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Symantec Messaging Gateway について

Symantec Messaging Gateway について
Copyright 2021 Broadcom. All rights reserved.

ドキュメントの発行日： 2021 年 3 月 28 日

Symantec Messaging Gateway は、企業にインバウンドとアウトバウンドのメッセージのセキュリティ、リアルタイム
のスパム対策とウイルス対策保護、高度なコンテンツフィルタ、脅威の検出とサンドボックス式の保護、データ漏えい防
止を提供します。

Symantec Messaging Gateway は次のような機能で環境を保護します。

• スパム、サービス拒否攻撃、その他のインバウンド電子メールの脅威を検出します。
• アウトバウンド送信者のスロットルを、危殆化した内部ユーザーからのアウトバウンドスパム攻撃から保護します。
• グローバル送信者レピュテーションとローカル送信者レピュテーションの分析（例: 拡張された URL レピュテーショ
ンベースのフィルタリング）を利用してスパム、マルウェア、フィッシングメッセージを遮断し、迷惑な接続を制限
することで電子メールインフラストラクチャのコストを削減します。

• ポリシーによる電子メールのフィルタ処理により、迷惑なコンテンツを削除し、規制コンプライアンスを実証し、電
子メールを介した知的財産やデータの損失を防ぎます

• シマンテック社の「解除」技術を使って、Microsoft Office ドキュメントと Adobe PDF を含む、多くの一般的な電子
メールの添付ファイルから潜在的に悪質なコンテンツを検出し削除します。潜在的に悪質なコンテンツの種類にはマ
クロ、スクリプト、フラッシュムービー、その他の悪用可能なコンテンツを含みます。「解除」は添付ファイルを分
解し、悪用可能なコンテンツを削除し、視覚的な忠実性を保存しながら、ドキュメントを再構築します。「解除」す
るドキュメントの種類と潜在的に悪質なコンテンツの種類を選択できます。また、管理者またはエンドユーザーがア
クセスする必要がある場合に元の改変されていないドキュメントをアーカイブするかどうかを選択できます。

• 特定のドメインからのインバウンドメッセージでの TLS 暗号化を実施するオプションで、信頼できるパートナーや送
信者とより安全な通信ができるようになります。

• Symantec Data Loss Prevention への TLS 暗号化配信を提供し、Symantec Messaging Gateway に Symantec Data
Loss Prevention を統合したお客様のセキュリティを向上します。

• Symantec Content Analysis と統合すると、高度な脅威の検出や仮想サンドボックスを利用できます。
• スキャン不能なメールに対するより詳細なポリシーと判定を提供し、メッセージがスキャン不能な理由に応じて異な
る処理を行えます。スキャン不能なメッセージに焦点を合わせた新しいレポートでは、スキャン不能なメールと添付
ファイルに関する統計情報の分離と解釈をより簡単に行えます。

• メッセージの傾向やイベントを最小限の管理負担で視覚化します。

Symantec Messaging Gateway の動作と、Symantec Messaging Gateway を使って実行可能な処理については、
『Symantec Messaging Gateway 管理者ガイド』を参照してください。

Symantec Messaging Gateway の機能

関連情報

Symantec Messaging Gateway の機能
Symantec Messaging Gateway は、企業にインバウンドとアウトバウンドのメッセージのセキュリティ、リアルタイム
のスパム対策とウイルス対策保護、高度なコンテンツフィルタ、脅威の検出とサンドボックス式の保護、データ漏えい防
止を提供します。Symantec Messaging Gateway コントロールセンターでは、会社やユーザーの要件に合うように機能
をカスタマイズできます。

• ゲートウェイでの迷惑メールのブロック
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Symantec Messaging Gateway は、電子メールがネットワークに侵入しないように遮断する複数の機能を備えていま
す。迷惑な電子メールを遮断すれば、ウイルスに感染するリスクも減ります。メッセージのスキャンに必要なリソー
スも少なくてすみます。

• ポリシーグループによるユーザーの管理
ポリシーグループは、電子メールアドレス、ドメイン名、LDAP グループのいずれかに従って指定できます。作成し
たポリシーグループごとにフィルタポリシーを適用できます。Symantec Messaging Gateway をインストールする
と、すべてのユーザーをメンバーとするデフォルトのポリシーグループもインストールされます。

• スパムメール、スパムの疑いのあるメール、迷惑メールの検出
Symantec Messaging Gateway は、スパムメール、スパムの疑いのあるメール、迷惑メールを高精度で検出できま
す。スパムと迷惑メールを処理するためのポリシーを定義して管理し、スパムの疑いのしきい値を設定できます。指
定されるドメインからのメッセージを許容して、スパム対策のスキャンをすべてバイパスさせることもできます。
確認が終わるまで、スパムメッセージをスパム検疫に格納することもできます。スパム検疫へのユーザーアクセスを
設定すれば、受信者は検疫メッセージの通知を受信し、適切な処理を実行できます。
スパムフィルタの効果を高めるため、シマンテック社のプローブネットワークへの参加を選択できます。

• DMARC、DKIM、SPF、および Sender ID 認証を有効にして、偽造された電子メールアドレスまたは偽造されたヘッ
ダー情報を持つメッセージを検出します。

• マルウェアとその他の悪質な攻撃の検出
マルウェアとその他の悪質な攻撃を検出するために、ポリシーを作成したりオプションを設定したりできます。

• 高度な脅威を検出するために Symantec Content Analysis サーバーに電子メールを送信します。
• メッセージのフィルタ処理によるコンテンツポリシーの適用
インバウンドおよびアウトバウンド電子メールのメッセージの内容をフィルタするためのポリシーを作成することが
できます。このようなポリシーを使って、社内要件や規制要件のコンプライアンスを監視、実行し、データ消失を防
止することができます。

• インバウンドメッセージに TLS 暗号化を実行して、信頼できるパートナーや送信者とより安全な通信ができるように
します。

• 着信メッセージの URL を修正して、受信者がリンクをクリックすると、Symantec Threat Isolation または ProxySG
に要求を送信するようにします。

• パフォーマンスの監視
コントロールセンターにはシステム全体の状態を表示するダッシュボードがあります。インバウンドメッセージとア
ウトバウンドメッセージがシステムに引き起こす脅威の種類ごとに統計情報を確認できます。統計には、無効な受
信者に宛てたメッセージと悪いレピュテーションを持つアドレスから届いたメッセージについてのデータが含まれま
す。また、ウイルス、スパム、コンテンツフィルタの各ポリシーに合致したメッセージの数も含まれます。
Symantec Messaging Gateway には、各種スキャナから得られた、コンテンツフィルタ、電子メールメッセージ、IP
接続、スパム、ウイルスに関する統計をまとめた、50 以上のレポートがあります。必要になった時点でレポートを作
成するほか、日ごと、週ごと、月ごとに電子メールで送信するよう設定することもできます。

• マルウェア定義を最新の状態に維持
LiveUpdate を使って自動的に保護を更新できます。LiveUpdate を実行すると、利用可能なウイルス定義ファイルが
あればダウンロードされ、インストールされます。

• Symantec Messaging Gateway を設定して、アウトブレーク、システムに発生した問題、ポリシー違反についての警
告と通知を自動的に送信します。

• デバイスを監視して、スキャナを設定して管理し、ソフトウェア更新を管理します

• コマンドラインから Symantec Messaging Gateway を設定します。
各アプライアンスには、システムの設定、最適化、管理に使用できる一連のコマンドが用意されています。これらの
コマンドにアクセスするには、SSH を使用するか、アプライアンスの VGA またはシリアル接続を使ってシステムに
ログインします。
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Symantec Messaging Gateway の機能
「Symantec Messaging Gateway アーキテクチャ」に Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージを処理す
る方法を示します。この図は、メッセージが拒否されずに Brightmail フィルタモジュールを通過してメール変換エンジン
に到達した場合を想定しています。

電子メールメッセージがたどるパスは次のとおりです。

1. ゲートウェイで、グローバルレピュテーションにより送信 IP が良い送信者か悪い送信者かを判断します。その違い
に基づいて接続を許可または拒否します。

2. 接続クラスにより、ローカルレピュテーションに基づいて 10 クラスのうちのいずれかに送信 IP が分類されます。ク
ラスメンバー登録に応じて、接続は受け入れられるか遅延します。

3. MTA はメッセージを受け入れる前に、ドメインアドレスと電子メールアドレスを確認します。MTA は、メッセージ
がローカルの良い送信者ドメイングループまたはローカルの悪い送信者ドメイングループに属しているかどうかを決
定します。グループに属している場合は、設定した処理がメッセージに適用されます。適切な場合、メッセージは
MTA のインバウンドキューに移動します。

4. Brightmail フィルタモジュールがディレクトリデータサービスを照会し、メッセージの配布リストを展開してポリ
シーグループのメンバーシップを決定します。

5. Brightmail フィルタモジュールは各受信者のフィルタポリシーを決定します。
6. ウイルス対策フィルタによってメッセージが感染しているかどうかが判断されます。
7. スパムフィルタはメッセージがスパムか、スパムの疑いがあるかどうかを決定します。
8. 迷惑メールフィルタ（マーケティングニュースレター、リダイレクト URL、顧客固有のスパムなど）はメッセージが
迷惑メールかどうかを決定します。

9. コンテンツフィルタポリシーフィルタはメッセージや添付ファイルをスキャンして制限コンテンツを探します。
10.脅威対策ポリシーがメッセージを Symantec Content Analysis に送信すると、高度な脅威に関するメッセージのス
キャンが行われます (2 つのシステムが統合されている場合)。

11.フィルタ処理結果と設定可能なポリシーに従ってメール変換エンジンが処理を実行し、ポリシーグループメンバー
シップに基づいてその処理を各受信者のメッセージに適用します。

12.メッセージは、ポリシー設定に基づき検疫でレビュー用に保留される場合があります。コンテンツインシデントフォ
ルダ内のメッセージは、コンソールまたは Enforce Server を通じて修復できます。

13.その後、メッセージは配信キューに挿入され、MTA によって配信されます。

NOTE

SMTP ゲートウェイを経由しないメッセージは、Symantec Messaging Gateway によるフィルタ処理の対象に
なりません。たとえば、同じ Microsoft Exchange Server 上または Exchange 組織内のメールボックス間で送信
されるメッセージはフィルタ処理されません。

デフォルトのポリシーと機能について
Symantec Messaging Gateway をインストールするとすぐに、システムがすぐに使用できるようになります。機能のポ
リシーとグループのセットがデフォルトのポリシーグループで有効になっています。

########は、フィルタポリシーを割り当てることができるユーザーのグループです。Symantec Messaging Gateway を
インストールすると、すべてのユーザーを含んでいる既定のポリシーグループだけがインストールされます。各スパム、
マルウェア、またはウイルスの判定に対して 1 つのデフォルトポリシーがデフォルトグループに割り当てられます。ス
パム、マルウェア、脅威対策の追加のサンプルポリシーが用意されています。これらの追加ポリシーはどのグループにも
割り当てられていません。

Symantec Messaging Gateway は、デフォルトのコンテンツフィルタポリシーを提供しません。事前定義済みのテンプ
レートを使ってコンテンツフィルタポリシーを作成できます。
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［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］ページから、追加のポリシーグループを作成し、各グループに対して
一連のポリシーを選択できます。［スパム］ > ［マルウェア］ > ［脅威対策］ > ［コンテンツ］ > ［管理］メニューか
ら追加のフィルタポリシーを作成します。デフォルトのポリシーグループ、またはいずれかのデフォルトのポリシーは削
除できません。

次の機能はデフォルトで有効です。

• 接続クラス
• 良い送信者グループと悪い送信者グループ
• 電子メールメッセージでのスパム、ウイルス、他の脅威のフィルタ処理
• スパムの疑い
• ウイルス疑いの検疫へのメッセージの格納
• メッセージ監査ログ
• 警告の選択

次の機能はインストール時にデフォルトでは有効になりません。

• スパム検疫
• LDAP ディレクトリ
• ファストパス
• ディレクトリハーベスト攻撃保護
• 電子メールウイルス攻撃の防止
• バウンス攻撃防止
• 送信者の認証（SPF、Sender ID、DKIM など）
• SMTP 認証
• TLS 暗号化
• コンテンツフィルタ
• 脅威対策フィルタ
• 無効な受信者処理
• プローブアカウント
• すべての種類のレポートのためのデータ収集
• すべての種類の警告

関連情報
お使いの製品について詳しくは次のリソースを参照してください。

マニュアル

最新の英語版の Symantec Messaging Gateway マニュアルについては、https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-
security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-Documents.html を参照してください。

翻訳されたマニュアルを参照するには、https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/emailsecurity/
messaging-gateway/10-7-4.html に移動し、画面右上のドロップダウンリストから希望の言語を選択します。SMG 10.7.4
では、フランス語、スペイン語、および日本語のバージョンのマニュアルと製品ユーザーインターフェースのロケールを
サポートしています。

製品のヘルプシステム

Symantec Messaging Gateway には、概念や手順に関する情報が記載された総合的なヘルプシステムが含まれていま
す。各ユーザーインターフェース画面の右上にある歯車アイコンをポイントすると、その画面に関する状況依存情報が表
示されます。

サポートの連絡先
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• https://www.broadcom.com/support/symantec
• https://support.broadcom.com/security

サポートポリシー

シマンテック社は使用許諾されたソフトウェア最新版ビルドに対してのみ標準サポートを提供します。SMG に関するシ
マンテック社のサポートポリシーを表示するには、次のリンクを参照してください。

• http://go.symantec.com/security_appliance_support
• http://go.symantec.com/appliance_hw_support

シマンテック製品の一般的な情報

https://www.broadcom.com/products/cyber-security
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スキャナの配備

スキャナについて
スキャナは、インバウンドメッセージとアウトバウンドメッセージを処理し、配信のためにメッセージを配送します。ス
キャナは、ウイルス定義、スパムシグネチャ、その他のセキュリティ更新をシマンテックセキュリティレスポンスからダ
ウンロードします。また、該当するポリシーと設定に従って、メッセージにフィルタ処理を実行し、判定を行って、処理
を適用します。接続数を制限するようにスキャナを設定できます。これは、スキャンされるメッセージ数を減らすうえで
役立ちます。

