボタンをクリックする。リアルタイムアップデートが正常に終

了する場合、処理結果の画面が表示される。 
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6.2. VPS(Virus Pre-Process System)フィルタ 

ウィルスワクチンはウィルスの出現よりタイムラグがあり配布される。もし、新しく出現したウィ

ルスやワーム対策になるワクチンパターンの配布が遅くなる場合、その間に多くのウィルスメ

ールが受信される危険性もある。MAILSCREENのウィルス担当チームは、このような新しい

ウィルスの出現を認知し、そのパターンを分析、ワクチンが提供されるまでにウィルスメール

を遮断できる機能を提供する。 

6.2.1. VPSフィルタの検索 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「VPSフィルタ」を選択する。 

3. ウィルス名を入力した後、[検索]ボタンをクリックする。 ウィルス名の入力時に制限値

は無い。 

 

4. ウィルス名をキーワードとして検索した内容が画面に表示される。もし、検索内容が無

い場合は 「検索結果が存在しません。」という結果メッセージが表示される。 
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6.2.2. VPSフィルタの削除 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「VPSフィルタ」を選択する。 

3. 削除するVPSフィルタ項目を選択した後、リストの上にある[削除]ボタンをクリックする。 

 

4. 「選択した項目を削除しますか？」 という確認メッセージが表示される。 

 

5. [OK] ボタンをクリックすると選択した項目が削除される。 
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6.2.3. VPSフィルタをファイル保存 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「VPSフィルタ」を選択する。 

3. リストの上にある [ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示され、 [保存] ボタンをクリックする。 

  

5. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定した後、[保存] ボタンをクリックすると、

指定フォルダにVPSリストがExcelファイルとして保存される。 



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             59 

管理者マニュアル 

   

 

6.2.4. VPSフィルタのリアルタイムアップデート 

使用方法 

1. メインメニューの「ウィルス管理」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「VPSフィルタ」を選択する。 

3. リストの上にある[リアルタイムアップデート]ボタンをクリックする。 リアルタイムアップ

デートが正常に行われた場合、成功の結果画面が表示される。 
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7. 環境設定 

MAILSCREENを運用・管理するための環境設定について説明する。 

7.1. システム 

7.1.1. 基本情報  

システム運用のための基本情報を設定する。 

7.1.1.1. システム情報 

システム運用のためのHostName及びライセンス情報に関する設定を行う。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記のシステム情報を入力した後、下にある [設定] ボタンをクリックする。 

 

→ ホスト名: MAILSCREENが設置されたサーバに与えられたホスト名を入力する。こ

こでホスト名とは、HTTP://を外したA.HOST.COM形式の情報になり、この情報はM

AILSCREENの内部作業時に参照される。ホスト名はMAILSCREENのライセンスサ

ーバに登録されているので、変更した場合にはライセンスダウンロードと更新リク

エストが動作しないこともある。 

→ ライセンス: パッケージに設定されているライセンス情報を管理し、確認する。入力

できるライセンスの形態は 「-」として区分され、8桁の数字と英文を合わせた5セッ

トの値が入力される。ただし、初めてのセットの最初の文字は、E(Enterprise)/L(Le

ase)/D(Demo)中の一つを入力し、7桁の数字と英文の組み合わせになる。 

 [ダウンロード]ボタン: ライセンスサーバから新しいライセンスをダウンロード

する。保守契約の更新や、ドメイン数、ユーザの追加などの理由でライセンス

を更新する場合に、ライセンスサーバにアクセスして更新されたライセンスを

ダウンロードする。 

 [更新リクエスト]ボタン: ライセンスサーバにライセンスの更新リクエストを送
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信する。このリクエストはライセンス管理担当者へ送信される。 

 区分: MAILSCREENの提供タイプを表示する。  

 満了日: ライセンス有効期間。この期間を過ぎると、ライセンス満了と判断し、

フィルタ・ウィルスなどのアップデートが不可となる。一部管理機能も利用でき

なくなる。 

 ドメイン数: ライセンスが許可した登録可能なドメイン数。 

 ユーザ数: ライセンスが許可した登録可能なユーザ数。 

→ システムメール: レポートなど、MAILSCREENが送信するメールの送信者に対する

情報を設定する。 

 送信者名: ユーザがメールを確認した時に表示される送信者の名前。 

 送信者のEメール: ユーザがメールを確認した時に表示される送信者のEメー

ルアドレス 

 

7.1.1.2. 画面設定 

Web-Adminが提供する基本画面の設定をする。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択。 

3. 下記の画面設定情報を入力した後、下にある [設定] ボタンをクリックする。 

      

→ ブラウザタイトル: ウェブブラウザのタイトルバーに表示するタイトルを設定する。 
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→ メール確認: メール詳細確認機能の基本値を設定する。 

 基本値: メール詳細確認から基本的に表示する情報をヘッダ、内容、原文か

ら選択する。 

 サイズ制限: メール管理でメールを確認する時、メールのサイズが大きい場

合にメール確認時間が長くなることを防止するため、メール原文中より最大何

Kbytesまでを読み込むのかを設定する。この値はメール確認の基本値でメー

ル原文を選択した場合にだけ適用され、‘0’に設定すると制限しない。 

→ モバイルロゴ： MAILSCREENはiPhoneやアンドロイド携帯のようなモバイルウェブ

決裁サービスを提供する。iPhoneやアンドロイド端末を利用してMAILSCREENに接

続する場合に使用するロゴ画面を設定する。[参照]ボタンをクリックしてモバイルイ

メージをアップロードする。320 x 60 pixの画像はログイン画面に、140 x 30 pix

の画像はログイン後の画面に使用される。 

→ イメージリンク：Web-Admin左上の画像をクリックすると接続するURLを設定する。 

→ 時間形式: 時間を表示する場合に使用する形式文字列を指定する。Web-Admin

は制限された画面上に多くの情報を表示するため、状況に合う多数の形式を使用

しており、言語によって設定できるようにサポートする。時間帯を含めた日付、時

間: 1-30桁の文字列で構成し、デフォルト値はY-m-d H:i:s Tになる。 

 年月日を含めた日付、時間: 1-30桁の文字列で構成し、デフォルト値はY-m-

d H:i:sになる。 

 年月日のみを表記する日付: 1-30桁の字列で構成し、デフォルト値はYmdに

なる。 

 日のみを表記する日付、時間: 1-30桁の文字列で構成し、デフォルト値はd 

H:i:sになる。 

→ 検索時間: メールの受信量が多い場合、メール管理メニューの各ページからメー

ルを確認する時間が長くなることがある。これを防止するために時間制限を設定し、

現在から指定した時間間隔まで遡り、該当するメールのみを表示する。 

 送信メール: 送信メールの検索時間を設定する。 

 送信拒否メール: 送信拒否メールの検索時間を設定する。 

→ 検索方法: 最大制限時間と検索結果を表示する方法に関して設定する。 

 検索制限時間: 検索が指定時間内まで終了しない場合、Timed outを適用し

て強制終了する。Timed outが発生すると検索時間の範囲を調整してもう一

度検索を行うようにする。 

 検索結果の出力からチェックボックス選択を解除すると、整列が省略されるの

で、検索結果の出力に必要とされる時間を短縮できる。ただし、直近のメール

が下に表示される。 

→ リモートサポートのURL: 現在、MAILSCREENでは本機能は未サポートである。 

→ Copyright: 著作権に関するコメントを修正できる。 
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7.1.1.3. システム 

エンジンの自動アップデート可否を設定する。 

ご注意 

 お客様のご要望により、MAILSCREENのパッケージをカスタマイズした場合、本オプショ

ンを必ず 「使用しない」と設定する。自動アップデートを有効にしていると、カスタマイズ

したパッケージが上書きされるので、注意が必要である。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記に画面設定情報を入力した後、画面下にある[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ エンジン自動アップデート: MAILSCREENのパッケージに対する自動アップデート

する機能としてデフォルト設定は「使用する」になる。 アップデートの内容は「環境

設定>維持保守>エンジン自動アップデート」から確認できる。  

→ アップデートサーバ: アップデートサーバの情報を入力する。(デフォルト値から変

更する必要はない) [検査]ボタンをクリックした場合、アップデートサーバとの疎通

確認ができる。 

 

7.1.1.4. ジャーナリング 

他のアーカイブ製品などのソリューションと提携し、全てのメールを保存するためにジャーナ

リング機能を提供する。フィルタリング後にメールサーバまで送信される全てのメールは、指

定したジャーナリングアカウントへコピー送信される。メールを復旧するときにもジャーナリン

グが提供される。  

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記画面の設定情報を入力した後、下にある [設定] ボタンをクリックする。 
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→ ジャーナリング: ジャーナリングを行うための対象を選択する。  

→ ジャーナリング方法: アカウント情報を利用するジャーナリング方法と、サーバ情報

を利用するジャーナリング方法の２つを提供する。「ジャーナリングアカウント」を選

択した場合、下にあるジャーナリングアカウント情報(メールアドレス)を入力し、「ジ

ャーナリングサーバ」を選択する場合、ジャーナリングサーバ情報(IP Address あ

るいは Hostname)を入力する。 

→ ジャーナリングアカウント: ジャーナリングのためのアカウント情報を入力する。1件

の同じメールに多数の受信者がCcされている場合は、1件のみをジャーナリングす

る。  

 送信メールアカウント: 送信メールに対するジャーナリングのためのメールア

カウントのアドレスを入力する。 x@x.xの形式となっている文字列を入力する。 

 リターンメールアカウント: ジャーナリングメールの送信者のエンベロップ情報

として入力する。（メールヘッダの送信者情報とは違う。） x@x.xの形式となっ

ている文字列を入力する。 

→ ジャーナリングサーバ: ジャーナリングのためのサーバ情報を入力する。1件のメ

ールに多数の受信者がCcされている場合、元の送・受信者のエンベロップ情報(En

velop MAIL FROM、RCPT TO)をそのまま利用するので、受信者数分がジャーナ

リングされる。もしジャーナリングサーバの問題でジャーナリングメールの送信が連

続的に失敗し、キューへの保存時間が超過された場合、元の送信者までメールを

リターンするので、ジャーナリングサーバに問題がないように注意する。 

 送信メールサーバ: 送信メールに対するジャーナリングを受信するためのサ

ーバアドレスを入力する。 

 

7.1.1.5. 言語設定 

MAILSCREENのシステムとWeb-Adminが使用する言語を設定する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力し、画面下にある[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ 言語:  

 システム: Web-Adminが基本的に提供するインターフェースの言語を選択す

る。この設定はユーザがWeb-Adminへアクセスした場合にUIが使用する言語

を設定する。 

 デコーディング文字セット: MAILSCREENのフィルタリングエンジンがメールを
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解析（パージング）する時、メール内部の文字セットに対する情報が無い場合

に強制指定する文字セットである。一部メールシステムの場合、文字セットの

情報がなくメールを送信するので、多く受信するメールの文字セットを指定す

る。この情報が正しくない場合、文字解析の間違いでメール分析に失敗するこ

とがある。 

 お知らせメールテンプレート: お知らせメールの送信時に適用されるテンプレ

ートの文字セットを設定する。添付ファイルの暗号化のお知らせ、送信遅延の

お知らせ、添付ファイルリンク変換のお知らせ、決裁申請、決裁待ち、承認の

お知らせ、却下のお知らせ、フィルタリングのお知らせメールなどに適用され

る。 

 

7.1.1.6. メール保存期間の設定 

MAILSCREENは、メールコピーとフィルタリングログを保存する。ここではサーバにコピーを

保存する期間とフィルタリングログを保存する期間を設定する。 

ご注意 

 フィルタリングログが無く、メールコピーのみを保存する場合はあまり意味がないので、

メールコピーの保存期間は、必ずフィルタリングログの保存期間以下に設定する。 

 送信メールの情報セキュリティ項目は内部の重要情報が外部へ漏洩されることを防止

するための添付ファイル暗号化、添付ファイルリンク変換、送信遅延、決裁などの機能

に関するフィルタリングログとメールコピーを意味する。 「環境設定>フィルタリング>誤

送信防止>添付ファイルのリンク有効期間」以下には設定できない。 

 メールの受信量によって多くの保存領域が必要になる。例えば、メールサイズを平均 5

00KBytesとして考えると、下記のような方法で計算可能である。（１日当たりどの程度の

サイズ（GBytes）の保存領域が必要になるか計算できる。） 

 (500 * <1日に処理するメール件数>) / 1024 / 1024 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記の画面に設定情報を入力した後、下にある [設定]ボタンをクリックする。 
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→ メール保存期間: メールのフィルタリングログとメールコピーの保存期間を設定す

る。 

 全体: 全体項目に数字を入力すると、その数字が下記全ての項目に適用され

る。 

 送信: 送信されたメールがフィルタリングを通過(一致しない)または、「通過」 

フィルタによって受信者へ送信されたメールのフィルタリングログとメールコピ

ーの保存期間を設定する。 

 フィルタ動作: 送信されたメールのうち、送信メールフィルタによってフィルタリ

ングされたメールのフィルタリングログとメールコピーの保存期間を設定する。 

 ウィルス: 送信されたメールのうち、ウィルスメールのフィルタリングログとメー

ルコピーの保存期間を設定する。 

 拒否: 送信拒否されたメールのフィルタリングログの保存期間を設定する。 

 