次のスキャナ管理作業を行うことができます。

• スキャナを追加します。
スキャナの追加

• スキャナを修正します。
スキャナの設定の修正

• スキャナを有効または無効にします。
スキャナの有効化と無効化

• スキャナを停止または開始します。
スキャナの停止と開始

• スキャナを削除します。
スキャナの削除

スキャナを作成したり、修正したり、有効にしたり、無効にしたり、削除したりするには、完全管理権または設定の表示
権限が必要です。

Symantec Messaging Gateway の IPv6 アドレスについて
Symantec Messaging Gateway では配備内のすべてのホストを IPv6 アドレスでプロビジョニングできます。最初
に、Symantec Messaging Gateway がコントロールセンターとスキャナ間の通信に使用できる少なくとも 1 つのプライ
マリ IPv4 アドレスを使用してスキャナを設定する必要があります。このプライマリ IPv4 アドレスは初めてアプライア
ンスをインストールするときに設定します。最初のセットアップが完了し、スキャナ、コントロールセンター、またはそ
の両方を設定したら、必要に応じて IPv6 アドレスを実装できます。

詳しくは、『Symantec Messaging Gateway #########』を参照してください。

次のリストは IPv6 アドレスを使用できるインスタンスを提供します。

• スキャナおよびコントロールセンターに対して IPv6 を有効にして、IPv6 アドレスを一方または両方のイーサネット
インターフェースに追加します。

• コントロールセンターにアクセスするための IPv6 アドレスおよびアドレス範囲を追加します。
• イーサネットインターフェースに対して IPv6 を有効にすると、SMTP 設定に IPv6 アドレスを追加できます。
• イーサネットインターフェースに対して IPv6 を有効にすると、内部メールホストに IPv6 アドレスおよびアドレス範
囲を使用できます。

• 良い送信者リストおよび悪い送信者リストに IPv6 アドレスを使用します。

• レピュテーションルックアップを実行するときにを行うときIPv6アドレスを問い合わせます。
• IPv6 アドレスまたは IPv4 と IPv6 アドレスの混在についての情報を返すためのレポートを作成します。
• IPv6 アドレスのメッセージ監査ログを表示します。

IPv6 は以下の機能ではサポートされません。
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• 接続クラスおよびファストパスは、IPv6 アドレスを無視し、IPv4 アドレスを処理します。
• レピュテーションチェックでは、IPv6 アドレスに対して DNS ベースの IP レピュテーションチェックを実行しませ
ん。

• IPv6 アドレスに対する SMTP 配信はサポートされません。
• IPv6 認証ホストへの SMTP 認証転送はサポートされません。
• LDAP、SNMP、DHA、NTP およびウイルス攻撃機能は現在 IPv6 アドレスを使用しません。

スキャナのセットアップ

Table 1: スキャナの設定の処理

フェーズ 処理 説明

フェーズ 1 スキャナの設定を検証する スキャナのソフトウェアをインストールした後、設定を見直します。
DNS サーバーのアドレスの指定
ホストの時間設定の確認または変更
プロキシ設定の指定
IPv4 イーサネット設定と経路の指定

フェーズ 2 スキャナの電子メールの受け入れと配
信を設定する

スキャナの電子メール設定を行います。

フェーズ 3 スキャナの SMTP の拡張設定を行う スキャナの SMTP の拡張設定を行う
SMTP 拡張認証設定
SMTP 拡張インバウンド設定
SMTP 拡張アウトバウンド設定
SMTP 拡張配信設定
SMTP 拡張設定

フェーズ 4 ゲートウェイ以外に配備する内部メー
ルホストを設定する

ゲートウェイ以外に配備する内部メールホストの指定

スキャナの追加
スキャナを追加するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。スキャナを追加した後に、その状態を確認して
正しく機能することを確認できます。

NOTE

メッセージシステムのコンテンツ暗号化のプロビジョニングを行った場合、スキャナの IP アドレスを追加ま
たは変更するときは、シマンテック社のプロビジョニング担当者に知らせる必要があります。詳しくは、［コ
ンテンツ］、［設定］、［コンテンツ暗号化］、［ここをクリック］の順に選択して［Symantec Content
Encryption Provisioning］ページを参照してください。

スキャナを追加するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. スキャナの追加ウィザードを完了します。

［スキャナの追加ウィザード］の操作方法について詳しくは、『Symantec Messaging Gateway #########』を参照
してください。
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スキャナのインストール設定の確認または変更
「スキャナのインストール設定の確認」では、確認または変更可能なスキャナのインストール設定とインストール後に
カスタマイズできる追加設定について説明します。必要に応じて、これらのタスクのいずれかをどの順序でも実行できま
す。

Table 2: スキャナのインストール設定の確認

タスク 説明

DNS サーバーのアドレスを指
定する。

スキャナが使う DNS サーバーの IP アドレスを指定しますが、インストール後にその IP アドレスを
変更できます。
DNS サーバーのアドレスの指定

時間設定を確認する。 第 1、第 2、第 3 の Network Time Protocol（NTP）タイムサーバーを指定したり、手動で時刻を指
定したりすることができます。
ホストの時間設定の確認または変更

プロキシ設定を指定する。 プロキシホストを使う場合は、そのプロキシサーバーの情報をスキャナ定義に追加する必要があり
ます。
プロキシ設定の指定

イーサネット設定と経路を指定
する。

サイトのメールフロー要件に合わせて、スキャナのイーサネット設定をカスタマイズできます。
IPv4 イーサネット設定と経路の指定

DNS サーバーのアドレスの指定
Domain Name System（DNS）サーバーは、ドメイン名を IP アドレスに変換します。インストール時に、スキャナが使
う DNS サーバーの IP アドレスを指定しますが、インストール後にその IP アドレスを変更できます。スキャナで電子
メールのスキャンをホストする場合は、指定した DNS サーバーが電子メール配信に使用されます。

NOTE

DNS サーバーが正しく機能するには、ファイアウォールポート 53 が開いている必要があります。

DNS サーバーの設定を追加または修正するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

DNS サーバーのアドレスを指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. DNS 定義を変更するホストの名前をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［DNS/時間］タブをクリックします。

4. 次のいずれかのタスクを実行します。

［内部 DNS サーバーを使
う］をクリックします。

デフォルトの DNS クエリーポートである 53 番ポートを変更する必要がある場合は、［クエリー
元のポート］フィールドに新しいポート番号を入力してください。

［次の外部 DNS サーバーを
使う］をクリックし、各 DNS
サーバーの IP アドレスを入力し
ます。

外部 DNS サーバーは 3 つまで指定できます。
最初は、指定したすべてのサーバーに同じ優先度があります。Symantec Messaging Gateway はリ
ストの DNS サーバーをクエリーし、各サーバーのラウンドトリップ時間（RTT）に注目して、最
も低い RTT 値で DNS サーバーを支持し開始します。そのサーバーが遅いかまたは応答なしになっ
た場合には、リスト上で最も低い RTT がある次のサーバーに DNS クエリーが配送されます。つま
り、現在最高の RTT パフォーマンスがあるサーバーがプライマリ DNS サーバーになります。
Symantec Messaging Gateway は DNS サーバーで IPv4 アドレスだけをサポートします。ただし、
これらの IPv4 DNS サーバーの場合には、AAAA レコードと IPv6 DNS 逆引きレコードをサポート
します。

必要な場合は、DNS サーバーまたはルーターのバッファを消去することもできます。
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5. 変更をすべてのホストに適用するには、［上の設定をすべてのホストに適用する］にチェックマークを付けます。

6. ［保存］をクリックします。

スキャナについて

ホストの時間設定の確認または変更
Symantec Messaging Gateway ホストに最大 5 つの NTP (Network Time Protocol) タイムサーバーを指定できます。シマ
ンテック社では、NTP タイムサーバーを使用して、ホストの時間設定を管理することを強く推奨します。時間を手動で
設定することもできます。

時間設定を指定するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

時間設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 時間設定を修正するホストの名前を選択し、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［DNS/時間］タブをクリックします。

4. 時刻を同期するホストのタイムゾーンを選択します。

5. NTP ホスト名または IP アドレスを入力します。

5 つまでの NTP サーバーを指定できるほか、手動で時刻を設定することもできます。

6. 省略可能: 変更をすべてのホストに適用するには、［上の設定をすべてのホストに適用する］をクリックします。

7. ［保存］をクリックします。

8. 時刻の変更を有効にするためにコンピュータを再起動します。

プロキシ設定の指定
コンジットサービスは各スキャナで実行されます。このコンジットを通して、ライセンスの登録、スパム対策フィルタの
更新、新しいウイルス定義のダウンロード、ソフトウェアの更新を実行できます。プロキシホストを使う場合は、そのプ
ロキシサーバーの情報をスキャナ定義に追加する必要があります。

プロキシのエラーは警告レベルで BrightmailLog.log に記録されます。プロキシアクセスを設定する前に、必要に応じて
cc-config cclog --level warnings コマンドを使って BrightmailLog.log に警告レベルのエラーが記録されるように設
定できます。設定後にプロキシホストが機能しない場合は、BrightmailLog.log を調べてエラーがないか確認してくださ
い。

潜在的なプロキシホストエラー

Table 3: 潜在的なプロキシホストエラー

問題 BrightmailLog.log のエラー

プロキシホストはユーザー名とパスワードを必要とするが、指定
されなかった。

IOException: Server returned HTTP response code:
407 for URL:

プロキシホストに対して間違ったユーザー名またはパスワードが
指定された。

ProtocolException: Server redirected too many
times

プロキシホストに対して間違ったアドレスとポートが指定され
た。

各種のタイムアウトエラーが発生する可能性があります。

 28



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

NOTE

LiveUpdate は、スキャナがシマンテック社からウイルス定義をダウンロードするように定義されたプロキ
シを使います。LAN ホストからウイルス定義をダウンロードする場合、プロキシが定義されている場合の
み、LiveUpdate はプロキシを使います。

プロキシ設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、プロキシを指定するスキャナの名前にチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［プロキシ］タブをクリックします。

4. ［プロキシサーバーを使う］にチェックマークを付けます。

5. ［プロキシホスト名］フィールドにプロキシホスト名を入力します。

6. ［プロキシホストポート］フィールドにプロキシポート番号を入力します。

7. プロキシホストにログインする必要がある場合、ユーザー名とパスワードを指定します。

8. ［保存］をクリックします。

IPv4 イーサネット設定と経路の指定
IPv4 アドレスに対するスキャナのイーサネット設定は、サイトのメールフロー要件に合わせて次のようにカスタマイズ
できます。

• スキャナのイーサネット設定を行います。また、必要な場合は、イーサネットインターフェースで 50 個までの静的
経路を使うように設定します。
静的経路を使用すると、サブネット間のルーティングが動的経路を使用する場合よりも短時間で完了します。アドレ
スが変更された場合は、静的経路の更新が必要になります。

• 必要に応じてイーサネットインターフェースに仮想 アドレスを追加したり、削除したりします。
• スキャナの IP アドレスを変更します。

イーサネット設定を修正するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

IPv4 アドレス用のイーサネットを設定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、イーサネットの設定を修正するスキャナにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［イーサネット］タブをクリックし、［IPv4］タブをクリックします。

4. 各イーサネットインターフェースの IP、ネットマスク、ブロードキャスト、ネットワークアドレスを入力し、イーサ
ネットインターフェースを必要に応じて編集します。

スキャナまたはコントロールセンターの IP アドレスを必要に応じて変更します。スキャナまたはコントロールセン
ターの IP アドレスを変更できます。コントロールセンターの IP アドレスを変更する場合は、その後で各スキャナの
コマンドラインインターフェースにログインします。agent-config コマンドを使って新しいコントロール センター
の IP からスキャナへの安全な接続を再度確立します。

5. 2 番目のイーサネットインターフェースを有効にするには、［このインターフェースを有効にする］にチェックマー
クを付けます。

2 番目のイーサネットインターフェースは、インバウンドまたはアウトバウンドトラフィックのみの処理専用に設定
できます。
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6. 必要に応じてイーサネットインターフェースに仮想 IP アドレスを追加したり、削除したりします。

7. ［ルーティング］の［デフォルトゲートウェイ］フィールドにデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま
す。

デフォルトゲートウェイは必須です。IP アドレスでそれを指定する必要があります。

8. 静的経路を定義する必要がある場合は、［静的経路］で次の項目を指定します。

• ［宛先アドレス］ - IP アドレス、IP アドレスとサブネットマスク（例: 128.113.1.0/255.255.255.0）、CIDR 表記
（例: 192.30.250.00/18）のいずれかを指定します。

• ［ゲートウェイアドレス］ - IP アドレス
• ［インターフェース］ - ［デフォルト］、［イーサネット 1］、または［イーサネット 2］

9. ［追加］をクリックして静的経路を追加します。

イーサネットインターフェースごとに 50 個までの静的経路を追加できます。

10.［保存］をクリックします。

すべてのアドレスにわたって拡張接続設定を適用することができます。

拡張イーサネット設定の指定

イーサネット設定に対する IPv6 アドレスを設定することもできます。

IPv6 イーサネット設定と経路の指定

IPv6 イーサネット設定と経路の指定
スキャナおよびコントロールセンターのイーサネット設定は、設定の要件に合わせて次のようにカスタマイズできます。

• スキャナのイーサネット設定を行います。また、必要な場合は、イーサネットインターフェースで 50 個までの静的
経路を使うように設定します。
静的経路を使用すると、サブネット間のルーティングが動的経路を使用する場合よりも短時間で完了します。アドレ
スが変更された場合は、静的経路の更新が必要になります。

• スキャナの IPv4 アドレスを変更するか IPv6 アドレスを作成します。

イーサネット設定を修正するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。イーサネットインターフェースには 1
つまたは複数の IPv6 アドレスを割り当てることができます。

IPv6 イーサネット設定および経路を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、イーサネットの設定を修正するスキャナにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［イーサネット］タブをクリックし、［IPv6］タブをクリックします。

4. ホストの IPv6 を有効にするには、［IPv6 の有効化］にチェックマークを付けます。

IPv6 を有効にするときには、少なくとも 1 つの IPv6 アドレスと IPv6 デフォルトゲートウェイを設定する必要があ
ります。

5. 各イーサネットインターフェースの IP アドレスおよびプレフィックスを提供して、イーサネットインターフェース
を必要に応じて編集します。

任意の標準 IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定できます。アドレスは短縮された形式で保存され、表示されま
す。範囲はアドレス部とプレフィックスの組み合わせとして CIDR 表記で表現されます。

6. 1 つまたは両方のインターフェースの IP アドレスに［プレフィックス］を提供します。

IPv6 アドレスの場合、プレフィックスの値は 64 以下の整数値に制限されます。
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7. ［ルーティング］の［デフォルトゲートウェイ］フィールドにデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま
す。

デフォルトゲートウェイは必須です。有効な IPv6 形式を使用し、IP アドレスでそれを指定する必要があります。

8. 静的経路を定義する必要がある場合は、［静的経路］で次の項目を指定します。

送信先のアドレス 単一のホストに対する標準の IPv6 形式、範囲に対する CIDR 表記、またはサブネットマスク
を使用できます。

ゲートウェイアドレス IPv6 アドレス。
インターフェース ［デフォルト］、［イーサネット 1］、または［イーサネット 2］。

9. ［追加］をクリックして静的経路を追加します。

イーサネットインターフェースごとに 50 個までの静的経路を追加できます。

10.［保存］をクリックします。

すべてのアドレスにわたって拡張接続設定を適用することができます。

拡張イーサネット設定の指定

拡張イーサネット設定の指定
設定されたすべての IPv4 および IPv6 イーサネット設定および経路に対して拡張接続情報を適用するには、以下の手順
を実行します。

拡張イーサネット設定を構成するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［拡張］タブをクリックして新しいイーサネットインターフェースの設定を構成します。

3. 各イーサネットインターフェースに対して、［オートネゴシエーション］にチェックマークを付けるか、接続の速度
を選択し、接続の動作モードとして半二重または全二重を指定します。

4. ゲートウェイ CPU からイーサネットカードに TCP 分割をオフロードするには、［セグメント化］にチェックマーク
を付けます。

IPv4 イーサネット設定と経路の指定

IPv6 イーサネット設定と経路の指定

スキャナの電子メール設定の指定
「スキャナの電子メール設定」では、スキャナのインバウンド電子メールオプションとアウトバウンド電子メールオプ
ションを設定および修正するために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタスクのいずれかをどの順
序でも実行できます。
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Table 4: スキャナの電子メール設定

タスク 説明

タスクを実行する前にスキャナ
の電子メール設定について十分
に理解する。

スキャナの電子メール設定では、インバウンドとアウトバウンドのメッセージフローのさまざまな
要素を制御できます。Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージを受け入れる IP アド
レスを制限できます。また、フィルタ処理された電子メールをどこに配送するかも制御できます。
インバウンドとアウトバウンドのスキャナを個別に設定すると、1 つのスキャナがフィルタ処理す
る電子メールの量を減らすことができます。1 つのスキャナだけでインバウンド電子メールとアウ
トバウンド電子メールの両方をフィルタ処理する場合でも、各種 SMTP オプションを設定してメッ
セージフローを制御できます。
スキャナの電子メール設定について

メールフローの方向を指定す
る。

インバウンド電子メールまたはアウトバウンド電子メールをスキャナでフィルタ処理するか、また
はその両方をフィルタ処理するかを指定できます。
メールフローの方向の設定

インバウンドメール設定を修正
する。

スキャナがインバウンドメール接続を受け入れる IP アドレスまたはポート番号を変更するか、IPv6
アドレスを追加できます。また、スキャナが TLS で暗号化されたインバウンド接続を受け入れるか
どうかを指定できます。
スキャナのインバウンドメール設定の指定

インバウンドメール受け入れ設
定を修正する。

スキャナが電子メールをフィルタ処理する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのみにインバウンド
接続を制限することで、スキャナのリソースを節約できます。特定の IP アドレスとドメインからの
接続のみを受け入れることで、他のすべてのインバウンドクライアントが接続時にメッセージを送
信できないようにすることができます。
スキャナのインバウンドメール受け入れ設定の変更

インバウンド電子メール配信設
定を修正する。

スキャナでインバウンド電子メールをフィルタ処理すると、フィルタ処理後の電子メールを MTA が
受信者への配信用のメールサーバーにリレーします。インバウンドのみのスキャナまたはインバウ
ンドとアウトバウンドを組み合わせたスキャナに電子メール配信を設定している場合は、フィルタ
処理後のインバウンドメールのルーティング先となるデフォルトのローカルホストと非ローカルホ
ストを指定します。
スキャナのインバウンド電子メールの配信設定

アウトバウンドメール設定を修
正する。

スキャナがアウトバウンドメール接続を受け入れる IP アドレスとポート番号を変更するか、IPv6
アドレスを追加できます。また、スキャナが TLS で暗号化されたアウトバウンド接続を受け入れる
かどうかを指定できます。
スキャナのアウトバウンドメール設定の変更

アウトバウンドメール受け入れ
設定を修正する。

メールサーバー(数に制限はありません)からのアウトバウンド接続を受け入れるようにスキャナを設
定できます。特定の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスとドメインからの接続のみを受け入れるこ
とで、他のすべてのホストが接続時にメッセージを送信できないようにすることができます。
スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定の変更

アウトバウンドメール配信設定
を修正する。

アウトバウンドスキャナはフィルタ処理後の電子メールを受信者への配信用のローカルまたは非
ローカルのメールサーバーにリレーします。アウトバウンドのみのスキャナまたはインバウンドと
アウトバウンドを組み合わせたスキャナに電子メール配信を設定する場合は、フィルタ処理された
アウトバウンドメールのリレー先となるローカルメールホストと非ローカルメールホストの両方の
IPv4 アドレスとポート番号を指定します。
スキャナのアウトバウンドメールの配信設定

Symantec Messaging Gateway
で Bad Message を処理する方
法を指定する。

Symantec Messaging Gateway の Bad Message 処理機能を使用すれば、メッセージを形式不良と
して分類する前に、そのような可能性のあるメッセージをスキャンする回数を指定できます。メッ
セージはその後、Symantec Messaging Gateway によって Bad Message キューに追加されます。

スキャナの電子メール設定について
スキャナの電子メール設定では、インバウンドとアウトバウンドのメッセージフローのさまざまな要素を制御できま
す。Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージを受け入れる IP アドレスを制限できます。また、フィルタ
処理された電子メールをどこに配送するかも制御できます。
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インバウンドとアウトバウンドのスキャナを個別に設定すると、1 つのスキャナがフィルタ処理する電子メールの量を減
らすことができます。1 つのスキャナだけでインバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールの両方をフィルタ処理
する場合でも、各種 SMTP 設定を指定してメッセージフローを制御できます。

NOTE

個別のスキャナの電子メール設定を、スパムまたはウイルススキャンの設定と混同しないでください。スパム
またはウイルススキャン設定では、すべてのスキャナのスパムまたはウイルススキャンアクティビティが制御
されます。

サイトセットアップでは、インバウンドとアウトバウンドを組み合わせたスキャナを少なくとも 1 つ設定します。この
スキャナは、コントロールセンターを実行しているコンピュータ上か、または別のコンピュータ上に配置できます。ま
たは、異なるホストで別々にインバウンドスキャナとアウトバンドスキャナを実行するように設定したり、後で専用のス
キャナを追加したりすることもできます。

NOTE

インバウンドとアウトバウンドの電子メールに同じ IP アドレスとポートを使っている場合、スキャナはアウ
トバウンドメール受け入れ設定を使って、メッセージがインバウンドとアウトバウンドのどちらであるかを判
断します。スキャナは最初にアウトバウンドメール受け入れ設定を確認します。メールが受け入れられない場
合、スキャナはインバウンドメールの受け入れ設定を確認します。

スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定の変更

スキャナの追加ウィザードを使うと、手順に従ってスキャナの電子メール設定を指定できます。この最初の電子メール設
定では、次の項目を指定します。

• スキャナの役割 – インバウンド電子メール、アウトバウンド電子メール、またはインバウンドとアウトバウンドの両
方の電子メール。

• メールフィルタ – スキャナの IP アドレスとポート番号。
• メールの受け入れ – スキャナがフィルタ処理する電子メールを受け入れる IP アドレス。
• メールの配信 – フィルタ処理後の電子メールのリレー先メールサーバー。MX ルックアップを有効にするかどうかの
指定。

配備環境内にスキャナを追加してテストしたら、さらに次のように設定を変更することもできます。

• スキャナの役割を変更する。
メールフローの方向の設定

• スキャナのインバウンド電子メール設定を修正する。
スキャナのインバウンドメール設定の指定
スキャナのインバウンドメール受け入れ設定の変更
スキャナのインバウンド電子メールの配信設定

• スキャナのアウトバウンド電子メール設定を修正する。
スキャナのアウトバウンドメール設定の変更
スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定の変更
スキャナのアウトバウンドメールの配信設定

• SMTP 拡張設定を指定する。

また、接続クラスでは、スキャナごとに収集、実装されたローカルのレピュテーションデータに基づいて一部の接続を遅
延できます。

メールフローの方向の設定
インバウンド、アウトバウンド、またはインバウンドとアウトバウンド両方の電子メールをフィルタ処理するようにス
キャナを設定できます。
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スキャナのメールフローの方向を設定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホストの設定］ページで、定義するスキャナの横にあるボックスをクリックし、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. スキャナを役割によって識別する必要がある場合は、［ホスト名］フィールドのスキャナの名前を修正します。

5. ［ホストの定義］フィールドで、新しい役割を反映するようにスキャナの定義を修正します。

6. このスキャナの役割を説明するオプションを選択します。

• ［インバウンドメールフィルタのみ］ – インバウンドの SMTP スキャナオプションを設定します。
• ［アウトバウンドメールフィルタのみ］ – アウトバウンドの SMTP スキャナオプションを設定します。
• ［インバウンドとアウトバウンドのメールフィルタ］ – インバウンドとアウトバウンド両方の SMTP スキャナオ
プションを設定します。

スキャナの電子メール設定について

7. 設定をすべてのスキャナに適用するには、ページの下部にある［上の設定をすべてのホストに適用する］にチェック
マークを付けます。

8. ［保存］をクリックして変更を保存します。

また、［ポリシーグループの追加］または［ポリシーグループの編集］ページで、フィルタの種類とメールフローの方向
のそれぞれについて、スキャンを有効にする必要があります。その後、有効なメールフローの方向に適用するポリシーを
選択します。Symantec Messaging Gateway には、マルウェア、脅威対策、スパム、および迷惑メールのデフォルトポ
リシーがあります。デフォルトポリシーは自動的に有効になり、インストール中にすべてのユーザーの［デフォルト］ポ
リシーグループに割り当てられます。各ポリシーには、ポリシーが適用できるメールフローの方向が含まれます。

デフォルトポリシーは、新しいポリシーグループを作成することによって上書きできます。

コンテンツフィルタにはデフォルトポリシーがありません。メールフローの方向は、Symantec Messaging Gateway が
提供するコンテンツフィルタテンプレートに含まれています。

スキャナのインバウンドメール設定の指定
スキャナがインバウンドメール接続を受け入れる IP アドレスとポート番号を変更できます。また、スキャナが TLS で暗
号化されたインバウンド接続を受け入れるかどうかを指定できます。

スキャナのインバウンドメール設定を変更するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、設定を修正するインバウンドスキャナにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［インバウンドメール IP アドレス］ドロップダウンメニューのインバウンドメッセージを受信するアドレスを選択
し、［ポート］テキストボックスにポート番号を入力します。

ドロップダウンメニューには、このスキャナのネットワークインターフェースカード用に設定された IP アドレス
（仮想 IP アドレスを含む）のみが表示されます。

5. IPv6 が有効な場合、［オプションのインバウンドメール IPv6 アドレス］ドロップダウンメニューでインバウンド
メッセージを受信する IPv6 アドレスを選択し、［ポート］テキストボックスにポート番号を指定できます。

ドロップダウンメニューには、このスキャナのネットワークインターフェースカード用に設定された IPv6 アドレス
のみが表示されます。任意の標準 IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定できます。アドレスは短縮された形式で保
存され、表示されます。
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6. TLS で暗号化されたアウトバウンド接続をホストで受け入れるには、［TLS 暗号化を受け入れる］にチェックマーク
を付けます。

このオプションにチェックマークを付けない場合、SMTP セッション時に TLS 暗号化をサポートすることを通知しま
せん。

• TLS で暗号化された電子メールを接続時に受け入れるためには、MTA TLS 証明書を設定し、証明書をこのスキャ
ナに割り当てておく必要があります。

• ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブの［SSL の制限］の設定は、Symantec Messaging
Gateway が通知し、サポートする TLS バージョンに影響します。
TLS 通信の SSL 制限の指定

7. ドロップダウンメニューから証明書の名前を選択し、TLS で暗号化された接続を通じて送信するクライアントに対し
て、スキャナが信頼できる接続先であることを証明します。

8. TLS で暗号化された接続を受け入れる前に、スキャナから送信者に TLS 暗号化証明書を要求するには、［クライア
ント認証を要求する］にチェックマークを付けます。

9. ［保存］をクリックすると、このホストに対してのみ設定が保存されます。

スキャナのインバウンドメール受け入れ設定の変更
スキャナが電子メールをフィルタ処理する IP アドレスのみにインバウンド接続を制限することで、スキャナのリソース
を節約できます。特定の IP アドレスとドメインからの接続のみを受け入れることで、他のすべてのインバウンドクライ
アントが接続時にメッセージを送信できないようにすることができます。

WARNING

選択したホストからのみメールを受け入れる場合、スキャナがゲートウェイに配置されていなければ、すべて
のアップストリームメールサーバーを追加する必要があります。［ホスト設定の編集］ページの［SMTP］タ
ブと［内部メールホスト］タブの両方で、アップストリームメールサーバーの IPv4 アドレスおよび IPv6 アド
レス、CIDR ブロック、サブネットマスクのいずれかを追加してください。Symantec Messaging Gateway は
指定されていないアップストリームサーバーからの電子メールを拒否します。

スキャナのインバウンドメール受け入れ設定を変更するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、設定を修正するインバウンドスキャナの名前にチェックマークを付け、［編集］をクリックしま
す。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. 次のいずれかのオプションを選択します。