7.1.1.7. データ保存期間の設定 

システムログと統計データの保存期間を設定する。システムログはMAILSCREEN上で動作

する各種アプリケーションが動作状態を記録するログを意味し、ほとんどはテキストファイル

として記録する。 統計データはメールをIP、フィルタ、受信者、送信者などで、統計を構成し

ているデータを意味する。 統計データは多くの保存領域を必要とするので、設定データの

保存期間情報を利用して期間を過ぎたものは周期的に自動で削除する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記画面の設定情報を入力し、下にある [設定] ボタンをクリックする。 

 

→ システムログ: システムログを保存する期間を設定する。指定日数より古いシステ

ムログは削除する。 

→ 統計データ: 統計に対する保存期間を設定する。  

 

7.1.1.8. メールのSyslog設定 

Sysloｇサーバを別運用している場合、メールログをSyslogサーバへ保存するように設定する

ことができる。 

使用方法 
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1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、下にある [設定] ボタンをクリックする。 

 

→ syslogサーバ: リモートサーバへオプションを選択し、サーバ情報を入力すると、指

定サーバへメールログ(/var/log/maillog)を送信する。この時、リモートサーバのsys

logdデーモンのサービスが無効になっていたり、ネットワークアクセスが無効になっ

ていて送信に失敗しても、ローカルサーバの/var/log/maillog には記録を保存す

る。 

 

7.1.1.9. システム監視 

MAILSCREENはサーバのシステム状態をモニタリングし、システムに問題が発生した場合に

メール、あるいはSMSで通知する。モニタリングを行う項目には、ハードディスクの容量、デ

ータベースの異常可否、メールキューの状態がある。 メールはスーパー管理者まで送信さ

れる。   

  使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>基本情報」を選択する。 

3. 下記の画面に設定情報を入力した後、下にある [設定]ボタンをクリックする。 

 

→ ハードディスク: 指定した比率以上にハードディスクが使用されている場合に警告

する。保存領域が不足になると、フィルタリング、メールコピー保存などの作業がで

きなくなるので、このオプションは常に有効にする。  

→ データベース: DBMSのテーブルサイズの異常、テーブルダメージなどの異常事項

が発生した場合に警告する。 

→ メールキュー: システムのメールキューに指定個数以上のメールが処理遅延され

た場合に警告する。メールキューの状態は 「SMTP Filter>メール>キュー状態」か

ら確認できる。 

7.1.2. 証明書 

MAILSCREENのサーバ証明書を設定する。証明書は、（1）HTTPSプロトコルでMAILSCREEN

に接続するWebブラウザとの通信のため、（2）メールの送受信時、SMTPSやSTARTTLS支援

のために使用される。初期設置時にMAILSCREENは自ら署名した証明書を提供する。 
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7.1.2.1. 証明書の生成 

証明書が満了した場合や、新規生成する必要がある場合に生成する。 

ご注意 

 すでに認証局証明書を使用しながら自己証明書を新しく生成する場合、個人キーと認

証申請書を新規作成するので、問題が発生することがある。証明書を新しく作成する前

に証明書の種類を自己証明書として選択し、証明書を生成する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>証明書」を選択する。 

3. 下記画面に証明書の作成情報を入力し、[設定] ボタンをクリックする。 

 

→ 国コード: 2桁のISO形式の国コード。 

→ 都道府県: 県名を入力する。 

→ 市区町村: 市町村名を入力する。 

→ 会社名: 会社名を入力する。 

→ 部署名: 社内での部署名を入力する。 

→ フルドメイン: URLと同一のサーバのDNS名前確認に使用される全体ドメイン名を

入力する。 このフィールドにはIPアドレス、ポートなどは使用できない。 また、「ht

tp://」 や 「https://」も入力できない。 

→ メールアドレス: 証明書を管理する管理者のメールアドレスを入力する。 

→ 有効期間: 証明書の使用期間を入力する。 

 

7.1.2.2. 証明書のダウンロード 

サーバに保存された証明書をダウンロードする。認証の申請書を証明局に送信するためや、

サーバのリセットのために証明書をバックアップする場合に使用する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 
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2. 左側のリストメニューから「システム>証明書」を選択する。 

3. 下記画面にある情報中、各項目から[ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

→ 個人キー: 証明書にある個人キーの情報をファイル保存する。 

→ 証明書: 証明書の情報をファイル保存する。 

→ 証明書申請: 証明書申請の情報をファイル保存する。 

4. ダウンロード確認のメッセージが表示され、[保存] ボタンをクリックする。 

  

5. ダイアログボックスが表示される。 保存先を指定し、[保存] ボタンをクリックすると、指

定ルートに指定したファイルが保存される。 
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7.1.2.3. 証明書のアップロード 

ローカルにある証明書をアップロードする。証明局から認証を得た証明書や、すでに使用中

の証明書をサーバへアップロードする場合に使用する。証明書と個人キーを一緒にアップロ

ードし、証明書はアップロードする個人キーで証明されていなければならない。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>証明書」を選択する。 

3. [参照] ボタンをクリックして、項目に対するファイルを探す。 

 

4. [設定] ボタンをクリックしてサーバへ証明書をアップロードする。 

 

 

7.1.3. アクセス制御 

Web-Adminへのアクセス制御を設定する。 

7.1.3.1. ユーザログイン 

ユーザログイン時のパスワードの検査及びパスワードの長さなど、ログインに関する情報を

設定する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>アクセス制御」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定] ボタンをクリックする。 

 

→ パスワード複雑度検査: ユーザパスワードの複雑度検査機能の使用可否を設定

する。有効にするとユーザの追加/修正時にパスワードに対する複雑度を検査す

る。 
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→ パスワード最小長さ: ユーザの追加/修正時のパスワードの最小長さを設定する。 

→ パスワード有効期間: ユーザの追加、あるいはパスワードの修正後に指定期間が

経過したユーザはログイン直後にパスワード変更ページへ移動する。 

→ パスワード変更強制化: 有効にするとパスワードの有効期間が過ぎるとパスワー

ド変更ページへ移動する。パスワードを強制的に変更させる機能である。 

 

7.1.3.2. ログイン情報 

Web-Adminへのアクセスを制御する。 MAILSCREENにログインするためには登録されたユ

ーザ又はMAILSCREENに登録されたLDAPサーバユーザとして登録されている必要がある。 

ご注意 

 ログイン方法をLDAPに設定する場合、全てのユーザはLDAP認証のみでWeb-Adminに

ログインすることができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>アクセス制御」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ ログイン方法： MAILSCREENにログインする方法を設定する項目である。[登録さ

れたユーザ]を選択した場合、ログイン時にMAILSCREENに登録されたIDとパスワ

ード情報を利用する。「LDAP」を選択した場合、LDAPサーバに登録されたユーザ

カウントとパスワード情報を利用してWeb-Adminにログインする。 

→ 検査値： ログイン時に検査する形式を設定する項目であり、「Email-ID」と 「Full E

mail Adress」のどちらかを選択する。 

→ テスト： ログイン情報で選択された方法によってログイン許可可否をテストするこ

とができる。メールアドレスとパスワードを入力して[接続テスト]の結果によって動

作が正常かどうか確認できる。 

 

7.1.3.3. サーバ情報 

7.1.3.2のログイン情報でLDAPログインを選択した場合、ログインのためのLDAP認証サーバ

情報を設定する。LDAPログインが成功したユーザはMAILSCREENに登録されたユーザ情報

を確認し権限を設定する。登録されてないユーザは決裁者の権限に設定する。 
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使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>アクセス制御」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力し、[設定] ボタンをクリックする。 

 

 

→ LDAP： LDAPサーバ情報を設定する。サーバ、ポート情報を入力、Bind DN、Bind

パスワード、Base DN、検索クエリーを入力する。「暗号化接続」を選択した場合、L

DAPサーバはSSL通信で接続する。 

 

7.1.3.4. HTTPアクセスIP設定 

ユーザからWeb-Adminへのアクセスを制御する。 IPアドレスベースのアクセス制御リストを

設定し、Web-Adminへアクセスできるユーザを制限することができる。 アクセス制限を有効

に設定した後、許可IPは全体のIPアドレス、あるいは右側のクラスが省略されたIPアドレスを

一列に１つずつ入力する。 

  ご注意 

 できるだけ現在アクセス中のスーパー管理者をアクセス可能にするために、アクセス制

限を有効にすると、現在アクセス中の管理者IPが自動的に許可IPへ登録される。  

  使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから[システム>アクセス制御]を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ アクセス制限: アクセス制限機能の使用可否を選択する。デフォルト値は 「使用し

ない」になる。  

→ 許可IP: HTTPアクセスのできるIPを入力する。一列に一つのIP情報を入力し、IPは
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クラス単位でも入力可能になる。クラス単位で入力する場合、“.”として終わるIPア

ドレスで入力する。 例えば、‘10.0.0.’を入力すると‘10.0.0.1’より‘10.0.0.255’まで

が適用される。 このリストはアクセス制限が有効に設定されている場合に適用さ

れる。 ただし、IP Rangeに対する入力方式は提供しない。 

7.1.3.5. Telnet アクセス IP 設定 

MAILSCREENへのTelnetアクセスを許可するIPを設定する。 

    使用方法 

1. メインメニューの[環境設定]を選択する。 

2. 左のリストメニューの[システム＞アクセス制御]を選択する。 

3. 次の画面の設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ アクセス制限: アクセス制限機能の使用可否を選択する。デフォルト値は「使用し

ない」になる。 

→ 許可IP: Telnetを通じてアクセスできるIPを入力する。一列に一つのIP情報を入力

し、IPはクラス単位でも入力できる。クラス単位で入力する場合、“.”として終わるIP

アドレスを入力する。 例えば、‘10.0.0.’を入力すると‘10.0.0.1’から ‘10.0.0.255’

までが適用される。 このリストはアクセス制限が有効になっている場合に適用さ

れる。 ただし、IP Rangeに対する入力方式は提供しない。 

 

7.1.3.6 SSHアクセスIP設定 

MAILSCREENへのSSHアクセスを許可するIPを設定する。 

  使用方法 

１．メインメニューの「環境設定」を選択する。 

２．左のリストメニューの「システム＞アクセス制御」を選択する。 

３．次の画面の設定情報を入力した後[設定]ボタンを選択する。 
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→ アクセス制限: アクセス制限機能の使用可否を選択する。デフォルト値は「使用し

ない」になる。 

→ 許可IP: SSHを通じてアクセスできるIPを入力する。一列に一つのIP情報を入力し、

IPはクラス単位でも入力できる。クラス単位で入力する場合、“.”として終わるIPアド

レスを入力する。 例えば、‘10.0.0.’を入力すると‘10.0.0.1’から ‘10.0.0.255’まで

が適用される。 このリストはアクセス制限が有効になっている場合に適用される。

 ただし、IP Rangeに対する入力方式は提供しない。 

 

7.1.4. Service 

Web-AdminとMAILSCREENの各種サービスを制御、設定する。 

7.1.4.1. ウェブサーバ 

Web-Adminに対するアクセス方式を設定する。管理者から各ユーザに対して個別設定が可

能になる。 

ご注意 

 MAILSCREENが提供する証明書は、セキュリティ上は問題ないが、商用の証明書では

ないため、ブラウザから証明書の警告が表示される場合がある。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>サービス」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ 管理者URL: 管理者からWeb-AdminへアクセスするためのURL及びプロトコルの

情報を設定する。 

 プロトコル: Web-Adminの各ページを呼び出すときに、セキュリティが保証され

るアクセスを行うかを設定する。HTTPSを選択すると、Web-Adminとユーザの

間に通信されるデータは暗号化され、データ盗聴等による情報漏洩対策とな

る。 HTTPSを使用するためには証明書が必要となり、MAILSCREENは自己

証明書の発行機能を提供する。自己証明書は、セキュリティ上は問題ないが、

商用の証明書とは違うため、ブラウザで不安全な証明書という警告を表示す

プロトコル URL ポート 
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る。サーバに証明書が無い場合は、HTTPS設定はできない。 

 URL: Web-AdminのURL情報を入力する。「基本情報>システム情報>Hostna

me」と同一設定が使用されるが、他の場合はWeb-Adminへアクセス可能なUR

Lを設定することもできる。 

 ポート: Web-Adminにアクセスするポートを指定する。プロトコルがHTTPの場

合は80、 HTTPSの場合は443が基本値になる。 

→ ユーザURL: ユーザがWeb-AdminへアクセスするためのURL及びプロトコル情報を

設定する。 管理者のURL設定と同一になる。 

→ リンクダウンロードURL: MAILSCREENの独自URLリンク変換による添付ファイルの

リンク変換時に使用するダウンロードURLを入力する。添付ファイルのリンク変換

に対する詳細な説明は、7.2.3.3 を参照する。 

→ セッション制限時間: セッション開始以後、ここで指定した時間になるまでユーザか

らページへの操作がない場合は、セッションが終了される。再ログインが必要にな

る。 

→ 自動ログアウト時間: ページを開いたままで何も入力やマウスの操作などがない

状態で指定時間を経過すると、自動的にセッションを終了する。席を外した時に他

のユーザによる操作を防ぐための機能になる。最小5分から60分の値を設定する。 

 