すべての IP アドレスからインバ
ウンドメール接続を受け入れる

スキャナにすべてのインバウンドメッセージの送信者からの接続を受け入れさせる場合に、この
オプションを選択します。
手順「［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのスキャナに適用する］にチェッ
クマークを付けてから［保存］をクリックします。」に進みます。

次の IP アドレスからのインバウ
ンドメール接続のみを受け入れる

スキャナに、［インバウンドメールの受け入れ IP アドレス］リストにチェックインしたアドレス
からの接続のみを受け入れさせる場合に、このオプションを選択します。
次にリストから、このスキャナでインバウンドメールを受け入れる IP アドレスにチェックマーク
を付けます。
次の手順に進みます。
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5. オプションで、［インバウンドメール受け入れ］の下で、次のいずれかのタスクを行います。

手動で IP アドレスを追加するに
は

［追加］をクリックし、インバウンドメールをフィルタ処理するローカルドメインのホスト名ま
たは IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。
任意の標準 IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定できます。IPv6 アドレスは短縮された形式で
保存され、表示されます。範囲はアドレス部分とプレフィックスを組み合わせた CIDR 表記で表
現されます。

IP アドレスを編集するには 設定を変更する電子メールクライアントのホスト名または IP アドレスにチェックマークを付
け、［編集］をクリックして必要な変更を行います。

1 つ以上の IP アドレスを削除す
るには

インバウンド接続の受け入れを停止するアドレスまたはドメインにチェックマークを付け、［削
除］をクリックすると、それらのアドレスまたはドメインがリストから削除されます。
既存のすべてのアドレスまたはドメインを削除するには、［すべて削除］をクリックします。

IP アドレスをインポートするには ［インポート］をクリックし、ファイルの場所を参照して、［インポート］をクリックします。
カンマ、セミコロン、スペース、タブの各区切り文字を含むファイルをインポートできます。

IP アドレスをエクスポートするに
は

［エクスポート］をクリックし、保存するエクスポートファイルの名前と場所を指定します。

6. ［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのスキャナに適用する］にチェックマークを付けてから［保
存］をクリックします。

スキャナのインバウンド電子メールの配信設定
スキャナでインバウンド電子メールをフィルタ処理すると、フィルタ処理後の電子メールを MTA が受信者への配信用の
メールサーバーにリレーします。インバウンドのみのスキャナまたはインバウンドとアウトバウンドを組み合わせたス
キャナに電子メール配信を設定している場合は、フィルタ処理後のインバウンドメールのルーティング先となるデフォル
トのローカルホストと非ローカルホストを指定します。

インバウンドメールの配信先には、必要な数のローカルまたは非ローカルのメールサーバーを指定できます。ダウンスト
リームのメールサーバーを複数使うと、複数の異なるドメイン宛てのメールを受け入れる場合に、フィルタ処理後のイン
バウンドメールの負荷分散と耐障害性を向上させることができます。各メールホストには優先順位を付け、デフォルトリ
レー（静的経路）でインバウンド電子メールを配信する順序を指定する必要があります。スキャナは番号の小さいメール
ホストから順に電子メールを配信します。メールサーバーが 1 つしか設定されていない場合は、デフォルトの 1 がこの
メールサーバーの優先順位になります。負荷分散を行う場合は、各サーバーに同じ優先設定値を指定します。

さらに、スキャナが受け入れるインバウンド電子メールのドメインごとにメールサーバーを割り当てることもできます。
各メールサーバーでは複数のローカルドメインをホストできます。

電子メールドメインについて

ホスト名を使って指定する任意のメールホストでは MX ルックアップを有効にできます。MX ルックアップによって、
ローカルドメインの受信者宛ての電子メール配信に使うサーバーが判断されます。

スキャナのインバウンド電子メールの配信設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、ローカルメールサーバーを追加または編集するスキャナにチェックマークを付け、［編集］をク
リックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［インバウンドローカルメール配信］で、配信情報を変更するローカルホストにチェックマークを付け、［編集］を
クリックします。

または、［追加］をクリックしてローカルメールホストについての配信情報を追加します。

必要な数のローカルメールホストのインバウンドメール配信を設定できます。
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5. 表示されるテキストボックスで IP アドレスとポート番号、またはホスト名を入力または修正します。

6. ローカルメールホストで MX ルックアップを使って、電子メール受信者への配信に使う IP アドレスを指定する場合
は、［MX ルックアップ］にチェックマークを付けます。

ホスト名を指定した場合のみ MX ルックアップにチェックマークを付けることができます。

7. 複数のホストを指定した場合は、［優先設定］フィールドに数値を入力ます。最初に接続が試みられるのは数値が小
さいサーバーです。

8. スキャナの役割が［インバウンドおよびアウトバウンドメールフィルタ］に設定されている場合は、［保存］をク
リックして設定を保存するか、または［上の設定をすべてのホストに適用する］にチェックマークを付けてから［保
存］をクリックします。残りの手順はスキップします。

9. スキャナの役割が［インバウンドメールフィルタのみ］に設定されている場合は、［インバウンド非ローカルメール
配信］の下にあるいずれかのラジオボタンを選択します。

• ［非ローカルドメインメールに MX ルックアップを使う］を選択すると、Symantec Messaging Gateway は受信
者のドメインで MX クエリーを実行することにより非ローカルの受信者にメールをルーティングします。

• ［非ローカルドメインメールのリレー先ホスト］を選択すると、非ローカルメールの配信に使うメールホストを指
定できます。

10.［追加］をクリックして非ローカルのメールホストのホスト名、または IP アドレスとポート番号を追加します。

必要な数の非ローカルメールホストのインバウンドメール配信を設定できます。

目的の非ローカルホストにチェックマークを付けて［編集］をクリックすると、表示されるテキストボックスで IP
アドレスとポート番号を修正できます。

11.ローカルメールホストで MX ルックアップを使って、電子メール受信者への配信に使う IP アドレスを指定する場合
は、［MX ルックアップ］にチェックマークを付けます。

ホスト名を指定した場合のみ MX ルックアップにチェックマークを付けることができます。

12.複数のホストを指定した場合は、［優先設定］フィールドに数値を入力ます。最初に接続が試みられるのは数値が小
さいサーバーです。

13.［保存］をクリックしてインバウンドのみのスキャナの配信設定を保存するか、または［上の設定をすべてのホスト
に適用する］にチェックマークを付けてから［保存］をクリックします。

スキャナのアウトバウンドメール設定の変更
スキャナがアウトバウンドメール接続を受け入れる IP アドレスとポート番号を変更できます。また、スキャナが TLS で
暗号化されたアウトバウンド接続を受け入れるかどうかを指定できます。

スキャナのアウトバウンドメール設定を変更するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、アウトバウンドまたはインバウンドの名前と、アウトバウンドスキャナの名前かインバウンドとア
ウトバウンドを組み合わせたスキャナの名前にチェックマークをつけ、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［アウトバウンドメール IP アドレス］と［ポート］にアウトバウンドメッセージを受信する IP アドレスとポート番
号を入力します。

5. ［オプションのアウトバウンドメール IPv6 アドレス］と［ポート］で、アウトバウンドメッセージを受信するオプ
ションの IPv6 アドレスを選択し、ポート番号を指定します。

任意の標準 IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定できます。IPv6 アドレスは短縮された形式で保存され、表示され
ます。
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6. TLS で暗号化されたアウトバウンド接続をホストで受け入れるには、［TLS 暗号化を受け入れる］にチェックマーク
を付けます。

• TLS で暗号化されたアウトバウンドメールをフィルタ処理できるようにするには、MTA TLS 証明書を設定し、証
明書をこのスキャナに割り当てる必要があります。

• ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブの［SSL の制限］の設定は、Symantec Messaging
Gateway が受け入れる TLS バージョンに影響します。
TLS 通信の SSL 制限の指定

7. ［証明書］ドロップダウンメニューから証明書を選択し、TLS で暗号化された接続を通じて送信するクライアントに
対して、スキャナが信頼できる接続先であることを証明します。

8. ［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのホストに適用する］にチェックマークを付けてから［保
存］をクリックします。

スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定の変更
メールサーバー(数に制限はありません)からのアウトバウンド接続を受け入れるようにスキャナを設定できます。特定の
IP アドレスとドメインからの接続のみを受け入れることで、他のすべてのホストが接続時にメッセージを送信できない
ようにすることができます。

NOTE

インバウンドとアウトバウンドの電子メールに同じ IP アドレスとポートを使っている場合、スキャナはアウ
トバウンドメール受け入れ設定を使って、メッセージがインバウンドとアウトバウンドのどちらであるかを判
断します。スキャナは最初にアウトバウンドメール受け入れ設定を確認します。メールが受け入れられない場
合、スキャナはインバウンドメールの受け入れ設定を確認します。

スキャナのアウトバウンドメール設定の変更

スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定を変更するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホスト名］で、設定を修正するアウトバウンドスキャナの名前かインバウンドとアウトバウンドを組み合わせたス
キャナの名前にチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［アウトバウンドメール受け入れ］の下で、次のいずれかのタスクを行います。

手動で IP アドレスを追加
するには

［追加］をクリックし、アウトバウンドメールをフィルタ処理するローカルドメインのホスト名または
IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。
CIDR 表記を使って複数の IP アドレスの範囲を入力できます。個々の IPv6 アドレスは任意の標準 IPv6
形式で指定でき、短縮された形式で保存され、表示されます。

IP アドレスを編集するに
は

設定を変更する電子メールクライアントのホスト名または IP アドレスにチェックマークを付け、［編
集］をクリックして必要な変更を行います。

1 つ以上の IP アドレスを
削除するには

アウトバウンド接続の受け入れを停止するアドレスまたはドメインにチェックマークを付け、［削
除］をクリックすると、それらのアドレスまたはドメインがリストから削除されます。
既存のすべてのアドレスまたはドメインを削除するには、［すべて削除］をクリックします。

IP アドレスをインポート
するには

［インポート］をクリックし、ファイルの場所を参照して、［インポート］をクリックします。
カンマ、セミコロン、スペース、タブの各区切り文字を含むファイルをインポートできます。

IP アドレスをエクスポー
トするには

［エクスポート］をクリックし、保存するエクスポートファイルの名前と場所を指定します。
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5. ［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのスキャナに適用する］にチェックマークを付けてから［保
存］をクリックします。

スキャナのアウトバウンドメールの配信設定
アウトバウンドスキャナはフィルタ処理後の電子メールを受信者への配信用のローカルまたは非ローカルのメールサー
バーにリレーします。アウトバウンドのみのスキャナまたはインバウンドとアウトバウンドを組み合わせたスキャナに電
子メール配信を設定している場合は、フィルタ処理後のアウトバウンドメールのリレー先となるローカルと非ローカルの
メールホストの IP アドレスとポート番号を指定します。

複数のメールサーバーを指定して、インターネットまたはネットワーク内の次のホップにアウトバウンド電子メールをリ
レーできます。スキャナごとに最大 3 つまでのメールサーバーを指定することをお勧めします。

スキャナのアウトバウンドメールの配信設定を行うには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. ［ホストの設定］ページの［ホスト名］で、設定を修正するスキャナの名前にチェックマークを付け、［編集］をク
リックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［メールフィルタ］で、［アウトバウンドメールフィルタのみ］または［インバウンドとアウトバウンドのメール
フィルタ］を選択します。

メールフローの方向の設定

5. ［アウトバウンド］タブをクリックします。

［インバウンドとアウトバウンドのメールフィルタ］を選択した場合は、手順 10 に進みます。

［アウトバウンドメールフィルタのみ］を選択した場合は、次の手順に進んで［アウトバウンドローカルメール配
信］を設定します。

6. ［ローカルドメインメールを次のホストにリレーする］で、ローカルホストにチェックマークを付けて［編集］をク
リックします。

または、［追加］をクリックしてローカル電子メールホストに関する配信情報を追加するか、または［削除］をク
リックしてホストを削除します。

7. ホストテーブルで、フィルタ処理後のアウトバウンドメールを配信するメールサーバーの［ホスト］(ホスト名または
IP アドレス) または［ポート］(番号) を入力します。

8. このホストで MX ルックアップを有効にする場合は、［MX ルックアップ］にチェックマークを付けます。

ホスト名を指定した場合のみ MX ルックアップを使えます。

9. リストに複数のホストがある場合は、［優先設定］フィールドに数字を入力します。

• 最も低い優先設定番号のホストへの接続が最初に試みられます。そのホストが利用不能になると（すべての接続が
使用中か、またはハードウェア障害がある場合など）、Symantec Messaging Gateway は次に低い優先設定番号
のホストに切り替えますが、下位のホストが利用可能になると、すぐにその優先設定番号のホストに戻ります。

• 優先設定値 1 を 2 つのホストに割り当てると、Symantec Messaging Gateway はいずれかをランダムに選択しま
す。最初のホストが利用不能になると、Symantec Messaging Gateway は優先設定 1 のもう 1 つのホストに接続
します。そのホストが利用不能になると、Symantec Messaging Gateway は最初のホストへの接続を試みます。
次に高い優先設定のホストは、優先設定 1 の両方のホストが利用不能になった場合にのみ使用されます。

10.［アウトバウンド非ローカルメール配信］で、次のいずれかのオプションをクリックします。

• ［非ローカルドメインメールに MX ルックアップを使う］を選択すると、Symantec Messaging Gateway は受信
者のドメインで MX クエリーを実行して非ローカルの受信者にメールをルーティングします。
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このオプションを選択する場合は、手順 15 に進みます。
• ［非ローカルドメインメールを次のホストにリレーする］を選択すると、アウトバウンド電子メールの非ローカル
配信に使うメールホストを指定できます。

11.［ホスト］リストで、配信情報を変更する非ローカルホストにチェックマークを付けてから［編集］をクリックしま
す。

12.ホストテーブルで、フィルタ処理後のアウトバウンドメールを配信するメールサーバーの［ホスト］(ホスト名または
IP アドレス) または［ポート］(番号) を入力します。

または、［追加］をクリックしてローカル電子メールホストに関する配信情報を追加するか、または［削除］をク
リックしてホストを削除します。

13.このホストで MX ルックアップを有効にする場合は、［MX ルックアップ］にチェックマークを付けます。

ホスト名を指定した場合のみ MX ルックアップを使えます。

14.リストに複数のホストがある場合は、［優先設定］フィールドに数字を入力します。優先設定値の動作の説明につい
ては、手順 9 を参照してください。

15.［保存］をクリックして配信設定を保存するか、または［上の設定をすべてのスキャナに適用する］にチェックマー
クを付けてから［保存］をクリックします。

Bad Message 処理の設定
まれに、形式不良な電子メールメッセージによって Brightmail エンジンがエラーになる場合があります。このような状
況が発生した場合、Symantec Messaging Gateway は、エラー発生時に処理されていた少数のメッセージを隔離し、エ
ラーの原因となったメッセージが特定される（Brightmail エンジンが再度エラーになる）までそれらのメッセージのス
キャンを 1 つずつ繰り返します。Brightmail エンジンはこれらのエラーから迅速に回復します。メールフローが中断した
り大幅に遅延することはありません。Bad Message が検出されると警告が送信されます。

Symantec Messaging Gateway の Bad Message 処理機能を使用すれば、メッセージを形式不良として分類し Bad
Message キューに追加する前に、そのような可能性のあるメッセージをスキャンする回数を指定できます。

NOTE

再試行のたびに（形式不良なメッセージをスキャンするたびに）、Brightmail エンジンはエラーになります。こ
の値は慎重に設定してください。

その後は、mta-control コマンドライン オプションを使用し、Bad Message キュー内のメッセージにアクセスして管理
できます。

形式不良なメッセージが特定されると、mta-control コマンドの使用方法には以下のようにいくつかのオプションがあ
ります。

• Bad Message キュー内の電子メールメッセージを表示します
• メッセージを、指定した URL または画面に表示またはエクスポートします
• Bad Message キューからメッセージを削除します
• Brightmail エンジンをバイパスし、メッセージを本来の受信者に配信します
• メッセージを電子メール経由でシステム管理者に配信します
• メッセージを Brightmail エンジンを通して再送信します

Bad Message 処理を設定するには

 40



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

1. ［プロトコル］>［SMTP］>［設定］をクリックし、［コンテンツスキャン］タブをクリックします。

2. ［Bad Message 処理を有効にする］を確認します。

3. ［Bad Message と判断する前の再試行数］フィールドに値を入力します。

4. ［保存］をクリックします。

SMTP 拡張設定
［MTA ホスト名］を指定することにより、SMTP 対話の最初の部分で送信される HELO バナーを定義できます。［MTA
ホスト名］は Received ヘッダーにも表示されます。このホスト名はスキャナの OS レベルのホスト名と連動しませ
ん。［ホスト設定の編集］ページでホスト名を変更しても、MTA ホスト名は変更されません。

SMTP の拡張設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 設定するホストの下線付きの名前をクリックします。

3. ［SMTP］タブをクリックします。

4. ページの下部までスクロールし、［拡張設定］をクリックします。

5. 必要に応じて設定を変更します。

6. ［続行］をクリックします。

7. ［ホストの設定］ページで、［保存］をクリックします。

SMTP 拡張インバウンド設定

SMTP 拡張アウトバウンド設定

SMTP 拡張配信設定

配信バインドの SMTP 拡張設定

SMTP 拡張認証設定

SMTP 拡張インバウンド設定
「［SMTP 拡張設定］ - インバウンド設定」で、スキャナの SMTP 接続を詳細に定義するために設定可能なインバウン
ド SMTP 設定を説明します。

Table 5: ［SMTP 拡張設定］ - インバウンド設定

項目 説明

接続の最大数 同時に実行するインバウンド接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 2,000 です。
単一の IPv4 アドレスまたは
IPv6 範囲からの接続の最大数

1 つの IPv4 アドレスまたは IPv6 範囲から同時に実行できるインバウンド接続の最大数を設定しま
す。接続クラスが有効になっている場合は、IPv4 送信者のこの設定が各接続クラスの設定で上書き
されます。
デフォルトの接続数は 20 です。

単一の IPv6 範囲からの接続の
最大数に対する IPv6 CIDR プレ
フィックス

IPv6 範囲を使用する場合に使用する必要がある CIDR プレフィックスを指定します。
プレフィックス値は 0 ～ 128 の整数でなければなりません。デフォルト値は 64 です。

単一の IP アドレスからの接続
の最大数

1 つの IP アドレスから同時に実行できるインバウンド接続の最大数を設定します。デフォルトの設
定は 20 です。接続クラスが有効になっている場合は、この設定よりも各接続クラスの設定が優先
されます。
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項目 説明

メッセージあたりの受信者の最
大数

1 つのメッセージで許可する受信者の最大数を設定します。デフォルトの受信者数は 1,024 です。

セッションあたりのメッセージ
の最大数

単一セッションで許可される電子メールメッセージの最大数を指定します。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、デフォルト値は 0 です。初期インストールの場
合は、デフォルト値は 100 です。
接続クラスが有効になっている場合はこのフィールドは無効になり、この設定よりも各接続クラス
の設定が優先されます。

最大メッセージサイズ（バイト
単位）

メッセージの最大サイズを設定します。このサイズを超えるメッセージは拒否されます。デフォル
トの設定は 10,485,760 バイトです。

インバウンドキューのメッセー
ジの最大数

最大のしきい値を設定します。メッセージの数がこのしきい値以上になると、警告が送信され（警
告が有効になっている場合）、接続は遅延されます。デフォルトは 5,000 メッセージです。

インバウンドキューがいっぱい
のときに新しい接続を遅延する

インバウンドキュー内のメッセージ数が最大数を超えた場合、SMTP 4xx エラーを発行してメッ
セージを遅延します。このチェックマークをはずすと、メッセージはリソースが許容するかぎり受
け入れられます。

インバウンドメッセージに
RECEIVED ヘッダーを挿入す
る

インバウンド SMTP 処理中にメッセージに RECEIVED ヘッダーが挿入されます。

DNS の逆ルックアップを有効
にする

このチェックボックスにチェックマークを付けると、SMTP クライアントの IP アドレスに対して
DNS の逆引きが実行され、IP アドレスからホストの名前を割り出します。このチェックボックス
にはデフォルトでチェックマークが付いています。チェックマークをはずすと、インバウンドメッ
セージに対して DNS の逆引きが実行されなくなります。

Note: ［DNS 検証］の［プロトコル］>［SMTP］>［設定］>［SMTP］タブでグローバル逆引き
DNS 設定を有効にすると、このローカル設定は上書きされます。

セッションタイムアウト この設定では、接続している MTA からの要求または応答を MTA で待機する時間を指定します。こ
の時間を過ぎると、アプライアンスは接続を破棄します。

スキャナについて

SMTP 拡張アウトバウンド設定
「［SMTP 拡張設定］ - アウトバウンド設定」では、SMTP 設定を詳細に定義するために使用可能なアウトバウンド
SMTP 拡張設定を説明します。

Table 6: ［SMTP 拡張設定］ - アウトバウンド設定

項目 説明

接続の最大数 同時に実行するアウトバウンド接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 2,000 で
す。

単一の IPv4 アドレスまたは IPv6 範囲
からの接続の最大数

1 つの IPv4 アドレスまたは IPv6 範囲から同時に実行できるアウトバウンド接続の最大数を
設定します。
デフォルトの接続数は 20 です。

単一の IPv6 範囲からの接続の最大数
に対する IPv6 CIDR プレフィックス

IPv6 範囲を使用する場合に使用する必要がある CIDR プレフィックスを指定します。
プレフィックス値は 0 ～ 128 の整数でなければなりません。デフォルト値は 128 です。

単一の IP アドレスからの接続の最大
数

1 つの IP アドレスから同時に実行できるアウトバウンド接続の最大数を設定します。デフォ
ルトの接続数は 20 です。

最大メッセージサイズ（バイト単位） メッセージの最大サイズを設定します。このサイズを超えるメッセージは拒否されます。デ
フォルトの設定は 10,485,760 バイトです。
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項目 説明

メッセージあたりの受信者の最大数 メッセージの受信者の最大数を指定します。デフォルトの受信者数は 1,024 です。
セッションあたりのメッセージの最大
数

単一セッションで許可される電子メールメッセージの最大数を指定します。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、デフォルト値は 0 です。初期インストー
ルの場合は、デフォルト値は 100 です。

ドメインがない送信者アドレスのデ
フォルトドメイン

メッセージにドメインが含まれていない場合に使用するデフォルトのドメインを設定しま
す。

アウトバウンドキューのメッセージの
最大数

最大のしきい値を設定します。メッセージの数がこのしきい値以上になると、警告が送信さ
れ（警告が有効になっている場合）、接続は遅延されます。デフォルトは 5,000 メッセージ
です。

指定されたタイムフレームにおける、
送信者あたりのアウトバウンド受信者
最大数

指定されたタイムフレーム（1 分あたりまたは 1 時間あたり）に送信者がメールを送信可能
な、受信者の最大数を設定します。
デフォルト値は 0 です。0 という値は単一セッションで電子メールメッセージが制限なく許
可されることを示します。

アウトバウンドキューがいっぱいのと
きに新しい接続を遅延する

アウトバウンドキュー内のメッセージ数が最大数に達するか超えた場合、SMTP 4xx エラー
を発行してメッセージを延期します。このチェックマークをはずすと、メッセージはリソー
スが許容するかぎり受け入れられます。

RECEIVED ヘッダーを挿入 このチェックボックスにチェックマークを付けると、アウトバウンド SMTP 処理中にメッ
セージに RECEIVED ヘッダーが挿入されます。チェックマークをはずすと、アウトバウン
ド SMTP 処理中に RECEIVED ヘッダーは挿入されません。このオプションと［先在する
RECEIVED ヘッダーを削除する］の両方にチェックマークを付けた場合は、メッセージが
配信キューに移されるときにアウトバウンド SMTP 処理の RECEIVED ヘッダーが残されま
す。

先在する RECEIVED ヘッダーをアウ
トバウンドメッセージから削除する

このチェックボックスにチェックマークを付けると、アウトバウンドメッセージからすべて
の RECEIVED ヘッダーが削除されます。他の MTA の設定によっては、ヘッダーを削除する
とメッセージのルーピングが起きる可能性があります。チェックマークをはずすと、アウト
バウンド処理中に RECEIVED ヘッダーがメッセージに残されます。［RECEIVED ヘッダー
を挿入する］と［先在する RECEIVED ヘッダーを削除する］の両方にチェックマークを付け
た場合、アウトバウンド SMTP 処理の RECEIVED ヘッダーはメッセージ内に残されます。

Warning! この設定を有効にすると、メッセージフローの問題を診断する能力が低下すること
があります。

DNS の逆ルックアップを有効にする このチェックボックスにチェックマークを付けると、SMTP クライアントの IP アドレスに対
して DNS の逆引きが実行され、IP アドレスからホストの名前を割り出します。このチェッ
クボックスにはデフォルトでチェックマークが付いています。チェックマークをはずすと、
アウトバウンドメッセージに対して DNS の逆引きが実行されなくなります。

Note: ［DNS 検証］の［プロトコル］>［SMTP］>［設定］>［SMTP］タブでグローバル逆
引き DNS 設定を有効にすると、このローカル設定は上書きされます。

セッションタイムアウト この設定では、接続している MTA からの要求または応答を MTA で待機する時間を指定しま
す。この時間を過ぎると、アプライアンスは接続を破棄します。

スキャナについて

SMTP 拡張配信設定
「［SMTP 拡張設定］ - 配信設定」では、サイトの SMTP 配信設定のメッセージ設定を説明します。
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Table 7: ［SMTP 拡張設定］ - 配信設定

項目 説明

外部接続の最大数 同時に実行する外部接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 100 です。
単一の IP アドレスへの
外部接続の最大数

1 つの IP アドレスに対して実行する同時接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 50 です。

すべての内部メールサー
バーへの接続の最大数

定義されているすべての内部メールサーバーへの接続の最大数を設定します。デフォルトの内部メール
サーバー接続数は 100 です。

単一の内部メールサー
バーあたりの接続の最大
数

1 つの内部メールサーバーへの接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 50 です。

配信キューのメッセージ
の最大数

最大のしきい値を設定します。メッセージの数がこのしきい値以上になると、警告が送信される（警告が
有効になっている場合）か、または接続が遅延されます。デフォルトは 150,000 メッセージです。

配信キューに入るメッ
セージあたりの受信者の
最大数

受信者をバッチ処理するときに配信キューのメッセージごとに許可する受信者の数を指定します。メッ
セージの受信者の数がこの値を超える場合、各メッセージの受信者リストが制限を超えなくなるまでメッ
セージが分岐します。
1 から 1024 までの値を入力できます。デフォルト値は 100 です。

接続の発信メッセージの
最大数

MTA が単一の接続で送信できるメッセージ数の最大しきい値を設定します。この値を 0 に設定すると、制
限は無効になります。デフォルトの設定は 0 です。

配信キューがいっぱいの
ときに新しい接続を遅延
する

配信キュー内のメッセージ数が最大数に達するか超えた場合、SMTP 4xx エラーを発行してメッセージを
延期します。このチェックマークをはずすと、メッセージはリソースが許容するかぎり受け入れられま
す。

最小再試行間隔 SMTP サーバーがメッセージの配信を再試行する最小間隔を設定します。デフォルトの設定は 15 分で
す。

最大再試行間隔 SMTP サーバーがメッセージの配信を再試行する最大間隔を設定します。デフォルト値は 7 時間です。
この値を［最小再試行間隔］の値より小さい値に設定しないでください。

送信メッセージタイムア
ウト

未配信のメッセージをタイムアウトにしてキューから削除する時間を設定します。デフォルトの設定は 5
日です。

バウンスメッセージタイ
ムアウト

バウンスキューにあるメッセージを削除するまでの期限を設定します。この設定は、LDAP 設定を指定で
きない環境で特に役立ちます。デフォルトの設定は 1 日です。

通知前のキューのメッ
セージ遅延時間

不達通知が送信されるまでメッセージがメールキューに留まっている時間を設定します。デフォルトの設
定は 4 時間です。

すべてのメッセージの配
信に TLS 暗号化を試す

配信されるすべてのメッセージに TLS 暗号化を試すように MTA に指示します。

Note: ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブの［SSL の制限］を有効にすると、SMG
はサポート対象の TLS プロトコルでのみ暗号化を試行します。

Note:

TLS クライアント証明書
を提供

各 TLS 接続でクライアント証明書を提供するように MTA に指示します。

接続タイムアウト connect システムコールが返されるまで待機する時間（秒）。デフォルト値は 30 秒です。
EHLO/HELO タイムアウ
ト

EHLO または HELO コマンドへの応答を待機する時間（秒）。デフォルト値は 5 分です。

MAIL FROM タイムアウ
ト

MAIL FROM コマンドからの応答を待機する時間（秒）。デフォルト値は 5 分です。

RCPT TO タイムアウト RCPT TO コマンドへの応答を待機する時間（秒）。デフォルト値は 5 分です。
DATA タイムアウト CRLF.CRLF で DATA フェーズが終了した後で応答を待機する時間 (秒)。このタイムアウトは重要なネッ

トワーク送信を含む唯一の送信フェーズであるので比較的長いです。デフォルト値は 10 分です。
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項目 説明

RSET タイムアウト RSET コマンドへの応答を待機する時間。RSET コマンドは、トランザクションが部分的にしか成功してい
ない SMTP セッションの状態をリセットするのに使用されます。前のメッセージの正常な配信が成功する
前に、リモートサーバーからの一時的または永続的なエラーの応答のすぐ後に以降のメッセージが単一の
SMTP セッションで配信されるようになります。デフォルト値は 10 分です。

アイドルタイムアウト そのドメインのために現在配信可能なメッセージがない場合に、アイドル接続を開いたまま保持する時間
（秒）。デフォルト値は 5 秒です。

スキャナについて

配信バインドの SMTP 拡張設定
「［SMTP 拡張設定］ - 配信バインド」では、配信バインドで使用可能な設定を説明します。配信バインドでメッセージ
の送信元の IP アドレスを指定できます。

また、ローカル以外のメッセージ用にドメイン固有の配信バインドを設定することもできます。各ローカルドメインにつ
いて、この機能はそのドメインからのメッセージの送信元の 1つ以上の IP アドレスを定義できるようにします。

「［SMTP 拡張設定］ - ［ドメインあたりの非ローカル SMTP 配信バインド］」では、非ローカルメッセージに対する
ドメインごとの配信バインドで使用できる設定について説明します。

Table 8: ［SMTP 拡張設定］ - 配信バインド

項目 説明

ローカルメッセージ メッセージをローカルに配信する IP アドレスを設定します。
ドロップダウンメニューには、このスキャナで選択可能な IP アドレスの一覧が表示されます。インバウ
ンドリスナー IP アドレス、アウトバウンドリスナー IP アドレス、すべての仮想アドレス、［自動］のい
ずれかを選択できます。［自動］を選択すると、Symantec Messaging Gateway が現在のトラフィックフ
ローに基づいて最善の経路を自動的に選択します。

非ローカルメッセージ 非ローカルメッセージを配信する IP アドレスを設定します。
ドロップダウンメニューには、このスキャナで選択可能な IP アドレスの一覧が表示されます。インバウ
ンドリスナー IP アドレス、アウトバウンドリスナー IP アドレス、すべての仮想アドレス、［自動］のい
ずれかを選択できます。［自動］を選択すると、Symantec Messaging Gateway が現在のトラフィックフ
ローに基づいて最善の経路を自動的に選択します。

動的に配送したメッセー
ジ

メッセージを静的でない経路に配信する IP アドレスを設定します。
ドロップダウンメニューには、このスキャナで選択可能な IP アドレスの一覧が表示されます。インバウ
ンドリスナー IP アドレス、アウトバウンドリスナー IP アドレス、すべての仮想アドレス、［自動］のい
ずれかを選択できます。［自動］を選択すると、Symantec Messaging Gateway が現在のトラフィックフ
ローに基づいて最善の経路を自動的に選択します。

Note: 複数の IP アドレスを使い、システムをコンテンツの暗号化用に準備してある場合は、［動的に配送
したメッセージ］を「自動」に設定する必要があります。

コントロールセンター宛
てのメッセージ

スパム検疫、ウイルス疑いの検疫、またはコンテンツインシデントフォルダに格納するため、メールをコ
ントロールセンターに配信する IP アドレスを設定します。
ドロップダウンメニューには、このスキャナで選択可能な IP アドレスの一覧が表示されます。インバウ
ンドリスナー IP アドレス、アウトバウンドリスナー IP アドレス、すべての仮想アドレス、［自動］のい
ずれかを選択できます。［自動］を選択すると、Symantec Messaging Gateway が現在のトラフィックフ
ローに基づいて最善の経路を自動的に選択します。
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Table 9: ［SMTP 拡張設定］ - ［ドメインあたりの非ローカル SMTP 配信バインド］

項目 説明

ドメイン このリストには、ローカルまたは非ローカルのドメインとしてこ
のスキャナに定義されているすべてのドメインが含まれます。複
数のドメインを選択するには、Ctrl キーを押します。

IP アドレス このリストには、このスキャナで利用可能なすべての IP アドレ
スが含まれます。複数の IP アドレスを選択するには、Ctrl キーを
押します。

追加 ［ドメイン］/［IP アドレス］リストで選択したドメインと IP ア
ドレスの組み合わせを追加する場合にクリックします。複数のド
メインまたは IP アドレスを最初に選択することにより、ワンク
リックで複数の行を追加できます。

削除 ［ドメイン］/［IP アドレス］リストの行の横にあるボックスに
チェックマークを付けて［削除］をクリックすると、その行が削
除されます。

すべて削除 現在表示されていない行も含めて、［ドメイン］/［IP アドレ
ス］リストのすべての行を削除します。

ページあたりのエントリ 1 ページあたりに表示するエントリの数を設定します。
表示 表示するエントリの範囲を選択します。

先頭のエントリに移動します。
前のページに移動します。
次のページに移動します。
最後のページ、または 50 ページ先（ページ数が 50 ページを超え
る場合）に移動します。

ドメイン/IP アドレスリスト このリストの各行は、1 つのドメインと 1 つの IP アドレスのみを
示します。［追加］ボタンを使うと、複数の行を同時に追加でき
ます。各行では、1 つのドメインからの非ローカルメッセージの
配信バインドが定義されています。

SMTP 拡張認証設定
「SMTP 拡張設定 - SMTP 認証設定」では、SMTP 設定を詳細に定義するために使用可能な認証 SMTP 拡張設定を説明
します。

Table 10: SMTP 拡張設定 - SMTP 認証設定

項目 説明

接続の最大数 同時に実行する SMTP 認証接続の最大数を設定します。デフォルトの接続数は 2,000 です。
単一の IPv4 アドレスまたは
IPv6 範囲からの接続の最大数

1 つの IPv4 アドレスまたは IPv6 範囲から同時に実行できる SMTP 認証接続の最大数を設定しま
す。
デフォルトの接続数は 20 です。

単一の IPv6 範囲からの接続の
最大数に対する IPv6 CIDR プ
レフィックス

IPv6 範囲を使用する場合に使用する必要がある CIDR プレフィックスを指定します。
プレフィックス値は 0 ～ 128 の整数でなければなりません。デフォルト値は 64 です。

単一の IP アドレスからの接続
の最大数

1 つの IP アドレスから同時に実行できる SMTP 認証接続の最大数を設定します。デフォルトの接続
数は 20 です。
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項目 説明

最大メッセージサイズ（バイト
単位）

メッセージの最大サイズを設定します。このサイズを超えるメッセージは拒否されます。デフォル
トの設定は 10,485,760 バイトです。

メッセージあたりの受信者の最
大数

メッセージの受信者の最大数を指定します。デフォルトの受信者数は 1,024 です。

セッションあたりのメッセージ
の最大数

単一セッションで許可される電子メールメッセージの最大数を指定します。
デフォルト値は 100 です。

RECEIVED ヘッダーを挿入 このチェックボックスにチェックマークを付けると、SMTP 認証を使って送信されたメッセージ
のアウトバウンド処理中にメッセージに RECEIVED ヘッダーが挿入されます。チェックマークを
はずすと、アウトバウンド SMTP 処理中に RECEIVED ヘッダーは挿入されません。このオプショ
ンと［先在する RECEIVED ヘッダーを削除する］の両方にチェックマークを付けた場合は、メッ
セージが配信キューに移されるときにアウトバウンド SMTP 処理の RECEIVED ヘッダーが残され
ます。

RECEIVED ヘッダーを削除す
る

このチェックボックスにチェックマークを付けると、SMTP 認証を使って送信されたアウトバウン
ドメッセージからすべての RECEIVED ヘッダーが削除されます。他の MTA の設定によっては、
ヘッダーを削除するとメッセージのルーピングが起きる可能性があります。チェックマークをは
ずすと、アウトバウンド処理中に RECEIVED ヘッダーがメッセージに残されます。［RECEIVED
ヘッダーを挿入する］と［先在する RECEIVED ヘッダーを削除する］の両方にチェックマークを付
けた場合、アウトバウンド SMTP 処理の RECEIVED ヘッダーはメッセージ内に残されます。

Warning! この設定を有効にすると、メッセージフローの問題を診断する能力が低下することがあり
ます。

DNS の逆ルックアップを有効
にする

このチェックボックスにチェックマークを付けると、SMTP クライアントの IP アドレスに対して
DNS の逆引きが実行され、IP アドレスからホストの名前を割り出します。このチェックボックスに
はデフォルトでチェックマークが付いています。チェックマークをはずすと、SMTP 認証を使って
送信されたアウトバウンドメッセージに対して DNS の逆引きが実行されなくなります。

Note: ［DNS 検証］の［プロトコル］>［SMTP］>［設定］>［SMTP］タブでグローバル逆引き
DNS 設定を有効にすると、このローカル設定は上書きされます。

省略可能な SASL Plain サポー
トを有効にする

デフォルトでは、Symantec Messaging Gateway は SASL ログイン認証を使います。SASL Plain 認
証を有効にすることもできます。
詳しくは、次の RFC を参照してください。
http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4616.txt

セッションタイムアウト この設定では、接続している MTA からの要求または応答を MTA で待機する時間を指定します。こ
の時間を過ぎると、アプライアンスは接続を破棄します。デフォルト値は 30 秒です。

NOTE

SMTP 認証リスナーはアウトバウンドメッセージキューを使い、アウトバウンドリスナーから一部の動作を継
承します。

スキャナについて

ゲートウェイ以外に配備する内部メールホストの指定
内部メールホストは、電子メールをインターネットからスキャナに渡すメール転送エージェント（MTA）です。スキャ
ナがインターネットゲートウェイに配備されている場合は、内部メールホストを指定する必要はありません。ただし、
ネットワークに 1 つ以上の MTA が設定されており、それらが、インバウンドメールフローに関して、スキャナよりアッ
プストリームにある場合は、内部メールホストとしてこれらの MTA の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定する必
要があります。IPv6 アドレスはアドレスまたは範囲として指定できます。

ネットワークで、Symantec Messaging Gateway よりアップストリームに MTA が設定されている場合は、次の理由に
より、それらの MTA を内部メールホストとして指定することが重要です。
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• アップストリーム MTA からスキャナへの電子メールには、スパムメッセージが含まれている可能性があります。ス
キャナはすべての外部電子メールをゲートウェイ MTA の IP アドレスからの送信と見なします。この結果、接続クラ
スが有効になっている場合、インターネットからのすべての電子メールが遅延することがあります。

• スキャナは送信者の IP アドレスを判断できません。ローカルの悪い送信者 IP などと IP アドレスが一致した送信者グ
ループは、適切に機能しません。

Symantec Messaging Gateway の内部ホストリストには、追加可能な内部メールホストのほかに、一連の IP アドレスが
表示されます。

スキャナが常にメールを受信できる内部メールホストを追加または削除するには、次の手順を実行します。

1. 許可されているホストのリストに内部メールホストを追加するには、コントロールセンターで、［管理］ > ［ホス
ト］ > ［設定］の順にクリックします。

2. 設定するスキャナにチェックマークを付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［内部メールホスト］タブをクリックします。

5. 内部メールホストの IP アドレスを指定します。

IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定できます。

標準的な IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定して格納し、短縮形式で表示できます。範囲はアドレス部分とプレ
フィックスを組み合わせた CIDR 表記で表現されます。

6. ［追加］をクリックします。

7. ［保存］をクリックして情報を保存します。

8. 内部メールホストを削除するには、コントロールセンターで、［管理］、［ホスト］、［設定］の順にクリックしま
す。

9. 設定するスキャナにチェックマークを付けます。

10.［編集］をクリックします。

11.［内部メールホスト］タブをクリックします。

12.内部メールホストを選択します。

13.［削除］をクリックします。

デフォルトの内部メールホストを削除すると、警告メッセージが表示されます。

14.［保存］をクリックして情報を保存します。

内部メールサーバー: ゲートウェイ以外への配備
Symantec Messaging Gateway をゲートウェイに配備すると、受信メッセージの物理 IP 接続またはピア IP 接続を取得
して、良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリと比較できます。スキャナがネットワークの他の場所（内部
メールホストとして識別されていないゲートウェイ MTA のダウンストリームなど）に配備されている場合、Symantec
Messaging Gateway はゲートウェイサーバーの IP アドレスをスパムの送信元として識別する場合があります。インバ
ウンドメールフローに関して、Symantec Messaging Gateway アプライアンスのアップストリームにあるすべての内部
メールホストを正確に識別する必要があります。

Symantec Messaging Gateway の内部ホストリストには、追加可能な内部メールホストのほかに、次に示す IP アドレ
スの範囲が含まれています。
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• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0
• ::/128
• ::1/128
• fe80 ::/10
• fc00::/7

Symantec Messaging Gateway は、内部メールホストの IP アドレスを次の判定から除外します。

• ローカルの良い送信者 IP
• サードパーティの良い送信者
• ローカルの悪い送信者 IP
• サードパーティの悪い送信者
• ディレクトリハーベスト攻撃
• シマンテックグローバルの悪い送信者
• シマンテックグローバルの良い送信者
• 接続クラス
• 電子メールウイルス攻撃
• ファストパス

スキャナの設定の修正
スキャナの設定はいつでも修正できます。たとえば、メールフローを停止したり、各種のコンポーネントやサービスを有
効にすることができます。

スキャナの設定を修正するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

スキャナの設定を修正するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 編集するスキャナのリンク付きの名前をクリックします。