7.1.4.2. プロキシサーバ 

インターネットに接続するためのプロキシサーバを指定する。ライセンスサーバからパターン、

ウィルス、エンジンなどのアップデートに使用するHTTPプロキシサーバを設定する。  

ご注意 

 プロキシサーバに間違えた情報を設定すると、サーバとの通信ができなくなり、パッケ

ージの一部機能が動作しないことがあるので注意する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>サービス」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定] ボタンをクリックする。 

 

→ 使用可否: プロキシサーバをの使用可否を選択する。 
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→ サーバ: プロキシサーバを指定する。IP、あるいはHostnameを記入する。 

→ ポート: プロキシサーバのポートを指定する。 

→ ユーザ: プロキシサーバに認証が必要な場合、ユーザを入力する。 

→ パスワード: プロキシサーバに認証が必要な場合、パスワードを入力する。 

 

7.1.4.3. サービス制御 

MAILSCREENの各種サービスを制御する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>サービス」を選択する。 

3. システム、SMTPフィルタリングエンジン、DBMSを終了、あるいは再起動する場合には、

[終了] ボタン、または [再起動] ボタンをクリックする。 

 

→ システム: MAILSCREEN本体を制御する。終了や再起動を行う。  

→ SMTPフィルタリング・エンジン: SMTPフィルタリングエンジンを制御する。 SMTP 

フィルタリングエンジンが終了したままでは、メール受信ができない場合があるの

で注意する。 

→ データベース: データベースを制御する。終了するとWeb-Adminのメール管理や統

計など、一部の動作に問題が発生する。 

 

7.1.4.4. 時刻同期化 

システムの時間を同期化する。同期化サービスは、ネットワークの環境によって NTPやTIM

Eを選択するようにする。検査ボタンでサーバを検証すると、現在のシステムの時間と同期化

サーバとの時間を双方表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>サービス」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 
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→ 使用可否: 時刻同期機能の使用可否を選択する。デフォルトは「使用しない」にな

る。 

→ 使用ポート: 時刻同期のために使用するポート(NTP、TIME)を選択する。 デフォ

ルトは、‘NTP(123)’になる。 

→ タイムサーバ: デフォルトのタイムサーバはntp.nict.jpになり、0.0.0.0から255.255.25

5.255の間のIP情報、あるいはサーバのホスト(HTTP://以外のHOST.COMのホスト

形式)情報を入力できる。 [検査]ボタンをクリックすると入力したサーバを検証でき

る。 もし同期化サーバの情報検証に失敗した場合、‘同期化サーバの検証失敗’

というエラーメッセージを表示し、検証に成功した場合は現在のシステムの時間と

同期化サーバの時間を共に表示する。 

→ 同期間隔: 同期化を行う間隔を選択する。デフォルトは‘1週間’になる。 

 

7.1.4.5. 時間帯(タイムゾーン) 

システムのTimezoneをGUIから変更できる。 

ご注意 

 Timezoneの変更後には、システム再起動となるので注意すること。  

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>サービス」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ 現在時間: システムの現時間を表示する。 

→ Timezone: Timezoneを設定する。 

4. [設定]ボタンをクリックすると、「タイムゾーンを変更すると、システムが再起動されます。

実行しますか？」 というメッセージが表示される。 
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5. [OK] ボタンをクリックすると、システムが再起動され、設定したTimezoneの時間帯でシ

ステム時間が変更されます。 

 

7.1.5. Network 

7.1.5.1. Network設定 

MAILSCREENのネットワーク情報を設定する。 

ご注意 

 IP、Netmask、Gatewayは、ユーザがアクセスする時に必要なネットワーク設定なので、

修正の場合は注意する。 

 ネットワークに関する情報を修正する場合、現在のWeb-Adminのアクセスは終了され、

応答がないまま終了されることがある。例えば、ドメイン名 がtest.co.jp のIPアドレスを

10から20に変更する場合、その後test.co.jpというドメイン名ではアクセスができない。D

NSからtest.co.jpに対するIPアドレスを20に変更してからアクセス可能になる。だが、Net

maskなどの情報を変更した場合には、アクセス不可能になることがあるので、設定に注

意する。 

 DNS情報は内部的な処理で必要となり、正常なフィルタリングのためには必須である。

速度が速く、安定的に動作するDNSサーバを設定する。 DNS情報はIPの代わりにドメ

インを入力できる。 

使用方法 

1. メインメニューから「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>ネットワーク」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、下にある[設定]ボタンをクリックする。 
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→ Interface: Networkのインターフェース情報を入力する。(ブリッジ接続の場合には、

選択できない) 

→ IP adress: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲でMAILSCREENのIPアドレス情報を入

力する。 

→ Netmask: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲でNetmaskの情報を入力する。 

→ Gateway: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲でGatewayの情報を入力する。 

→ 1st DNS: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲でDNSサーバの情報を入力する。 

→ 2nd DNS: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で2th DNSサーバの情報を入力する。 

→ 3rd DNS: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で3th DNSサーバの情報を入力する。 

 

7.1.5.2. SMTPブリッジ 

MAILSCREENをメールサーバとブリッジ接続で連携させる場合に設定する。 

ご注意 

 SMTPブリッジは、メールサーバとブリッジ接続のために設定する。ネットワーク構成に

よっては、メールサーバとMAILSCREENをクロスケーブルで接続するなど追加作業が必

要になり、ベンダ社よりの技術サポートが必要になる。 

 587、465ポートを選択すると、選択したポートでネットワークトラフィックを監視するように

なるので、該当ポートは有効になっている必要がある。 [環境設定>フィルタリング>SMT

P]設定を参照する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>ネットワーク」を選択する。 

3. 下記画面に設定情報を入力した後、下にある [設定]ボタンをクリックする。 

 

→ メールサーバIP: 指定した送信元よりあて先まで向かうメールのトラフィックに対す

るフィルタリングを行う。 この項目は、メールサーバとのブリッジ接続を構成するた

めに設定する。 配送するメールサーバを指定する設定ではないので、この設定

のためにメールサーバとMAILSCREENをクロスケーブルで接続する、もしくはメー

ルサーバへの経路上にMAILSCREENを設置するなどの追加作業が必要になり、

ベンダ社よりの技術サポートが必要になる。 
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追加された項目をダブルクリックし、修正ができる。 

 送信元: 送信元のIP情報を設定する。 IPは単一のIPアドレス、あるいはCIDR

 表記としてサブネットを指定できる。 指定可能なCIDRは8～32まで。 

 あて先: あて先のIP情報を設定する。 外部へ送信される全てのあて先を設

定する場合、‘ANY’を入力する。 

 ポート: SMTP(25)、Submission(587)、SMTPS(465)、あるいは 直接ポートを選

択し、必要なポートを入力する。 

 [追加] ボタン: 上記の送信元、あて先、ポート情報を設定した後、[追加]ボタ

ンをクリックすると、下のリストボックスに設定内容が追加される。 

 [削除] ボタン: リストボックスから削除するメールサーバのIP情報を選択した

後、[削除]ボタンをクリックすると、リストから内容が削除される。 

→ SMTP バイパス（Bypass） IP: ここで指定されたIPから送信されたメールは、処理

せずに通過させる。 IPは、単一なIPアドレス、あるいはCIDR表記としてサブネット

を指定できる。 指定可能なCIDRは8～32までになる。 

 

7.1.5.3. Static Routing設定 

MAILSCREENのネットワークインターフェースは４ポート(モデルにより６ポート)になり、このう

ち２ポートのみがサービス提供のために使用される。そのため残った４ポートのネットワーク

インターフェースに対するRoutingの設定機能を提供する。指定インターフェースは、指定ネッ

トワークのトラフィックを指定ゲートウェイへ送信する。 

使用方法 

1. メインメニューから「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システム>ネットワーク」を選択する。 

3. [追加] ボタンをクリックすると、新しいRoutingを追加できる情報入力の画面が表示され

る。 

 

4. 下記画面に情報を入力した後、[適用]ボタンをクリックする。 
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→ Type: Host、Networkを選択する。 

→ Destination: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲の送信元のアドレスを入力する。 

→ Gateway: 0.0.0.0～255.255.255.255の範囲のGatewayアドレスを入力する。 

→ Interface: Networkインターフェース情報を入力する。 

5. 削除するrouting情報を選択した後、[削除]ボタンをクリックすると、選択した情報は削除

される。 
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7.2. フィルタリング 

7.2.1. SMTP 

SMTPエンジンに関する制御情報を設定する。 

7.2.1.1. セッション設定 

SMTPのセッションを制御するための情報を設定する。  

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面にセッション設定の情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ システムの最大同時接続数: 外部からMAILSCREENのSMTPにアクセスする最大

値を指定する。 アクセス数が設定値を超えた場合、アクセスが拒否される。 

→ IPあたりの最大同時接続数: 設定されたIPあたりの最大同時接続数は、システム

の最大同時接続数以下に設定する。 

 

7.2.1.2. Bcc自動変換 

Bcc自動変換機能とは、受信者のメールアドレス情報を保護するために送信メールの全受

信者(To、Cc)をBcc(単一のTo)として強制変換させる機能である。例えば、内部のユーザが

外部の受信者アカウント(test@gmail.com、test@hotmail.com)を２つに設定してメールを送信

した場合、受信者情報がBcc(単一のTo)として自動変換され、メールの受信者は(test@gmail.

com)他の受信者情報(test@hotmail.com)を確認することはできない。 

使用方法 

1. メインメニューから「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面にBcc自動変換設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 
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→ Bcc自動変換: Bcc自動変換に関する設定を行う。 使用するに設定した場合、送

信メールにある全ての受信者(To、Cc)をBcc(単一のTo)に自動変換させる。 

 To、Ccのドメイン数: To、Ccに含まれたドメイン数を設定する。‘1’として設定

した場合、同一のドメインを使用する受信者(To、Cc)に対してもBcc(単一のT

o)に変換させる。 

→ Receivedヘッダの削除: メールを受信するとヘッダにReceived情報(SMTPアクセス

情報)が記録される。使用するに選択すると、ヘッダのReceived 情報が削除される。 

 

7.2.1.3. 制限時間設定 

メール処理のための設定で、メールを受信する各処理での時間を制限する。 

ご注意 

 時間が短くすぎると正常なメール受信を妨害することになり、長すぎるとメール処理に長

時間が必要になり、SMTPの性能が低下する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面に制限時間の設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ 正常メールキュー保存時間:  キューにメールが保持される時間を意味する。SMT

Pが受信したメールは、送信キューに入れて送信を行うことになるが、直ぐに成功

できなかった場合は、リトライキューへ移動し、一定時間の間隔でリトライを行う。こ

の時、この値が多すぎるとキューに保持されるメールが多くなり、システム負荷に

なる。キュー保存時間を超過した場合は、送信者まで送信失敗のお知らせメール

を送信し、メールは削除する。 

→ メール受信時の入力待機の制限時間: SMTPがメールを受信する時にどんなデー

タでもそれ以上受信せずに、待機する時間が設定値以上になるとメール受信に失

敗したと判断する。 データが受信されたら、待機時間は0に初期化され、メール受
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信を続ける。 

→ メール送信時のコネクション制限時間: MAILSCREENが受信したメールを元の受

信サーバへ送信する時の制限時間を設定する。設定値を超過すると、コネクション

失敗と判断し、後でリトライする。 

→ メール送信時の通信制限時間: MAILSCREENが受信したメールを元の受信サー

バへ送信する時から送信が終わるまでの時間を設定する。 設定値を超過したら

送信失敗と判断し、後でリトライする。 

→ メール送信リトライ間隔: MAILSCREENが受信したメールを元の受信サーバへ送

信する時、受信サーバがメール受信に失敗すると一定時間後にリトライする。 こ

の時、基本設定(最初は送信をよく行うが、時間経過によってリトライの間隔を広げ

る設定)を使用すると、内部的に設定した時間間隔ことに送信をリトライする。 送

信失敗する度に間隔も広くなる。送信間隔を選択すると、指定時間の経過ごとに

送信をリトライする。 

 

7.2.1.4. 制限項目設定 

SMTPがメールを受信する時に参照する制限項目を設定する。この項目の条件に一致する

場合、SMTPアクセスは終了され、受信失敗と判断する。 

使用方法 

1. メインメニューから「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面に制限項目の設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ メール最大制限サイズ: 受信メールのサイズがこの設定値を超過した場合、 SMT

Pアクセスを終了し、受信を拒否する。 全体メールのサイズをMBytes単位として

設定し、‘0’に設定すると、メールサイズを制限しない。 

→ 最大同報数制限: 1回のSMTPアクセスで多数の受信者を指定する場合、(RCPT 

TO)許可する受信者の数を設定する。 受信されたメールの同報数がこの値を超

過した場合、SMTPアクセスを終了して受信拒否する。 

→ 最大Hop数: メールヘッダの情報にReceived、あるいはDeliveredヘッダがあれば、

 Hop数が1づつ増える。Hop数が多いメールは多数のサーバを経由したメールであ

る。 多数のサーバを経由したメールは、スパムの可能性が高い、指定Hop 数以

上が発見されたらメール受信を拒否する。正常メールの場合は受信者まで正常に

送信されず、ループメールとして判断する。 
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7.2.1.5. 認証サーバ設定 

認証サーバに対する制限設定を行う。 この機能は受信者存在検査やSMTP AUTHサーバ

とのアクセス時に使用され、アクセス制限時間や通信制限時間を超過するとユーザが存在

すると判断する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面に認証サーバの情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ サーバとのコネクション制限時間: 外部の認証サーバとのアクセスに対する時間

制限を設定する。認証を依頼するサーバとのアクセスはコネクション制限時間内に

行う。  

→ サーバとの通信制限時間: 外部のサーバとの通信に対する時間制限を設定する。

認証を依頼するサーバとアクセスした後のデータを確認し、コネクションを終了する

時間は、この設定した通信制限時間内に行う。 

→ Cc受信者の検査時に失敗判定を行う上限数: 受信者存在検査時に一つのコネク

ションで多数の受信者あてにメールを送信するCcの場合、存在しない受信者がCc

受信者の検査の失敗上限数に達すると、ネットワークコネクションを(SMTPコネクシ

ョン)強制終了する。 

→ 認証検査の失敗判定を行う上限数: MUAが送信者認証に失敗した場合、メール受

信を拒否する。アカウント情報を無作為に代入し、アカウント情報を得た後にMAIL

SCREENをスパム送信サーバとして悪用する攻撃から保護するための設定になる。 

→ SMTP AUTH Type: SMTP Authentification Typeを設定する。 認証方式はLOGIN、

 PLAINのみにサポートする。 

→ SMTP AUTHサーバ: 認証先のSMTP AUTHサーバを設定する。 認証は通常、

ユーザのメールクライアントプログラム(MUA)とメールサーバ間のSMTP Authで行

う。 MAILSCREENはMUAとメールサーバを中継し、MUAから送信される認証情報

をSMTP AUTHサーバまで送信することで認証を依頼する。 

 使用しない: SMTP AUTH機能を使用しない。 

 メールサーバ利用: MUAが送信する認証情報をメールサーバへ確認し、送信

者を認証する。 メールサーバは「環境設定>メールサーバ>メールサーバ」か

ら追加する。MUAが送信する認証情報中にドメインが含まれていればそのサ
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ーバを、ドメインが無い場合はメールサーバ中の最初のサーバを利用する。 

→ 指定AUTHサーバを利用: 送信者認証を依頼するメールサーバを直接指定する。 

 

7.2.1.6. 返信メール設定 

メールを受信者までに送信する途中に送信失敗すると、MAILSCREENは送信者まで返信メ

ール(NDR; Non Delivery Report)を送信する。 送信失敗になる主な原因は、受信メールサ

ーバからの受信拒否になる。 この場合、受信メールサーバは拒否原因に対する応答コード

を提供する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面に返信メールの設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。  

 

→ 返信メール送信: 「使用しない」に設定すると、550、551、553の応答コードにより拒

否されたメールに対しては返信メールを送信しない。  

→ 返信メールの送信者: 拒否の原因や受信メールサーバの応答コードとは関係なく、

返送メールを送信する時に使用する。 

 

7.2.1.7. 詳細機能設定 

その他のSMTPの動作を設定する。  

ご注意 

 一般的にメール送信者に対する情報を得るためには、From、Receivedヘッダを、受信

者に対する情報を得るためにはToヘッダを確認すればよいが、このヘッダは送信者が

任意に構成することができる。 正確なメール送受信者情報を得るためにはメールを受

信したメールサーバのログを確認する必要があるが、MAILSCREENはこの過程を省略

してかんたんにメールを分析するよう、X-Original-*ヘッダを提供する。 

MAILSCREENがX-Original-*ヘッダに記録する情報は、送信者がメール送信のために

MAILSCREENへ送信したエンベロップ情報を参照し、メールヘッダに含まれた情報とは

違うことがある。 実際にメールの送受信はこのエンベロップ情報をベースとして構成さ

れるので、より正確な情報と判断できる。 

使用方法 
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1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>SMTP」を選択する。 

3. 下記画面に詳細機能の設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ SMTP Greetingメッセージ: メール送信のために外部の送信元がMAILSCREENSM

TPサーバへアクセスした時に表示するメッセージを設定する。  

→ SMTPポート: SMTPポート情報を設定する。 

→ 送信者情報をメールヘッダーへ記録: MAILSCREENが処理したメールのヘッダに 

X-Original-SENDERIPとX-Original-MAILFROMを追加し、各送信者ipとエンベロッ

プ情報のメール送信者を記録するように設定する。送信者のip情報はReceivedヘ

ッダを分析して得ることができるが、複雑なReceivedヘッダを分析する代わりにX-

Original-SENDERIPを通じて簡単な確認ができる。 

→ 受信者情報をメールヘッダーへ記録: MAILSCREENが処理したメールのヘッダー

にX-Original-RCPTTOを追加し、エンベロップ情報のメール受信者を記録するよう

に設定する。 

→ SMTP Submission ポート(587): SMTP Submissionポート587番の使用可否を設定

する。 

→ SMTPSポート(465): SMTPSポート465番の使用可否を設定する。 

→ SMTP STARTTLS: SSLを通じたSMTPアクセス暗号化の使用可否を設定する。 

→ STARTTLS強制適用ドメイン: 指定ドメインに対してはいつもSTARTTLSでメール

送信を行うように強制する。 適用ドメインは、一列に一つを記入し、適用ドメインに

メールサーバを記入することはできない。 例えば、user@example.comのメールサ

ーバがmail.example.comとしてもメールドメインになるexample.comのみを記入する。

 この設定を使用するためにはSMTP STARTTLS を 「使用する」に設定する。 

→ スマートホストサーバ: メール送受信時に本来の目的メールサーバの変わりにリモ

ートサーバを経由させるために使用する。MAILSCREENはメールを送信する時に

次の順番でルーティング経路を参照する。 

 
 登録されたドメインのメールサーバ -> スマートホスト -> DNS MX Record 

 

最大5個のサーバまで入力可能にし、メールサーバ、ポート、優先順位を入力し、
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設定ボタンをクリックしてスマートホストサーバを登録する。 ポートを省略した場合

は25として判断する。 接続テストボタンをクリックしてメールサーバとの疎通を確

認できる。 この時、ネットワーク環境が良くない場合は有効なメールサーバにも関

わらず、検証失敗というメッセージが表示されることがあるので、注意する。 メー

ルサーバにはメールサーバのIP、あるいは FQDN情報を入力する。 

 

7.2.2. Scanner 

スキャナーはSMTPが受信したメールを受信し、フィルタリングを行うモジュールである。 こ

こではスキャナーのフィルタリングと動作方式の設定に関して説明する。 

7.2.2.1. フィルタリング設定 

スキャナーがフィルタリングを行う方式を指定する。 

ご注意 

 メール本文はヘッダー情報以外の部分を意味する。正確には、各MIME中にメッセージ

になるtext/plain、あるいはtext/htmlなどのパートからそのヘッダー情報を除外した部

分になる。 添付など、メッセージでないMIMEパートとは無関係である。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>Scanner」を選択する。 

3. 下記画面にフィルタリング設定の情報を入力した後、[設定] ボタンをクリックする。 

 

→ メール本文の検索サイズ: メール本文を対象としてフィルタリングを行うとき、メー

ル本文が大きすぎるとフィルタリング性能が低下する。これ防ぐためにフィルタリン

グを適用するメール本文のサイズを指定し、この範囲内の内容のみを対象としてフ

ィルタリングを行う。 

→ Content-ID署名のファイルサイズ: メール本文に署名、あるいは名詞などのイメー

ジタイプで挿入されたメール(例: Content-ID: XXXXX)に対してイメージファイルの

最小サイズを設定し、一般的な添付ファイルのように取り扱いされることを防ぐた

めに使用する。 設定値より小さいサイズのイメージがメール本文に挿入されたと

きは、'添付ファイルの個数が1より大きい場合' など、添付関連のフィルタリング条

件から例外処理する。 

→ VPSフィルタ: VPSフィルタの適用可否を設定する。 VPSに関する詳細な説明は 

6.2 を参照する。 

→ VPSフィルタの優先順位: VPSフィルタをワクチンエンジンの前に適用するのかを
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設定する。 

 

7.2.2.2. 遮断のお知らせ設定 

スキャナーがメールをフィルタリングし、ウィルスメールとして処理した場合のスキャナーの動

作を設定する。 警告メールを送信する場合、警告メールに対する一部項目を設定できる画

面が表示される。警告メールの案内文は、任意に修正が可能で、HTMLメール形式で保存さ

れる。 入力内容はプレビューボタンを利用して確認することができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>Scanner」を選択する。 

3. 下記画面にメール受信処理の設定情報を入力した後、[設定] ボタンをクリックする。 

 

→ ウィルス送信者に警告メールを送信: 設定した場合、ウィルスメールの送信者に警

告メールを送信する。 ほとんどのウィルス送信者のメールアドレスは受信不可能

になっているが、他人のメールアドレスを盗んで利用することもあるので注意する。

  

→ タイトル: 警告メールのタイトルを設定する。[プレビュー] ボタンをクリックすると、

設定した警告メールを確認できる。 

→ 案内文: 警告メールの案内文の内容を設定できる。  

 

7.2.3. 誤送信防止 

誤送信防止とは、外部へ送信されるメールの誤送信防止及び重要な内部情報の漏洩を防ぐ

ための機能である。ユーザが送信したメールは、管理者がフィルタ管理から追加したフィルタ

条件によってフィルタリングされ、フィルタと一致した場合に各フィルタの動作指定により、添

付ファイルの暗号化、添付ファイルリンク変換、送信遅延などの各処理を行う。 

ご注意 

 「環境設定>フィルタリング>誤送信防止>リンクファイルのテンプレート」を変更する場合

は、エンジン自動アップデート時に変更内容が初期化されることがあるので注意する。 

 誤送信防止メニューの一部設定により、お知らせメールの本文と機能ボタンの有効可

否が変わることがある。以降の各機能に対する説明に従って設定する。 
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7.2.3.1. 添付ファイル暗号化 

外部へ送信される添付つきメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に当メー

ルの添付ファイルを圧縮・暗号化して送信する。この時圧縮ファイルに対する暗号化パスワ

ードはランダムに作成され、送信者には暗号化のお知らせメールが送信される。送信者は、

暗号化のお知らせメールを利用して受信者にパスワードメールを送信することができる。 

‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止>添付ファイルのパスワード設定’により、一定時間

経過後に受信者にパスワードのお知らせメールを送信する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に添付ファイル暗号化のお知らせの設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリッ

クする。 

 

→ 暗号化のお知らせ: フィルタ条件に一致し、添付ファイル暗号化が行われると、該

当する送信者までお知らせメールが送信される。送信される暗号化のお知らせメ

ールのタイトルと本文はテンプレート設定から編集が可能で、[プレビュー] ボタン

をクリックすると編集された内容を確認できる。暗号化のお知らせメールのプレビュ

ー画面は下記のようになる。 

           

 [パスワード送信]ボタン: パスワード送信をクリックすると、受信者にパスワー

ド情報を含んだお知らせメールが送信される。 

 [パスワード送信をキャンセル] ボタン: パスワード送信をキャンセルできる。
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パスワード送信キャンセルボタンをクリックすると、パスワードの自動送信オプ

ションが有効でも受信者へパスワードを送信しない。 もし、設定時間後にクリ

ックすると、受信者にはパスワードがすでに送信されているので取り消すこと

はできない。 

添付ファイルが暗号化され、且つ‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止>添

付ファイル暗号設定の受信者までX分後にパスワードを送信’ オプションが

有効の場合、 [パスワード送信をキャンセル] ボタンが有効になり、受信者へ

設定時間後に自動的にパスワードメールを送信する。  

 

7.2.3.2. 送信遅延 

送信遅延機能は、誤送信防止のために外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ

条件と一致した場合に、当メールの送信を一時遅延させる。この時、送信者には遅延のお知

らせメールを送信する。送信者は送信遅延のお知らせメールを利用して受信者まで直ぐに

送信、あるいは送信キャンセルができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に送信遅延の設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ 遅延時間: 送信遅延時間を設定する。最小5分から最大120分まで設定可能。送

信者が送信遅延したメールに対して何もしない場合、設定時間が経過すると自動

的に受信者へメールを送信する。 

→ 遅延のお知らせ: 遅延のお知らせメールのタイトルと本文はテンプレート設定から

編集が可能で、[プレビュー]ボタンをクリックすると、編集された内容を確認できる。

遅延のお知らせメールのプレビュー画面は次のようになる。 
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 今すぐ送信: 今すぐ送信をクリックすると、送信遅延されたメールが受信者へ

送信される。 

 送信キャンセル: 送信キャンセルをクリックすると、送信遅延されたメールは

受信者へ送信されない。 

 