3. 必要に応じて、ホストまたはホストのコンポーネントとサービスを変更します。

NOTE

メッセージシステムのコンテンツ暗号化をプロビジョニングする場合、後でスキャナの IP アドレスを追加また
は変更するときは、シマンテック社のプロビジョニング担当者に知らせる必要があります。詳しくは、［コン
テンツ］ > ［設定］ > ［コンテンツ暗号化］を選択し、［ここをクリック］リンクをクリックして［Symantec
Content Encryption Provisioning］ページを参照してください。

スキャナの追加

スキャナの停止と開始
スキャナを停止することが必要になる場合があります。たとえば、問題をトラブルシューティングできるようにメールフ
ローを一時的に停止するような場合です。問題を解決した後で、スキャナを再起動できます。または、スキャナを削除で
きるように停止する場合もあります。停止しないと、スキャナの電子メールキューにある電子メールメッセージが失われ
ることがあります。スキャナの停止と開始を行うには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

 49



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

スキャナを削除する前にそのスキャナを停止することをお勧めします。停止しているときはスキャナはメールを処理しま
せん。

NOTE

コントロールセンターが稼働しているホストは停止できません。

スキャナを永続的に停止または除去する場合は、スキャナを削除できます。

スキャナの削除

NOTE

スキャナを停止する最善の手順は、システムのパラメータとメッセージフローの特性によって異なる場合があ
ります。各設定の影響に基づいてスキャナを停止する独自の手順を設計できます。

MTA とメッセージキューの動作

サービスと MTA 操作

1. スキャナを停止するには、コントロールセンターで［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］を選択します。

2. 停止するスキャナをクリックします。

3. ［着信メッセージを受け入れない］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

5. ［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］を選択します。

6. ［ホスト］ドロップダウンリストでスキャナを選択します。

7. ［キュー］ドロップダウンリストでキューを選択します。

8. ［リスト］ドロップダウンリストで［すべて］を選択します。

または、大容量のスキャナで処理を迅速に進めるには、代わりに［キューの最長 10］を選択します。

9. ［検索結果を表示］をクリックします。

10.［すべて解除］をクリックします。

11.手順 7 から 10 を他のキューについても繰り返します。

12.メッセージがキューから排出されるようにします。

メッセージキューの状態を確認するには、キューごとに手順 7 から 9 を繰り返します。

13.［管理］、［ホスト］、［設定］の順にクリックします。

14.停止するスキャナをクリックします。

15.［MTA］にチェックマークを付けて［停止］をクリックします。

16.［保存］をクリックして変更を保存し、［ホストの設定］ページに戻ります。

17.停止するスキャナの横のボックスにチェックマークを付け、［無効］をクリックします。

スキャナのリストが更新されて、変更が反映されます。

18.スキャナを開始するには、コントロールセンターで［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］を選択します。

19.現在無効になっているスキャナを有効にするには、隣にあるチェックボックスにチェックマークを付けて［有効］を
クリックします。

複数のボックスにチェックマークを付けることができます。

スキャナのリストが更新されて、変更が反映されます。
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スキャナの削除
スキャナを削除すると、そのスキャナのサービスはコントロールセンターから完全に削除されます。スキャナを削除す
る前にそのスキャナを停止することをお勧めします。停止しないと、スキャナの電子メールキューにある電子メールメッ
セージが失われることがあります。コントロールセンターが稼働しているホストは削除できません。スキャナを削除する
には、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

スキャナを削除すると、その構成設定を取り込んだりアクセスしたりできなくなります。スキャナを削除するかどうか
をまだ決められない場合は、スキャナを停止できます。スキャナを停止すると、スキャナは引き続き存在しますが、メッ
セージはスキャンしなくなります。

スキャナを削除するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 削除するスキャナの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

スキャナの停止と開始

スキャナの有効化と無効化

コントロールセンターのホストの IP アドレスの変更
コントロール センターをホストしているアプライアンスの IP アドレスを変更する必要がある場合、まずコントロール
センターを使用して、コントロール センターのホストの IP アドレスを変更し、次に各スキャナのコマンドライン イン
ターフェースから agentconfig コマンドを実行して、新しいコントロール センターのホスト IP からそのスキャナに接
続できるようにする必要があります。

IPv4 イーサネット設定と経路の指定

サービスと MTA 操作の管理
個々のスキャナサービスと MTA 操作を管理するには、［サービス］タブから次の手順を実行します。

1. サービスを開始または停止するには、コントロールセンターで［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］を選択します。

2. サービスを停止または開始するスキャナの名前をクリックします。

3. 開始または停止するサービスにチェックマークを付けます。

4. 実行中のサービスを停止するには［停止］をクリックします。停止しているサービスを開始するには［開始］をク
リックします。

5. スキャナの MTA 操作を管理するには、コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択しま
す。

6. 変更するスキャナの名前をクリックします。

7. そのページの［MTA 操作］部分で、次のいずれかの処理を実行します。

メッセージ配信を一時停止するには、［メッセージのスキャンと配信を一時停止する］をクリックします。インバウ
ンドメッセージとアウトバウンドメッセージは、後でスキャンと配信を行うためにキューに入れられます。

着信メッセージを拒否するには、［着信メッセージを受け入れない］にチェックマークを付けます。現在メッセージ
キューにすでに格納されているメッセージはスキャンされて配信されますが、新しいメッセージはすべて拒否されま
す。

通常の操作に戻すには［通常どおりにメッセージを受け入れて配信する］をクリックします。
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8. ［保存］をクリックして変更を保存します。

MTA とメッセージキューの動作

サービスと MTA 操作

スキャナサービス

サービスと MTA 操作
「［ホスト設定の編集］ページ - ［サービス］タブ」に、サービスの開始または停止、サービスの状態の表示、MTA 操
作の設定に使う各種設定を示します。

Table 11: ［ホスト設定の編集］ページ - ［サービス］タブ

項目 説明

開始、停止 ［スキャナサービス］の 1 つ以上のサービス名にチェックマークを付けて［開始］か［停止］をクリックする
ことにより、そのサービスを開始または停止できます。
MTA サービスを停止すると、インバウンドリスナー、アウトバウンドリスナー、配信リスナーが停止しま
す。1 つ以上のリスナーを個別または順番に停止するには、［状態］、［SMTP］、［メッセージキュー］の
順に選択して表示されるページで対応するメッセージキューを停止します。

Note: SMTP 認証を使う場合、Symantec Messaging Gateway は認証に追加リスナーを使います。このリス
ナーは、アウトバウンドリスナーコントロールによって制御されます。アウトバウンドリスナーを停止する
と、認証リスナーも停止します。

MTA とメッセージキューの動作

Note: 警告を受け取るよう設定したホスト上の Brightmail エンジンまたは MTA を停止し、警告を引き続き受信
する場合は、［管理］、［設定］、［コントロールセンター］、［SMTP］の順に選択して表示されるページ
の［ホスト］で、動作している MTA の IP アドレスを指定します。

スキャナサービス 選択したホストで使用可能なスキャナサービスが表示されます。使用可能なサービスは次のとおりです。
• コンジット
• LiveUpdate
• Brightmail エンジン
• MTA
• ディレクトリデータサービス
このホストに対して開始または停止するサービス名にチェックマークを付けます。［スキャナサービス］に
チェックマークを付けてすべてのサービスを選択します。

状態 特定のサービスが［実行中］(黒で表示) か［停止］(赤で表示) かを示します。サービスが過去 24 時間以内に
クラッシュした場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起
きたクラッシュの回数が表示されます。

MTA 操作 ラジオボタンを使用して、ホストでメッセージをどのように処理するかを指定します。次のオプションがあり
ます。
• ［通常どおりにメッセージを受け入れて配信する］ - 定義されたポリシーに従ってメッセージを処理しま
す。

• ［メッセージのスキャンと配信を一時停止する］ - インバウンドメッセージとアウトバウンドメッセージ
を受け入れ、後でスキャンと配信を行うためにメッセージをキューに保留します。このオプションは、新
しいウイルス定義ファイルを待っている間、着信メッセージを一時停止する場合に役立ちます。

• ［着信メッセージを受け入れない］ - 着信メッセージを拒否し、メッセージキュー内のメッセージのス
キャンと配信を続行します。このオプションは、ホストを停止するためにキューを空にする必要がある
ときに役立ちます。メッセージが拒否されると、SMTP サーバによって「service not available」
（450） のエラー メッセージが送信されます。このオプションを選択した場合、すでに受信済みのメッ
セージはすべて処理されますが、新しいメッセージは受け入れられなくなります。

MTA とメッセージキューの動作

 52



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

スキャナサービス
［サービス］タブを使用して、以下のタスクを実行するようにスキャナを設定します。

• ［ホスト設定の編集］ページの［サービス］タブを使用して、スキャナでの次のサービスを有効または無効にしま
す。各ホストは、インターネットおよびネットワーク上の他のサーバーと通信するために使用するいくつかのサービ
スを実行します。

コンジット 新しい電子メールフィルタと更新された電子メールフィルタを安全な HTTPS ファイル転送を通じてシマン
テックセキュリティレスポンスから取得します。コンジットはフィルタを認証し、Brightmail エンジンにそ
の存在を警告します。コンジットは、シマンテックセキュリティレスポンスが使用する統計と、Symantec
Messaging Gateway がレポートのコンパイルに使用する統計を管理します。

LiveUpdate シマンテックセキュリティレスポンスからスキャナに、自動的にウイルス定義をダウンロードします。この
情報は、スキャナの Brightmail エンジンが既知のセキュリティ脅威を識別するために使用します。

Brightmail エンジン 設定済みのフィルタポリシーに従って、電子メールと添付ファイルおよびファイル転送のウイルス、スパ
ム、コンテンツフィルタをスキャンします。

MTA メール転送エージェントは、インバウンドおよびアウトバウンドメッセージを Brightmail エンジンにルー
ティングして処理し、内部の宛先またはインターネットにフィルタ済みメッセージを配信します。

ディレクトリデータ
サービス

ディレクトリデータサービスにより、LDAP ディレクトリに格納されている情報を Symantec Messaging
Gateway の機能で使うことができます。

NOTE

警告を受信するように設定されたホスト上の Brightmail エンジンまたは MTA サービスを停止する場合、引
き続き警告を受信するように別のホストを指定する必要があります。警告送信の中断を避けるために、これ
らのサービスのどちらかを停止する前に、［コントロールセンターの設定］ページ (［管理］、［設定］、
［コントロールセンター］、［SMTP］の順に選択) で、［ホスト］および［ポート］フィールドを編集し
ます。

サービスと MTA 操作の管理
• 着信メッセージのスキャンを有効または無効にするか、一時停止します。
デフォルトの動作では、スキャナが通常どおりにメッセージを受け入れて配信することが有効になっています。ただ
し、スキャナをオフラインにする必要がある場合、他のスキャナに割り当てる段階で、MTA 操作を制限できます。
サービスと MTA 操作
MTA とメッセージキューの動作

MTA とメッセージキューの動作
各スキャナには 1 つの MTA とそれに対応するメッセージキュー（インバウンド、アウトバウンド、配信）があります。
メッセージキューは対応するリスナー（インバウンド、アウトバウンド、配信）によって管理されます 。コントロール
センターでは、MTA とメッセージキューに対するさまざまな操作を行えます。

NOTE

SMTP 認証を使う場合、Symantec Messaging Gateway は認証に追加リスナーを使います。このリスナーは、
アウトバウンドリスナーコントロールによって制御されます。アウトバウンドリスナーを停止すると、認証リ
スナーも停止します。

「［ホスト設定の編集］ページの［サービス］タブでの MTA とメッセージキューの管理」は、［管理］、［ホスト］、
［設定］の順に選択して表示される［ホスト設定の編集］ページの［サービス］タブで特定の操作を実行した場合に、新
しいメッセージとキュー内のメッセージがどのように処理されるかについて説明しています。
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Table 12: ［ホスト設定の編集］ページの［サービス］タブでの MTA とメッセージキューの管理

操作 新しいメッセージ キュー内のメッセージ メッセージの配信

［MTA］をクリックし、次
に［停止］をクリックする。

受け入れられません。実行中の
MTA はありません。外部 MTA
はこれを SMTP 4xx エラーとし
て処理します。

スキャンも配信もされません。 停止します。

［メッセージのスキャンと配信
を一時停止する］をクリックす
る。

Note: この処理は、mta-
control pause-mode
pause-scan コマンドを発行し
た場合と同じです。

受け入れられます。 スキャンも配信もされません。
インバウンドおよびアウトバウ
ンドメッセージキューに蓄積さ
れます。

停止します。

［着信メッセージを受け入れな
い］をクリックします。

Note: この処理は、mta-
control pause-mode
pause-accept コマンドを発
行した場合と同じです。

拒否され、service not
available （450）の SMTP
エラー メッセージが発行されま
す。

スキャンされ配信されます。 続行します。

「［メッセージキュー］ページでの MTA とメッセージキューの管理」は、［状態］、［SMTP］の順に選択して表示さ
れる［メッセージキュー］ページで特定の操作を実行した場合に、新しいメッセージとキュー内のメッセージがどのよう
に処理されるかについて説明しています。

NOTE

「［メッセージキュー］ページでの MTA とメッセージキューの管理」の各処理は 1 つのメッセージキューのみ
に影響します。たとえばインバウンドメッセージキューを停止しても、アウトバウンドまたは配信メッセージ
キューには影響しません。

Table 13: ［メッセージキュー］ページでの MTA とメッセージキューの管理

操作 新しいメッセージ キュー内のメッセージ メッセージの配信

メッセージキューを表示して、［すべて解
除］をクリックする

受け入れられます。 配信の問題で遅延したメッ
セージは再配信されます。

続行します。

メッセージキューを表示して、［すべて削
除］をクリックする

受け入れられます。 削除されます。 続行します。

インバウンドメッセージキューを表示し
て、［停止］をクリックする

受け入れられません。外部
MTA はこれを SMTP 4xx エ
ラーとして処理します。

スキャンされません。 続行します。

アウトバウンドメッセージキューを表示し
て、［停止］をクリックする

受け入れられません。外部
MTA はこれを SMTP 4xx エ
ラーとして処理します。

スキャンされません。 続行します。

配信メッセージキューを表示して、［停止］を
クリックする

受け入れられます。 スキャンされ配信されます。
配信のメッセージキューに蓄
積されます。

停止します。

サービスと MTA 操作

スキャナサービス
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電子メール設定の指定

電子メール設定の指定
「スキャナの電子メール設定を指定するための処理」では、スキャナの電子メール設定を設定する手順について説明しま
す。

Table 14: スキャナの電子メール設定を指定するための処理

手順 処理 説明

フェーズ 1 ドメインを設定する。 電子メールドメインがどのように働くかを理解します。
適切なドメイン設定を決定します。
電子メールドメインについて
ドメインの追加と編集
ドメインの既存のリストをインポートします。
ドメインリストのインポート
ドメインの受け入れの設定を指定します。
電子メールドメイン受け入れ設定について