7.2.3.3. 添付ファイルのリンク変換 

添付ファイルのリンク変換は、外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一

致した場合にメールの添付ファイルをダウンロード可能な形式のダウンロードリンクに変換す

る。リンクに変換された添付ファイルは、特定URLのみからダウンロード可能になり、設定に

よってパスワードの入力が必要になる。 

ご注意 

 添付ファイルのリンク変換機能は、大容量のメール送信のためでなく、誤送信防止のた

めの機能になる。 メール全体のサイズが約50MB以上の場合、サーバやネットワーク

の状況によっては正常処理ができない場合がある。.（デフォルトの設定では、50MB以

上の添付ファイルを送信するとエラーとなる。） 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に添付ファイルのリンク変換の設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリック

する。 
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→ GOH連携: リンク変換された添付ファイルの保存場所を設定する。 ‘UTF-8/Shif

t-JISで連携‘を選択すると、GIGAPOD製品と連携し、添付ファイルを保存する。 G

IGAPODに関する事項はhttp://gigapod.jp/ を参照する。 

 使用しない: MAILSCREEN独自のリンク変換を行う。 

 UTF-8で連携: UTF-8エンコーディングを使用してGIGAPOD製品と連携する。

 GIGAPOD 2010以上の製品に対応する。 

 Shift-JISで連携: Shift-JISエンコーディングを使用してGIGAPOD製品と連携

する。GIGAPOD OFFICEHARD Ver3.xの製品に対応する。 

■使用しない（MAILSCREEN独自リンク） 

→ リンク制御: 添付ファイルに対するリンク制御を行う。 

 ダウンロードウェブブラウザ制限: MAILSCREENは受信者が添付ファイルをダ

ウンロードする場合に特定の1個のブラウザのみでダウンロードできるように

セキュリティ処理を行う。このオプションが設定されている状態での受信者はI

nternetExplorerから添付ファイルをダウンロードした後に他のブラウザ(例: Fir

eFox)からはダウンロードできない。 そして他のPCからもダウンロードはでき

ない。ただし、デフォルトは制限をしないので、この点に注意する。 

 全てのファイルリンクを一斉に無効化: このオプションにチェックする場合、全

てのメールの添付ファイルリンクが無効化される。セキュリティ上の問題で送

信された、または今後送信するメールに対して一括的にDownload URLを無

効化させるために使用される。つまり、サーバ上にある全ての添付ファイルの

リンクを全部無効化させることができる。 

→ リンクにパスワードを適用: ‘使用する’にチェックすると添付ファイルのリンク変換

時にパスワードを適用する。パスワードが適用される場合、送信者までパスワード

のお知らせメールが送信される。 受信者には送信者が直接パスワードメールを

送信したり、‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止>添付ファイル暗号化設定’に

よって受信者までパスワードのお知らせメールが送信できる。受信者はメールのリ

ンクを参照し、添付ファイルをダウンロードするときにパスワード情報を入力してか

らダウンロードが可能になる。一つのメールに多数の添付ファイルが含まれている

場合、各ファイルに対して別のURLが作成され、この時もパスワードは同一に要求

される。但し、添付ファイル暗号化後にリンク変換機能を利用した時には、ダウンロ

ード時のパスワードは聞かれない。 

→ リンク有効期間: 添付ファイルリンクの有効期間を設定する。メールが送信された

時間を基準にして、設定期間を経過すると当メールの添付ファイルリンクは削除さ

れ、URLリンクからダウンロードができなくなる。 
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■UTF-8/Shift-JISとして連携（GIGAPOD連携） 

→ GOHサーバ: プロトコル + ホスト + ポートの形式としてGIGAPOD サーバ情報を

設定する。 プロトコルはhttpsやhttpが指定可能になる。ホストは、ホスト名やIPア

ドレスが入力可能になる。 ポートは省略可能で、省略するとプロトコルがhttpの場

合は80、 httpsの場合は443として判断される。 

→ GOHログインID/GOHログインパスワード: GOH連携用にGIGAPODに事前に登録

されたアカウント（ID、パスワード）を設定する。 

→ ファイルリンクパスワード： 自動作成されるファイルリンクからユーザがファイルを

ダウンロードするときに入力するパスワードを設定する。省略するとパスワード入

力なしとなる。但し、添付ファイル暗号化後にリンク変換機能を利用した時には、ダ

ウンロード時のパスワードは無効となる。 

→ ファイルリンク期限: 指定期間中にファイルリンクを使用できるようにする。 0に設

定すると、無期限ダウンロードとなる。 

→ ファイルリンクのファイル名: フィルタ条件に一致する添付ファイル名の変わりに、

ダウンロード用の添付ファイル名を指定する。 

→ GOHエラー時の通知方法: GOH連携途中にエラーが発生すると、スーパー管理者

にエラー情報とエラーが発生したメール情報を含めた警告メールを送信する。 

■MAILSCREEN独自リンク/GIGAPOD連携共通 

→ リンクファイルのテンプレート: 受信者が受信する添付ファイルリンクメールのテン

プレート情報になる。リンクファイルの本文に対する編集が可能で、[プレビュー]ボ

タンをクリックすると編集内容を確認できる。 リンクファイルのテンプレートのプレ

ビュー画面は下記のようになる。 

          

■使用しない 

→ リンク変換のお知らせ: 添付ファイルがリンクに変換されたメールの送信者にお知
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らせメールの画面として、タイトルと本文に対するテンプレートの設定が可能で、[プ

レビュー]ボタンをクリックすると編集内容の確認ができる。 リンク変換のお知らせ

メールの画面は下記のようになる。 

 

 [パスワード送信]ボタン: 「環境設定>フィルタリング>誤送信防止>添付ファイ

ルのリンク変換>リンクにパスワードを適用」が「使用する」にチェックされてい

る場合、添付ファイルのリンク変換時にパスワードが適用され、リンク変換の

お知らせメールから[パスワード送信]ボタンが有効になる。「使用する」にチェ

ックされていない場合、パスワードに関するボタン(パスワード送信/パスワー

ド送信キャンセル)は表示されない。パスワード送信ボタンをクリックすると、受

信者へパスワード情報を含んだお知らせメールが送信される。. 

 [パスワード送信キャンセル] ボタン: 「環境設定>フィルタリング>誤送信防止>

添付ファイルのリンク変換>リンクにパスワードを適用」が 「使用する」にチェッ

クされている場合に有効になる。 

また、「環境設定>フィルタリング>誤送信防止>添付ファイルのパスワード設

定」から、「X分後、受信者にパスワードをメールで送信」が設定されている場

合、リンク変換のお知らせメールで [パスワード送信キャンセル] ボタンが有

効になる。受信者へ自動的にパスワードのお知らせメールが送信される。パ

スワード送信キャンセルをクリックすると、パスワードのお知らせメールは送信

されない。 

 [ダウンロード有効化] ボタン: 添付ファイルのリンクを有効化する。送信者が

 ‘ダウンロード有効化’をクリックすると、当メールの添付ファイルリンクが有

効化され、受信者は添付ファイルをダウンロードできる。 

 [ダウンロード無効化] ボタン: 添付ファイルのリンクを無効化させる。送信者

が‘ダウンロード無効化’ ボタンをクリックした場合、受信者は当メールの添

付ファイルをダウンロードできない。誤送信防止のために添付ファイルを削除

する効果になる。 

 [送信ログ一覧]ボタン: Web-Adminページから直接リストを確認し、メールの

詳細情報など受信者別のダウンロード現状などを確認できる。 
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7.2.3.4. 添付ファイルのパスワード設定 

添付ファイルのパスワード設定は、パスワードの長さ及びパスワードのお知らせメールのタ

イトルや本文のメッセージ、テンプレートなどを変更可能になり、[プレビュー] ボタンをクリッ

クして編集内容を確認できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に添付ファイルのパスワード設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックす

る。 

 

→ パスワードの長さ: 添付ファイルを暗号化した時のパスワードの長さを設定する。 

桁数は、6-16文字まで入力可能である。パスワードはランダムにシステムが毎回

作成する。0-9a-zA-Zの文字で構成される。 

→ パスワードのお知らせ: 「X分後、受信者にパスワードをメールで送信」オプションに

チェックした場合、指定時間後にパスワードのお知らせメールを受信者へ自動送信

する。受信者に送信するパスワードのお知らせメールの画面として、タイトルと本

文に対するテンプレートの設定が可能で、[プレビュー] ボタンをクリックして編集内

容を確認できる。パスワードのお知らせ画面は下記のようになる。  
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7.2.3.5. 遮断 

外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に当メールを遮断

する。外部へ漏洩されてはいけない重要なメールの場合、この動作を適用することで情報漏

洩を防ぐことができる。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に遮断のお知らせテンプレートの情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックす

る。 

 

→ 遮断のお知らせ: 送信者が受信する遮断のお知らせメールのテンプレート情報で

ある。遮断のお知らせメールの本文に対する編集が可能で、[プレビュー] ボタンを

クリックすると編集内容を確認できる。遮断のお知らせメールのプレビュー画面は

下記のようになる。 

 

 

7.2.3.6. リターン 

外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に当メールを送信

者にリターンする。この場合、送信者はリターンのお知らせメールを受信することになる。 
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使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面にリターンのお知らせメールのテンプレート情報を入力した後、[設定]ボタンを

クリックする。 

 

→ リターンのお知らせ: 送信者が受信するリターンのお知らせメールのテンプレート

情報である。 リターンのお知らせメールのタイトルと本文、テンプレートが変更可

能で、[プレビュー]ボタンをクリックして編集内容を確認できる。 リターンのお知ら

せメールのプレビュー画面は下記のようになる。 

          

 

7.2.3.7. 決裁 

外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に当メールの送信

を遅延させ、MAILSCREENに指定されているグループ管理者、あるいは決裁指定者に決裁

申請のメールを送信する。グループ管理者、あるいは決裁者は決裁申請メールを通じて承

認の申請メールを確認できる。グループ管理者、あるいは決裁者で承認された場合、当メー

ルは受信者まで送信される。却下された場合は送信が遮断される。 もしグループ管理者や

決裁者の承認無く一定時間が過ぎると、‘環境設定>フィルタリング>誤送信防止>決裁’から

設定したオプションによって自動承認、または却下する。 

使用方法 
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1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「フィルタリング>誤送信防止」を選択する。 

3. 下記画面に決裁に関する情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

   

→ 決裁: 決裁関連のオプションを設定する。 

 自動決裁を使用: 決裁が必要なメールが待機中の状態で決裁満了時間を経

過した場合、自動的に決裁を行う機能を有効化させる。承認/却下の可否は、

下記にある自動決裁設定、あるいはフィルタから設定した自動決裁の設定に

従う。 

 自動決裁設定: 指定時間の間に決裁待ちとなっているメールを自動的に承認、

あるいは却下するように設定する。 

→ 基本決裁者のメール: 基本決裁者のメール情報を設定する。フィルタ追加時に決

裁者が指定されていない場合、基本決裁者に決裁を要求する。 

→ 承認決裁理由：メールに対する承認の利用を設定する。この機能はモバイルウェ

ブを通じても提供される機能であり、各メールの決裁理由はSMTP Filter>メール

履歴で該当メールのメール詳細で確認できる。 

・ 承認時、決裁者が決裁理由を選択または入力：オプション設定後、決裁者は

決裁の理由を入力してからメールの決裁が可能になる。 

・ [追加]/[削除]：[追加]ボタンを利用して承認の理由を追加することができ、[削

除]ボタンで既存の承認理由を削除することができる。 
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         →  却下の理由：メールに対する却下の理由を設定する。 

・ 却下時、決裁者が決裁理由を選択または入力：オプションを設定した場合、決

裁者は却下の理由を入力してからメールに対する却下が可能になる。 

・ [追加]/[削除]：[追加]ボタンを利用して却下の理由を追加することができ、[削

除]ボタンで既存の却下理由を削除することができる。 

  →  決裁要求: 決裁要求に関するオプションを設定する。 

 決裁要求メールに原文を添付: このオプションを使用する場合、メールの原文

が決裁要求メールの添付ファイルに含まれて送信される。 

 テンプレート: 決裁要求メールのタイトルと本文に関する内容及びテンプレー

トの変更が可能で、[プレビュー] ボタンをクリックして編集内容を確認できる。

決裁要求メールのプレビュー画面は下記のようになる。 

. 

 

 承認: 決裁者が承認ボタンをクリックすると、当メールは受信者まで送信

され、送信者には承認のお知らせメールを送信する。 

 却下: 決裁者が却下ボタンをクリックすると、当メールは受信者までの送

信が遮断され、送信者に却下のお知らせメールが送信される。 

 メール確認: 決裁者がメール確認ボタンをクリックすると、当メールの詳

細確認画面が表示され、当メールに対するヘッダ、原文、内容、転送結

果、添付ファイル名などを確認できる。 

 決裁一覧: 決裁者がメール管理ページへアクセスすることが可能になり、

決裁者はこのページから簡単に要求メールを確認できる。 

→ 決裁待ち: 決裁待ちメールの送信オプションを設定できる。  

 決裁待ちメールを送信: このオプションを設定した場合、送信者に決裁待ちの
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お知らせメールを送信する。 

 テンプレート: 決裁待ちメールのタイトルと本文に対する内容及びテンプレート

の変更が可能で、[プレビュー] ボタンをクリックすると編集された内容を確認

できる。決裁待ちメールのプレビュー画面は下記のようになる。 

       

→ 承認のお知らせ: 承認のお知らせメールの送信オプションを設定できる。 

 承認のお知らせメールを送信: このオプションを設定する場合、決裁者が承

認処理や自動承認された場合は送信者に承認のお知らせメールが送信され

る。 

 テンプレート: 承認のお知らせメールのタイトルと本文に関する内容及びテン

プレートの変更が可能で、[プレビュー] ボタンをクリックすると編集内容の確

認できる。 承認のお知らせメールのプレビュー画面は、下記のようになる。 
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→ 却下のお知らせ: 却下のお知らせメールの送信オプションを設定できる。 

 却下のお知らせメールを送信: このオプションを設定する場合、決裁者が却

下処理、自動却下された場合は送信者に却下のお知らせメールが送信され

る。 

 テンプレート: 却下のお知らせメールのタイトルと本文に関する内容及びテン

プレートの変更が可能で、[プレビュー]ボタンをクリックして編集内容を確認で

きる。 お知らせメールのプレビュー画面は下記のようになる。 

    

→ 代理決裁のお知らせ: 代理決裁のお知らせメールの送信オプションを設定できる。 

 決裁者に代理決裁のお知らせメールを送信: 決裁者からの申請で代理決裁

者が決裁した場合、決裁者に代理決裁されたことを案内するお知らせメール

が送信される。 

 テンプレート: 代理決裁のお知らせメールのタイトルと本文に対する内容及び

テンプレートの変更が可能で、[プレビュー]ボタンをクリックすると編集内容の

確認ができる。 代理決裁のお知らせメールのプレビュー画面は、下記のよう

になる。 
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7.2.3.8. フィルタリングのお知らせ 

外部に送信されるメールをフィルタリングしてメールの内容と一致した場合、該当メールの送信者にフ

ィルタリングされたことを通知する。 

   使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左リストメニューの「フィルタリング＞誤送信防止」を選択する。 

3. 下記の画面のフィルタリングお知らせテンプレート情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ フィルタリングのお知らせ：送信者が受けるフィルタリングお知らせメールのテンプレート情報であ

る。フィルタリングお知らせメールの件名と本文、テンプレートを変更が可能で、[プレビュー]ボタンをク

リックすると編集された内容が確認できる。フィルタリングお知らせメールのプレビュー画面は下記のよ

うになる。 
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7.2.3.9. 通過 

外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に該当メールを通

過させる。通過機能を利用して特定メールに対するフィルタを例外処理することができる。 

また、統計及びメール管理を通じて通過されたメールを別に分析することができるので外部

送信されるメール情報を、より簡単にモニタリングができる。  

 

 

7.2.3.10. ルーティング指定 

外部へ送信されるメールをフィルタリングし、フィルタ条件と一致した場合に該当メールを指

定のルーティングサーバへ送信する。 特定のメールを別のメールサーバへ転送、または経

由が必要な場合にルーティング指定機能を利用する。 
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7.3. メールサーバ 

MAILSCREENを通過したメールをメールサーバへ転送する時、受信者のドメインを参照して、

どのサーバへ送信するかを決定する。 メールが最終的に配信されるサーバの情報を入力

する。 

7.3.1. メールサーバ  

7.3.1.1. メールサーバ検索 

登録されたメールサーバを検索する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>メールサーバ」を選択する。 

3. 検索条件を選択した後、入力画面に検索キーワードを入力する。 

 

→ 検索条件: 検索に利用した条件として、ドメイン、メールサーバ、ポートを選択する。 

→ 検索キーワード: 検索に利用するキーワードを入力する。キーワード入力に制限

はない。 

4.  [検索]ボタンをクリックする。 

5. 検索された内容を画面に表示する。もし検索された内容がない場合、「検索結果が存在

しません。」という結果メッセージを表示する。 

 

7.3.1.2. メールサーバの登録 

メールを実際に受信するメールサーバ（SMTPサーバ）の設定をおこなう。 
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ご注意 

 メールサーバの設定を間違った場合、メールが正常に送信/受信できないなどの問題

が発生するので、登録に注意する。 

 コネクションテスト時にネットワークの状況によって有効なメールサーバでも検証失敗と

いうメッセージが表示されることがある。  

 MAILSCREENはメールを送信する時に次の順番でルーティング経路を参照する。 

 
 登録されたドメインのメールサーバ -> スマートホスト -> DNS MX Record 

 

使用方法 

1. メインメニューから「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>メールサーバ」を選択する。 

3. 下記画面にメールサーバ登録のための情報を入力した後、[登録]ボタンをクリックする。

[コネクションテスト]機能を利用して入力されたメールサーバの情報を検証できる。 

 

→ ドメイン: ドメイン情報を入力する。FQDN形式として構成される文字列の情報を入

力する。 

→ メールサーバ: サーバIP(0.0.0.0～255.255.255.255)、またはホスト名を入力する。ホ

スト名はFQDNで入力する。メールサーバは最大5個まで登録可能である。 

→ ポート: 1～49151のポート情報を入力する。 省略した場合、25に設定する。 

→ 優先順位: 1～5のメールサーバの優先順位を設定する。 優先順位は数字が大き

いほど高くなり、一つのドメインに対して多数のメールサーバが追加されると優先

順位が高いメールサーバが優先的に使用される。 

→ SMTP AUTH使用: SMTPAuth認証の使用可否を設定する。設定するとSMTP AU

TH IDとPassword情報を入力する。 

 SMTP AUTH ID: メールサーバ認証のための有効なID情報を入力する。 

 SMTP AUTH Password: メールサーバ認証のための有効なPassword情報

を入力する。 

 

7.3.1.3. メールサーバの変更 

登録されたメールサーバの情報を変更する。 
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使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>メールサーバ」を選択する。 

3. メールサーバのリストから修正するメールサーバの情報を(サーバIP、ポート、SMTP A

UTHの使用可否、AUTH ID、AUTHパスワード、優先順位)を入力した後、[変更] ボタン

をクリックする。  

 

 設定変更項目は、登録と同一である。 

 

7.3.1.4. メールサーバの削除 

登録されたメールサーバの情報を削除する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>メールサーバ」を選択する。 

3. メールサーバのリストから削除するメールサーバを選択した後、上にある[削除]ボタンを

クリックする。 
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4. 「選択した項目を削除しますか?」という確認メッセージが表示される。 

 

5. [OK]ボタンをクリックすると選択した項目がリストから削除される。 

 

7.3.1.5. メールサーバリストをファイル保存 

登録されたメールサーバのリストをファイル保存する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>メールサーバ」を選択する。 

3. メールサーバリストの上にある[ファイル保存]ボタンをクリックする。 
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4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示されると、[保存] ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示される。保存先を指定し、[保存]ボタンをクリックすると、指定

ルートにユーザ管理のリストがExcelファイルとして保存される。 

 

 

7.3.1.6. 一括登録 

テキストファイルをアップロードし、一括メールサーバ登録ができる。 
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ご注意 

 一つのドメインに対するメールサーバは、最大5個まで登録可能になる。 

 テキストファイルは一列に一つのメールサーバ情報を入力し、各フィールドの区別は 

‘:’ 文字になる。 

<ドメイン>:<メールサーバ>:<メールサーバのポート>:<優先順位>:<AUTH使用可否>:<A

UTH ID>:<AUTH パスワード>  

(例)   a.com:10.0.0.1:25:1:test:password 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>一括登録」を選択する。 

3. [参照] ボタンをクリックしてアップロードするファイルを指定する。 

 

4. [登録]ボタンをクリックしてファイルの内容をサーバへ登録する。 

 

 

7.3.2. リレー 

MAILSCREENからメールを送信するためには、リレー設定が必要になる。 メール送信のた

めにMAILSCREENへアクセスするPCのIPアドレス、あるいはIPアドレスの範囲をリレー許可

として登録する。 

7.3.2.1. IP設定 

MAILSCREENからメールを送信するサーバ、あるいはPCのIPアドレスやIPアドレスの範囲を

管理する。 

ご注意 

 重複IP設定は許可しない。 例えば、10.0.0.1が許可されている状態から‘10.’ をまた許

可するようにはできない。‘10.’は‘10.0.0.1’を含むため、お互いに重複されたIPとして判
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断されるためである。 

 より詳細に記入されたIPが高い優先順位を持つ。 例えば、‘10.’を拒否として登録し、

‘10.0.0.1’を許可として登録すると‘10.’クラスの全IPは拒否されるが、‘10.0.0.1’の場合

は許可される。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>リレー」を選択する。 

3. 下記画面にIP登録の情報を入力した後、[登録]ボタンをクリックする。 

 

→ IP: リレーを許可するIP情報として、一列に一つのIP(0.0.0.0-255.255.255.255)情報

を入力する。 IPアドレスを入力するときにDクラス以上を省略し、“.”に終わるIPア

ドレスの範囲を入力できる。 例えば、‘10.0.0.’を入力すると‘10.0.0.1’より ‘10.0.0.

255’までが適用される。  

→ 区分: 記入したIPアドレスの許可・拒否を設定する。 Allowは許可、denyは拒否に

なる。 

4. 削除するIP設定情報を選択した後、リストの上にある[削除]ボタンをクリックすると、当

情報は削除される。 

 

7.3.2.2. ドメイン設定 

オープンリレーのドメインを設定する。送信者のメールがここで指定したドメインになっている

場合、メールをリレーさせることができる。 

ご注意 

 この設定が外部へ漏洩された場合、MAILSCREENがオープンリレーとして悪用されるこ

とがあるので、管理に注意する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 
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2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>リレー」を選択する。 

3. 下記画面にドメイン設定情報を入力した後、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ ドメインは一列に一つを記入し、5-200文字の文字列を入力する。 各列は ‘@’が

先頭になるようにし、@x.xのような形式として入力する。 

 

7.3.2.3. メールアカウントの設定 

オープンリレーのアカウントを設定する。 送信者のメールアドレスがここに指定したメールア

ドレス中の一つに一致する場合にメールをリレーできる。 

ご注意 

 メールアカウントの設定もドメイン設定と同じく、外部へ漏洩された場合にMAILSCREEN

がオープンリレーとして悪用されることがあるので、管理に注意する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「メールサーバ>リレー」を選択する。 

3. 下記画面にメールアカウントの設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ メールアカウント: メールアドレスを一列に一つを記入する。7-50文字の範囲で入

力する。 各列はxxxx@.x.co.jpの形式で入力する。 
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7.4. 維持保守 

MAILSCREENは、エンジン自動アップデートやバックアップ機能を提供する。  

7.4.1. エンジン自動アップデート 

MAILSCREENパッケージに対するアップデートが発生した場合、自動的にエンジンアップデ

ートサーバから必要なデータをダウンロードしてパッチを行う。またエンジン自動アップデート

のログを確認することができる。エンジン自動アップデートは毎時間パッチの存在有無を確

認する。  

7.4.1.1. エンジンアップデートログの確認 

ご注意 

 アップデートサーバに新しいバージョンのパッチが存在する場合、アップデートを直ぐに

実行できるようにリアルタイムアップデートのボタンが表示される。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「維持保守>エンジン自動アップデート」を選択する。 

3. 最後のアップデート及び今までのアップデートの内訳を確認できる。 

 

→ 現在パッケージバージョン: 現在サーバに設置されているMAILSCREENパッケー

ジのバージョン情報を表示する。 

→ 最新パッケージバージョン: 最新のパッケージバージョン情報を表示する。 

→ アップデート設定: 自動アップデートの設定可否を表示する。 

→ [変更内容表示]ボタン: 新しいアップデートの変更内容を詳細に確認するためには、

[変更内容表示]ボタンをクリックする。  

7.4.2. 基本バックアップ 

管理者から新しいバージョンにアップグレード、あるいはデータ保護対策として簡単にバック
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アップ、復元することができる。 バックアップされる内容は、管理者が追加したフィルタ、 bla

ck list/white list、各種設定情報になる。 

ご注意 

 詳細バックアップとは違ってメールデータとDBデータなどはバックアップしない。 

7.4.2.1. バックアップ 

基本データをバックアップする。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「維持保守>基本バックアップ」を選択する。 

3. バックアップ項目にある[ファイル保存]ボタンをクリックする。 

 

→ 圧縮後に暗号化を行う: バックアップファイルを圧縮後、暗号化する。 

→ 圧縮のみを行う: バックアップファイルを圧縮のみ行う。（tar.gz形式でのバックアッ

プとなる。 ） 

 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示されると [保存]ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示される。 保存先を指定し、[保存]ボタンをクリックして指定経

路にバックアップファイルを保存する。 
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7.4.2.2. 復元 

基本バックアップのデータを利用してシステム復元を行う。  

ご注意 

 基本バックアップのデータ復元作業と詳細バックアップデータの復元作業は、必ず同じ

バージョンでバックアップされたデータで実行する。もし下位バージョンや上位バージョ

ンでバックアップされたデータを復元させる場合、サービスが正常に動作しない場合が

あるので注意する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「維持保守>基本バックアップ」を選択する。 

3. [参照] ボタンをクリックして基本バックアップのファイルを選択する。 

 

4. [アップロード]ボタンをクリックしてシステム復元を行う。 

5. システム情報を反映するため、システムを再起動する。 
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7.4.3. 詳細バックアップ 

7.4.3.1. 詳細バックアップ 

詳細バックアップは、MAILSCREEN内の特定ディレクトリ、あるいは外部FTPへバックアップ

することが可能で、<システム時刻>の前日分のデータをバックアップする。 

ご注意 

 バックアップのスケジュールは、MAILSCREENが複数台ある場合、設置したサイトごとに

違うが、MAILSCREENのログやデータファイルのデフォルトの保存期間は35日間である。

この35日を周期としてバックアップすることを推奨する。もしこの期間中のログやデータ

量が多い場合、保存期間とバックアップ期間をサイジングする必要がある。 

 詳細バックアップでバックアップされたデータの復元作業は、システムコンソールにログ

インし、/sniper/web-aux/tools/restore [DIR | FILE] コマンドを利用して可能である。

 データ量によっては数分から数時間掛かる場合がある。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「維持保守>詳細バックアップ」を選択する。 

3. 下記画面に詳細バックアップの情報を入力し、[設定]ボタンをクリックする。 

 

→ バックアップスケジュール: 「使用しない」 あるいは 「1日1回の自動バックアップを

行う」から選択する。 

 使用しない: 詳細バックアップ機能を使用しない。 

 1日1回の自動バックアップを行う: このオプションを設定すると、詳細バックア

ップが行われる。システム時刻の前日分のデータをバックアップする。通常は

AM2:00～3:00に実行される。 
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→ バックアップファイル：バックアップ実行の方法を選択する。 

・ 圧縮後に暗号化を行う： バックアップを実行するとバックアップデータを圧縮

後、パスワード化したファイルとして保存する。 

・ 圧縮のみを行う： バックアップを実行するとバックアップデータを圧縮のみ行

い、ファイルに保存する。 

→ バックアップ対象: どのデータをバックアップするのかを決定する。 

 基本データ: MAILSCREENを起動するために必要な基本的なデータのバック

アップ有無を設定する。 

 送信メール: 送信メールの転送/情報保護メールの監査データやメールコピー

に対するバックアップ有無を設定する。 

→ バックアップ方法: バックアップファイルをFTPサーバ、あるいはMAILSCREEN内部

の指定パスに保存する。 バックアップファイルは次の作成方法に従ってシステム

が自動作成する。 

 

backup_(config/sqls/emls)_日付(yyyymmdd)_IP(xxx_xxx_xxx_xxx).dat 

 FTP: 指定したFTPサーバへバックアップを転送する。 

 サーバ: バックアップを転送するFTPサーバのIPアドレス、あるいはドメイ

ン名を入力する。 

 ID: FTPサーバへのログインIDを入力する。 

 パスワード: FTPサーバのログインパスワードを入力する。 

 リモートパス: FTPサーバへログインした後に移動するディレクトリを指定

する。 移動せずにログインした後にデフォルトで設定したディレクトリに

バックアップを記録するためには“./”のみを入力する。 

 [接続テスト] ボタン: 入力したFTP情報が正しいかどうかのテストを行う。 

 パス指定: MAILSCREENが設置されたサーバのディレクトリのパスを設定す

る。 バックアップファイルが保存されるフォルダを‘yyyymmdd’のような形式

で作成し、作成されたフォルダ内に上記形式のファイル名でファイルが保存さ

れる。 

 [パステスト] ボタン: 入力したパスの検証を行う。 

→ バックアップの報告: バックアップに使用された時間、処理結果などに対する情報

をスーパー管理者のアカウントまでメール送信する。 

 

7.4.4. ログ抽出 

システム問題が発生した場合、問題を分析するためにシステムログを抽出する機能を提供

する。  
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7.4.4.1. システムログの抽出 

システムログを抽出する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「維持保守>ログ抽出」を選択する。 

3. ログ抽出画面が表示されると、ログを抽出する日付を選択し、[ファイル保存]ボタンをク

リックする。 

 

→ システムログ: システム運用及び動作に関するシステムログを抽出する。抽出する

日付を直接入力、またはカレンダーから選択する。 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示されると [保存] ボタンをクリックする。 

    

5. ダイアログボックスが表示される。 保存経路を指定した後、[保存]ボタンをクリックする

と指定経路にバックアップファイルが保存される。 
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7.5. イベントログ 

7.5.1. イベントログ 

ユーザ、メールなどに対する変更作業やログインのようにセキュリティ上の理由で、重要な作

業に対するイベントログを残してこれを確認できる機能を提供する。 重要なイベントが発生

する状況はログイン、ログアウト、ユーザ/人事情報、環境設定、バックアップ、フィルタ/ワク

チン/パッケージのアップデート、システム検査、メール削除及び復旧になる。 イベントログ

のデータはシステムから自動削除できない。   

7.5.1.1. イベントログの確認 

イベントログを確認する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「イベントログ」を選択する。 

3. イベントログの画面が表示される。もし、イベントログが存在しない場合、「検索結果が

存在しません。」 という結果メッセージが表示される。 

 

→ 種類: 作業を成功/失敗/エラーとして区別する。 

→ 区分: 作業の内容を区別して表示する。 
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→ Task: 作業の状態を表示する。 

→ 詳細情報: 作業内容の情報を表示する。 

→ Actor: 作業者の情報を表示する。 

→ IP: 作業を行ったIP情報を表示する。 

→ 日付: 作業を行った日付、時間の情報を表示する。 

 

7.5.1.2. イベントログの検索 

イベントログを検索する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「イベントログ」を選択する。 

3. 期間に対する条件を利用した検索を行うためには、検索期間項目を設定する。詳細期

間を利用した検索を行うには[詳細条件]ボタンをクリックする。 期間と詳細条件は重複

設定が可能になる。 

 

検索期間 

→ 1週間: 過去1週間のメール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヶ月間のメール情報を検索し、画面に表示する。 

→ 詳細期間: カレンダアイコンをクリックして検索のための詳細時間を設定できる。検

索スタートの時間は検索終了時間より小さくし、検索時間の設定時には年-月-日

まで入力する。年は4桁の数字で入力し、月は1～12、日は1～31、時間は0～23、

分は0～59のように値を入力する。 

詳細検索 

→ 種類: 作業の成功/失敗/エラーを検索キーワードとして選択する。 

→ 区分: 作業の内容を検索キーワードとして選択する。 

→ Task: 作業の情報を検索キーワードとして選択する。 

→ Actor: 作業者の情報を検索キーワードとして入力する。 

→ IP情報: 作業者のIP情報を検索キーワードとして入力する。 

→ 検索条件を全て設定した後、[検索]ボタンをクリックすると、検索された内容が画面

に表示される。 もし検索結果が無い場合、‘検索結果が存在しません。’ という結

果メッセージが表示される。 
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7.5.1.3. イベントログをファイル保存 

イベントログのリストをファイル保存する。 

使用方法 

1. メインメニューの「環境設定」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「イベントログ」を選択する。 

3. リストの上にある[ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示されると、[保存]ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示される。保存パスを指定した後、[保存]ボタンをクリックすると、

指定経路にユーザ管理のリストがExcelファイルとして保存される。 
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8. 統計 

MAILSCREENは、全体統計とフィルタ、拒否理由、送信者ドメインなどに対する統計を提供す

る。 全体統計は送受信メールに対する概要情報を表示する。  

8.1. 統計 

8.1.1. 全体統計 

MAILSCREENを通過したメールの正常、スパム、ウィルス、拒否メールの件数を確認できる。

 各メール数と全体数に対する比率を表示し、日付の降順で表示する。 

8.1.1.1. 統計の確認 

全体統計の内容を確認する。 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「統計>全体統計」を選択する。 

3. 下記の情報を含めている全体統計の画面が表示される。 もし、全体統計に対する情

報が無い場合、「検索結果が存在しません。」という結果のメッセージが表示される。 

 

→ グラフ: 転送、情報保護、ウィルス、拒否項目を表示するグラフ。 
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→ 自動更新: リストの上部右にある時間を選択してページの自動更新をおこなう。 

当ページをブラウザで開いた後、この機能を使用するとサーバの状態をリアルタイ

ムでモニタリングすることができる。 ただし、検索機能は検索期間からの終了日

が当日で、1ページ表示の場合に動作する。 ページの更新は現在のデータ以外

には必要がないためである。 自動更新機能は一度設定すると常時適用されるの

で、カレンダを利用した検索期間を選択するなどの作業を行う場合は、まず自動更

新機能を無効化する。 

→ 日付: 統計が作成された日付になる。 

→ 送信: 指定フィルタによってフィルタリングされず、正常に外部のメールサーバへ送

信されたメールを意味する。 

→ フィルタ動作: 指定フィルタによってフィルタリングされ、添付ファイル暗号化、添付

ファイルのリンク変換、送信遅延、遮断などのような誤送信防止の動作が適用され

たメールを意味する。 

→ ウィルス: ウィルスが検出されたメールを意味する。 このメールはMAILSCREEN

のオプションによってウィルス検出されたものである。（駆除後に臨時保管、または、

駆除後直ぐに送信される。） 

→ 拒否: SMTPエンジンからアクセス自体が拒否されたメールを意味する。 

→ 統計: MAILSCREENを通過したメールの統計情報を意味する。 

 

8.1.1.2.  統計検索 

統計情報に対する検索を行う。この機能は統計を確認するときに共通的に使用される機能

なので、他の統計項目の検索機能に対する説明は省略する。 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「統計>全体統計」を選択する。 

3. 統計リストの上にある検索メニューから次の項目を設定する。 

 

→ 1週間: 過去1週間の統計情報を検索する。 

→ 1ヶ月: 過去1ヶ月間の統計情報を検索する。 

→ 期間選択: 検索期間に対して詳細設定ができる。カレンダアイコンをクリックして検

索のための詳細時間を設定できる。検索スタートの時間は検索終了時間より小さく

し、検索時間の設定時には年-月-日まで入力する。年は4桁の数字で入力し、月

は1～12、日は1～31、時間は0～23、分は0～59のように値を入力する。 

4. 検索条件を全て設定した後、[検索]ボタンをクリックすると、検索された内容が画面に表

示される。 もし、検索結果が無い場合は「検索結果が存在しません。」という結果メッセ

ージが表示される。 
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8.1.1.3.  統計リストをファイル保存 

統計リストをファイル保存する。 この機能は統計を確認する時に共通に使用される機能な

ので、他の統計項目にあるファイル保存機能に対する説明は省略する。 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「統計>全体統計」を選択する。 

3. 統計リストの上にある [ファイル保存] ボタンをクリックする。 

 

4. ファイルダウンロードの確認メッセージが表示されると、[保存]ボタンをクリックする。 

 

5. ダイアログボックスが表示されると、保存先を指定した後に[保存]ボタンをクリックする。 
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6. 指定経路に統計リストがExcelファイルとして保存される。 

 

8.1.2. フィルタ 

指定期間内にMAILSCREENを通過したメールのうち、フィルタ種類ごとに遮断されたメール

の件数を確認できる。最も多く適用されたフィルタから降順で整列される。統計検索とファイ

ル保存機能は、共通に使用される機能なので、8.1.1.2と8.1.1.3を参照する。 

8.1.2.1.  統計の確認 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「統計>フィルタ」を選択する。 

3. 次の情報を含めているフィルタの統計画面が表示される。 もし、フィルタの統計に対す

る情報が無い場合、「検索結果が存在しません。」という結果のメッセージが表示される。 
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→ フィルタ: フィルタリングされたフィルタの情報を表示する。 

→ メール数(件数): 当フィルタによってフィルタリングされたメールの件数を表示する。 

→ 比率(割合%): 全体メールに対してフィルタリングされたメールの比率情報を表示す

る。 

 

8.1.3. 拒否理由 

指定期間内にMAILSCREENから受信拒否されたメールに対する統計を表示する。統計検索

とファイル保存機能は共通に使用される機能なので、8.1.1.2や 8.1.1.3 を参照する。 

8.1.3.1. 統計の確認 

使用方法 

1. メインメニューから「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「統計>拒否理由」を選択する。 

3. 次の情報を含めている拒否理由の統計画面が表示される。もし、拒否理由の統計に対

する情報が無い場合、「検索結果が存在しません。」という結果メッセージが表示される。 



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             127 

管理者マニュアル 

 

→ 拒否理由: メールが拒否された理由に対する情報を表示する。 

→ メール数(件数): 当フィルタによってフィルタリングされたメールの件数を表示する。 

→ 比率(割合%): 全体メールに対してフィルタリングされたメールの比率情報を表示す

る。 

 

8.1.4. 送信者ドメイン 

指定期間内にMAILSCREENから送信されたメールの送信者ドメインに対する統計を表示す

る。 どのドメインがメールを最も送受信するのかに対する状況などを確認できる。 統計検

索とファイル保存機能は共通に使用される機能なので、8.1.1.2と8.1.1.3 を参照する。 

8.1.4.1.  統計の確認 

使用方法 

1. メインメニューの「SMTP Filter」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「送信者ドメイン」を選択する。 

3. 次の情報を含めている送信者ドメインの統計画面が表示される。もし、拒否理由の統計

に対する情報が無い場合、「検索結果が存在しません。」という結果メッセージが表示さ

れる。 
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→ 送信者ドメイン: 送信者ドメインの情報を表示する。 

→ 送信(件数/割合%): 指定フィルタによってフィルタリングされず、正常に外部のメー

ルサーバへ送信されたメールを意味する。 

→ フィルタ動作(件数/割合%): 指定フィルタによってフィルタリングされ、添付ファイル

暗号化、添付ファイルリンク変換、送信遅延、遮断などのような誤送信防止の動作

が適用されたメールを意味する。 

→ ウィルス(件数/割合%): ウィルスが検出されたメールを意味する。 このメールはM

AILSCREENのオプションによってウィルス検出されたものである。 

→ 合計: 各送信、フィルタ動作、ウィルスメールの合計を意味する。 
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9. システム状態 

MAILSCREENのサーバリソースをグラフとして表示する。グラフ表示される項目は、ネットワ

ークの使用率、CPU、プロセス、システムロード、ユーザ数、メモリ情報、ディスク使用率など

のシステムリソースである。 

9.1. ネットワーク使用率 

MAILSCREENのネットワークの使用率を表示する。ethで始まる場合は、プロキシーモードで

のネットワーク使用率になり、brで始まる場合はブリッジモードでのネットワーク使用率、loは

Local Loopbackの情報になる。 

9.1.1.  lo 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ネットワーク使用率>lo」を選択する。 

3. last hour、last 6 hour、last day、Last week、Last month、Last yearを基準として、サー

バのネットワークデバイスの使用率に対するグラフが画面に表示される。 

 

 

9.1.2.  eth0 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ネットワーク使用率>eth0」を選択する。 
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3. Last hour、Last 6 hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準としてサー

バのネットワークデバイスの使用率に関するグラフが画面に表示される。 

 

 

9.1.3. br0 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ネットワーク使用率>br0」を選択する。 

3. Last hour、Last 6 hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準としてサー

バのネットワークデバイスの使用率に関するグラフが画面に表示される。 
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9.1.4. eth0 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ネットワーク使用率>eth0」を選択する。 

3. Last hour、Last 6 hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準としてサー

バのネットワークデバイスの使用率に関するグラフが表示される。 

 

 

9.2. システムリソース 

MAILSCREENが設置されたサーバのシステム使用率を表示する。  

9.2.1.  CPU 

サーバのCPU使用率を表示する。 多数のCPUが存在する場合、各CPUを全て表示する。も

し、CPUの使用率が連続的に100%近く使用されている場合はシステムの異常有無を検討す

る。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>CPU」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのCPU使用率

に関するグラフが画面に表示される。 
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9.2.2.  プロセス 

サーバのプロセス数とプロセスの実行状態を表示する。通常は60個から300個までが正常値

であり、これを超過した場合はシステムの異常有無を検討する。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>プロセス」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのプロセスに

関するグラフが画面に表示される。 
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9.2.3.  システムロード 

サーバにどれほどの負荷が発生しているのかグラフで表示する。CPU使用率と同一だが、

一定単位の時間に対する平均値を表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>システムロード」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのシステムロ

ードに関するグラフが画面に表示される。 

 

 

9.2.4.  ユーザ数 

システムにログインしたアクセスの件数を表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>ユーザ数」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのユーザ数に

関するグラフが画面に表示される。 
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9.2.5.  メモリ 

サーバのメモリ状況を表示する。 実際のメモリに対する使用率を確認できる。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>メモリ」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのメモリ使用率

に関するグラフが画面に表示する。 

 

 

9.2.6.  スワップエリア 

スワップエリアの状況を表示する。 

使用方法 
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1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「システムリソース>スワップエリア」を選択する。 

3. Last hour、Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバのスワップエリ

アに関するグラフが画面に表示される。 
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9.3. ディスク使用率 

サーバのディスク使用状況を表示する。ディスク容量が不足してくると、メール処理にも影響

を及ぼすので、ディスク容量の管理は重要な意味を持つ。MAILSCREENはディスクのしきい

値を設定可能で、しきい値を超えたら警告メールを送信するように設定できる。警告メールに

関する設定は7.1.1.9を参照する。 

9.3.1. /boot 

/bootのディスク容量の使用率を表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ディスク使用率>/boot」を選択する。 

3. Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバの/boot使用率に関する

グラフが画面に表示される。 

 

 

9.3.2.  / 

/ ディスクの容量の使用率を表示する。 

使用方法 

1. メインメニューの「システム状態」を選択する。 

2. 左側のリストメニューから「ディスク使用率>/ 」を選択する。 

3. Last day、Last week、Last month、Last yearを基準にサーバの/boot使用率に関する

グラフが画面に表示される。 
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10. Appendix 
10.1. 参照 

10.1.1. 時間形式文字 

MAILSCREENが提供する時間形式文字は下記のとおりである。 

形式文字 説明 出力値例 

a 午前と午後、小文字 am, pm 

A 午前と午後、大文字 AM, PM 

B スワッチインターネット時間 000 から 999 

d 日、前に０が付く2文字 01 から 31 

D 曜日、3文字 Mon から Sun 

F 月、january, March 等の完全な文字表現 January から December 

g 時、0が付かない12時間形式 1 から 12 

G 時、0が付かない24時間形式 0 から23 

h 時、 0が付く12時間形式 01 から12 

H 時、0が付く24時間形式 00 から23 

i 分、0が付く形式 00 から59 

j 日、0が付かない形式 1 から 31 

l(「L「の小文

字) 

曜日、完全な文字表現 Sunday から Saturday 

m 月、数字表現、0が付く形式 01 から 12 

M 月、短い文字表現、3文字 Jan からDec 

n 月、数字表現、0が付かない形式 1 から12 

O Greenwich 時間（GMT）との差 +0200 

r RFC 2822 形式日付 Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 

+0200 

s 秒, 0が付く形式 00 から 59 

S 日付の表現のための英語序数接尾語、2

文字 

st, nd, rd またはｔｈ 

t 月の日数 28 から31 

T 装置の標準時間代の設定 EST, MDT 

U Unix Epoch(January 1 1970 00:00:00 GMT)

からの秒 

1165306680 

w 曜日、数字形 0(日曜日) から６(土曜日) 

W ISO-8601 年度の周目、周は月曜日に始

まる。 

42(年度の42番目の周) 

y 年度、 2文字表現 99, 03 

Y 年度、4文字表現 1999, 2003 

z 年度の日目(０から始まる) 0 から365 

Z 標準時寛大のオプセット秒、UTCから東の

オプセットはいつもマイナス、UTCから東の

オプセットはいつもプラス 

-43200 から 43200 

 



 

Copyright (c) 2010 TripodWorks CO.,LTD. All Rights Reserved.                             139 

管理者マニュアル 

10.1.2. 時間形式の適用範囲 

「簡単設定>システム>基本情報」ページで設定された時間形式が影響を及ぼす範囲を説明

する。説明されてない「年月日にだけ表記された日付」はその他日付が表記される全てのペ

ージに影響を及ぼす。 

日だけ表記された日付、時間 

→ SMTP Filter>メール>メール履歴 

→ SMTP Filter>メール>添付履歴 

→ SMTP Filter>メール>メールリンク 

→ SMTP Filter>メール>拒否履歴 

年月日を含む日付、時間 

→ SMTP Filter>メール>拒否履歴の日付ツールチップ 

→ SMTP Filter>メール>メール履歴の日付ツールチップ 

→ SMTP Filter>メール>メール履歴>ファイルに保存した日付 

→ SMTP Filter>フィルタ>Black List 

→ SMTP Filter>フィルタ>White List 

→ ライセンス満了警告メール 

時間帯を含む日付、時間 

→ SMTP Filter>メール>キュー状態 

→ バックアップ結果のお知らせメール 

→ ウィルス管理>ウィルス検査設定 

→ ウィルス管理>VPSフィルタアップデートの日付 

 

10.1.3. 添付ファイルの本文フィルタリング・サポートファイル形式 

添付ファイル内容のフィルタリングは添付ファイルの内容がCP 949 互換文字列(EUC-KR, 

KSC5601, US ASCII, ISO-8859-1 など)の場合のみ可能である。 EUC-KR 又は KSC560

1, KSX1001 に対する説明はRFC 1557, http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Unix_Code#

EUC-KR, http://www.standard.go.kr/code02/user/0B/03/SerKS_View.asp を参照し CP 9

49は http://www.microsoft.com/globaldev/reference/dbcs/949.mspx を参照する。 MS-Of

fice (.doc, .ppt, .xls) ファイル MS-Office 96 バージョン以上をサポートする。MAILSCREE

Nは下記の形式の添付ファイルに対するフィルタリングを提供する。 

拡張子 説明 

.doc, .docx Microsoft Word 95, 97, 2000, XP(2002), 2003, 2007 

.ppt, .pptx Microsoft PowerPoint 95, 97, 2000, XP(2002), 2003, 2007 

.xls, .xlsx Microsoft Excel 95, 97, 2000, XP(2002), 2003, 2007 

.hwp AreHangul 2.x, 3.x, 96, 97, Wordian, 2002, 2004, 2005, 2007 

.pdf Adobe Acrobat 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x (PDF 1.x支援) 

.ods Open Office スプレッドシート 1.x, 2.x 

.odp Open Office プレゼンテーション 1.x, 2.x 
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拡張子 説明 

.odt Open Office Word 1.x, 2.x 

.rtf Rich Text Format  

.hwd HandySoft Arirang 

.jtd Iltaerang 

.mdi Microsoft Document Imaging 

.msg Microsoft Outlook Message 

.wpd Word Perfect 4.x - 13.x 

.dwg Autodesk Drawing File R11-R14, 2000, 2004, 2005 

.swf Flash Movie File 2 - 8 

.zip 圧縮ファイル 

.tar 圧縮ファイル 

.gzip 圧縮ファイル 

.alzip 圧縮ファイル 

.bzip 圧縮ファイル 

.xml Xml ファイル 

.html Html ファイル 

.mht MHT ファイル 

.chm CHM ファイル 

.eml EML ファイル 

.mime MIME ファイル 

.text TEXT ファイル 

.mp3 マルチメディアファイル, MPEG Audio Stream – Layer 
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10.2. 注意事項 

ウィルスメール送信 

MAILSCREEN はウィルスメールをチェックした後、駆除後のメールのみを保存して、ウィルスメールをメ

ールサーバには送らない。 この設定はウィルス管理>ウィルス検査設定>感染メール処理 で行う。こ

のオプションで、駆除後送信とした場合には、駆除後のメールが送信されるが、正常ではないメールが

メールサーバへ送信される。また受信者には、駆除後のメールが配信されるが、ある意味これも正常

なメールではないため、ユーザの不便を引き起こす。そのため、本オプションは、デフォルト値のまま

運用することを推奨する。 

メール容量制限 

フィルタリングエンジンがメールを検査する時、メール容量が大きい場合、システムの負荷が高くなる。 

あまり大きいメールは、一気にシステム負荷が大きくなるので、フィルタリングするメールサイズを制限

する必要がある。メールは普通、平均 30～64Kbytes 程度の大きさであるが、これを参考して「環境

設定>フィルタリング>Scanner>フィルタリング設定>メール本文の検索サイズ」を適切に設定するように

する。（デフォルト値：64） 

分散環境 

MAILSCREEN が複数台構成の場合、下記の Web-Admin UII は使用制限があるので注意する。 

→ 環境設定 > サービス > サービス 

→ 環境設定 > サービス > 時間帯(タイムゾーン) 
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10.3. 問題解決 

Q: プリンタ出力時、画面に見える内容と出力結果が一致しない. 

A: Microsoft Internet Explorer(以下 MSIE)のような一部 Web ブラウザはウェブページを出力する時、

デスクトップの背景色、イメージを印刷しない。 MSIE は 「ツール >インターネットオプション>詳細設

定>印刷>背景の色とイメージを印刷する」をチェックした後、画面を出力する。 

Q: ログイン ID とパスワードをちゃんと入力したがログインすることができない。  

A: MAILSCREEN は管理者及びユーザ認証機能でパスワード入力を 5 回以上失敗すると、10 分間ロ

グインができないように画面をロックする。 10 分後改めてログインをする。また、管理者 URL を

HTTPS に設定している場合には、HTTP でログインをするとログインに失敗する。 
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・本製品に貼り付けてあるシールは決してはがさないでください。 

・本書はトライポッドワークス株式会社（以下弊社）が作成したもので、すべての権利は弊社が所有します。 

弊社に無断で本書の一部または全部を転載、複製、改変を行うことは禁じられています。 

・本書に記載されている他社製のソフトウェア及び周辺機器は、一般に各社の登録商標です。 

・本書に記載された内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・改良のため予告なく本製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 

・本製品は日本国内でのみ使用することを前提としており、外国の規格などには準拠しておりません。 

日本国外で使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。 

・本製品は本書に記載された使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された事項に反 

した使用はおやめください。 
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