フェーズ 2 電子メールのエイリアスとアドレスの
マスカレードを設定する。

エイリアスとアドレスマスカレードがどのように働くかを理解しま
す。
エイリアスとアドレスマスカレードについて
各エイリアスの送信元電子メールアドレスと宛先をマッピングしま
す。
エイリアスの追加または編集
エイリアスアドレス
エイリアスの既存のリストをインポートします。
エイリアスのインポート
アドレスマスカレードを追加、編集、インポートします。
アドレスマスカレードの追加と編集
アドレスマスカレードリストのインポート

フェーズ 3 無効な受信者の電子メールの処理を設
定する。

無効な受信者処理オプションは有効にする機能によって異なります。
無効な受信者処理を指定する前にニーズを判断します。
無効な受信者について
無効な受信者の電子メールに対するシステムの処理を指定します。
無効な受信者処理の設定

フェーズ 4 SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）
のメッセージフローフェーズを理解し
ます。

電子メールメッセージフローについて
メッセージフローフェーズをガイドラインとして使って、スキャナの
電子メールの設定を作成して保守します。
電子メールメッセージフローのフェーズ

電子メールドメインの設定
スキャナのメッセージ処理には、電子メールのニーズに基づいた初期設定が必要です。たとえば、インバウンドメールを
受け入れるドメインを指定できます。

「電子メールドメインの管理」では、適切なドメイン構成の決定後、電子メールドメインを設定するために実行できるタ
スクを説明します。必要に応じて、これらのタスクのいずれかをどの順序でも実行できます。
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Table 15: 電子メールドメインの管理

タスク 説明

管理する上で適切な判断を行え
るように、電子メールドメイン
について理解を深める。

Symantec Messaging Gateway がローカルドメインとして受け入れるインバウンド電子メールのド
メインを指定する必要があります。Symantec Messaging Gateway はローカルドメイン宛てのイン
バウンド電子メールのみを受け入れます。ただし、電子メール送信元のドメインはローカルドメイ
ンと非ローカルドメインのどちらでもかまいません。
複数のドメインを指定すると、ドメインごとに異なるルーティングオプションや配信オプションを
割り当てることができます。たとえば、TLS 暗号化を使ってローカルドメインまたは非ローカルド
メインに安全に配信するためのオプションがあります。非ローカルドメインに TLS 暗号化オプショ
ンを設定すると、外部サーバーによる配信時の接続が安全になります。
電子メールドメインについて

ドメインを追加または修正す
る。

Symantec Messaging Gateway がローカルドメインとして受け入れるインバウンド電子メールのド
メインを指定する必要があります。Symantec Messaging Gateway はローカルドメイン宛てのイン
バウンド電子メールのみを受け入れます。ただし、電子メール送信元のドメインはローカルドメイ
ンと非ローカルドメインのどちらでもかまいません。
複数のドメインを指定すると、ドメインごとに異なるルーティングオプションや配信オプションを
割り当てることができます。たとえば、TLS 暗号化を使ってローカルドメインまたは非ローカルド
メインに安全に配信するためのオプションがあります。非ローカルドメインに TLS 暗号化オプショ
ンを設定すると、外部サーバーによる配信時の接続が安全になります。
ローカルドメインと非ローカルドメインを個別に設定すれば、さまざまなルーティングオプション
と配信オプションを利用できます。
ドメインの追加と編集

ドメインリストをインポートす
る。

ドメイン定義と電子メールアドレスのリストは、Sendmail の mailertable に似た形式の ASCII ファ
イルからインポートできます。デフォルトのローカル宛先ホストへのルーティング情報をオプショ
ンで定義に含めることができます。
ドメインリストのインポート

電子メールを送信する必要のな
くなったドメインを削除する。

ローカルドメインを削除すると、MTA はそのドメイン宛てのインバウンド電子メールメッセージを
受け入れなくなります。非ローカルドメインを削除すると、そのドメイン用に設定したルーティン
グオプションまたは TLS オプションは機能しなくなります。
ドメインの削除

電子メールドメイン受け入れ設
定について理解を深める。

サイトセットアップでは、Symantec Messaging Gateway がインバウンド電子メールを受け入れる
ローカルドメインを少なくとも 1 つ指定します。また、ローカルドメイン宛ての電子メールをイン
バウンドスキャナからルーティングするメールホストを 1 つ指定します。サイトセットアップ時に
追加したドメインはデフォルトではローカルドメインになり、インバウンド電子メールを配信する
ためのデフォルトのリレーとしてこの静的経路を使用します。
電子メールドメイン受け入れ設定について

別の送信者検証の方法として
DNS の逆引きを使用する。

DNS の逆引き参照は IP アドレスに基づいてドメイン名を見つけます。DNS の逆引き参照では誰で
も接続元を参照することが可能になるので、多くの悪い送信者は DNS の逆引きレコードを持ってい
ないか、偽の DNS の逆引きレコードを持っています。
DNS の逆引き検証の設定

電子メールドメインについて
スキャナにインバウンドメールが到着すると、Symantec Messaging Gateway はメッセージが有効なローカルドメイン
に宛てられていることを確認してから、対応するメッセージキューにメッセージを受け入れます。

Symantec Messaging Gateway がローカルドメインとして受け入れるインバウンド電子メールのドメインを指定する
必要があります。Symantec Messaging Gateway はローカルドメイン宛てのインバウンド電子メールのみを受け入れま
す。ただし、電子メール送信元のドメインはローカルドメインと非ローカルドメインのどちらでもかまいません。

複数のドメインを指定すると、ドメインごとに異なるルーティングオプションや配信オプションを割り当てることができ
ます。たとえば、TLS 暗号化を使ってローカルドメインまたは非ローカルドメインに安全に配信するためのオプション
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があります。非ローカルドメインに TLS 暗号化オプションを設定すると、外部サーバーによる配信時の接続が安全にな
ります。

ローカルまたは非ローカルドメインに対して DKIM シグネチャを有効にすることもできます。このようにすると、その
ドメインから送信された各メッセージに、受信側 MTA による DKIM 認証が可能になる DKIM シグネチャが含められま
す。

非ローカルドメインを追加することもできます。非ローカルドメインは主に、確立された接続を通じて非ローカル配信用
の外部サーバーにアウトバウンド電子メールをルーティングするために指定します。非ローカルドメインの配信オプショ
ンを設定することもできます。

Symantec Messaging Gateway のいくつかの機能では、ドメイン指定を使用します。

ドメインは次のように追加または編集できます。

• ドメインごとに異なる電子メール受け入れ設定を作成します。
電子メールドメイン受け入れ設定について

• ドメインごとに異なる配信オプションを設定します。
デフォルトリレー（数に制限はありません）を使って異なるローカルドメイン宛てのインバウンド電子メールを配送
できます。
指定した非ローカルドメイン宛ての電子メールを配信するディレクトリデータルーティング元を指定できます。
非ローカルドメイン宛て電子メールの配信に、MX ルックアップオプションと TLS 暗号化オプションを使用できま
す。
ドメインの追加と編集

• 受信者検証を設定すると、LDAP ディレクトリを参照して、着信電子メールの受信者を確認できます。
無効な受信者について

NOTE

無効な受信者電子メールアドレスからプローブアカウントを設定する予定の場合は、プローブアカウントを
使う予定のドメインに関して［受信者検証を有効にする］にチェックマークを付ける必要があります。

• 静的経路を設定すると、内部配信用に指定したメールサーバーにインバウンドまたはアウトバウンド電子メールを
ルーティングできます。
ドメインの追加と編集

• 非ローカルメッセージのドメイン固有の配信バインドを設定します。これにより、ドメインからのメッセージの送信
元 IP アドレスを 1 つ以上定義できます。

ドメインのリストをインポートし、個別に編集できます。

ドメインリストのインポート

一般的に、ドメインとは受信者の電子メールアドレスのアットマーク（@）に続く部分のことです。たとえ
ば、anywhere.com は someone@anywhere.com のドメインです。ドメインはサブドメインを含むことができます。たと
えば、somewhere.anywhere.com は anywhere.com のサブドメインです。また、ドメインとして単一の電子メールアド
レスを指定できます。

ドメインにすべてのサブドメインを含めるには、ドメインの前にピリオドを入力します。たとえば、example.com のす
べてのサブドメインを含めるには、.example.com と入力します。ただし、ドメインの前にピリオドを入力すると、そ
のドメイン自身は除外されます。たとえば、example.com 宛ての電子メールと example.com のすべてサブドメイン宛て
の電子メールを受け入れるには、example.com と .example.com の両方を指定する必要があります。

特定のサブドメインのみを含めるには、各サブドメインを個別に指定する必要があります。たとえ
ば、overthere.anywhere.com ではなく、elsewhere.anywhere.com と somewhere.anywhere.com のいずれか
のサブドメイン宛ての電子メールを受け入れるには、その両方を個別のドメインとして指定する必要があります。
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NOTE

ドメインには、FQDN（Fully Qualified Domain Name の略で完全修飾ドメイン名の意味）、サブドメイン、
または RFC5321 準拠の電子メールアドレスを指定できます。こうした詳細度のレベルによって、受け入れ可
能なアドレスの指定と、受け入れ可能なアドレス宛ての電子メールのルーティング方法を最大限に制御できま
す。

ドメインの追加と編集
ローカルドメインは、Symantec Messaging Gateway がインバウンドメッセージを受け入れるドメインおよび電子メー
ルアドレスです。ローカルドメインを追加または編集するときに、MX ルックアップ、指定されたホスト、ディレクトリ
データソースのいずれかに基づいてルーティングの動作を割り当てたり、ドメインから受け入れるメッセージの受信者検
証の有効と無効を切り替えたりできます。ローカルドメインのリストをインポートすることもできます。

NOTE

メッセージシステムのコンテンツ暗号化を準備した場合、ドメインを追加するとき、またはドメインのアド
レスを変更するときは、シマンテック社のプロビジョニング担当者に通知する必要があります。詳しくは、
「Symantec Content Encryption のプロビジョニング」ページを参照してください。［コンテンツ］ > ［設定］
> ［コンテンツ暗号化］を選択して、［ここをクリック］をクリックします。そのドメインを含むように証明
書または証明書バンドルを置換することが必要な場合もあります。

ローカルドメインと非ローカルドメインを個別に設定すれば、さまざまなルーティングオプションと配信オプションを利
用できます。次に例を示します。

• デフォルトリレー（数に制限はありません）を使って異なるローカルドメイン宛てのインバウンド電子メールを配送
できます。

• 関連会社や取引先にある外部メールホストによる配信用の非ローカルデフォルトリレーを使って、アウトバウンド
メールを非ローカルドメインにルーティングできます。

• 特定の非ローカルドメイン宛てのアウトバウンド電子メールを機密通信専用の内部メールサーバーにルーティングで
きます。

一般に、非ローカルドメインは、通常の電子メール送受信に使う外部メールホストにアウトバウンドメールをルーティン
グするために使用します。また、非ローカルドメイン宛てのアウトバウンド電子メールを内部メールホストにルーティン
グすることもできます。非ローカルドメイン宛ての電子メールは最初にポリシーに違反していないかどうかをスキャンさ
れるため、非ローカルドメインの追加は、取引先や、別個のファイアウォールの内部にネットワークが構築されている組
織内の部署と安全にメールを送受信するための手だてになります。

追加した非ローカルドメインを次のように設定します。

• 非ローカルドメイン宛てのアウトバウンド電子メールを、非ローカル配信用のメールホスト(数に制限はありません)
のいずれかに静的にルーティングします。
静的経路を指定する非ローカルドメインで MX ルックアップを有効にすることもできます。シマンテック社では、複
数のメールホストへの配信には MX ルックアップを有効にすることを推奨しています。

• 指定したドメインに対して TLS 暗号化オプションを有効にします。

NOTE

ドメインのインポートが完了した後、［ドメイン］リスト内のドメイン名を編集することによってドメインの
ルーティングを有効にできます。

ルーティングデータソースにクエリーを実行して、リモートドメインの受信者宛てのアウトバウンド電子メールをルー
ティングすることもできます。

サイトセットアップ時に、アプライアンスがメッセージを受け取る 1 つ以上のローカルドメインを指定してください。
サイトセットアップ時に指定するドメインはすべてデフォルトでローカルドメインになります。電子メールがローカル
ドメイン宛ての場合、Symantec Messaging Gateway は送信者 IP からの接続のみを受け入れます。処理の後にスキャナ

 59



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

は、ポリシー条件にも設定限度にも違反しない電子メールを受信者への配信用にそのローカルドメインが存在するメール
サーバーにリレーします。

デフォルトリレーとして動作するメールホストには複数のローカルドメインを設定できます。ローカルドメイン用に指
定されたメールホストが 1 つだけの場合、そのホストがすべてのインバウンドメールの配信用デフォルトリレーになり
ます。ローカルドメイン宛てのインバウンド電子メール用のデフォルトリレーとして追加の宛先サーバーを指定できます
（数に制限はありません）。

［プロトコル］の［SMTP］の［ドメイン］ページでは、以下の操作を実行できます。

• Symantec Messaging Gateway でインバウンド電子メールを受け入れるようにするローカルドメインを追加します。
• プローブアカウントのドメインを追加します。
未使用または無効な受信者電子メールアドレスからプローブアカウントを作成する場合は、プローブアカウントのド
メインをローカルドメインのリストに追加する必要があります。
無効な受信者電子メールアドレスからプローブアカウントを設定する場合は、そのドメインの受信者検証を有効にす
ることも必要です。

• ローカルドメインに送信されるインバウンドメールを有効な受信者宛てのものに制限します。
Symantec Messaging Gateway は、送信者 IP からインバウンド電子メールインターフェース用スキャナへの接続を許
可する前に、指定されたローカルドメイン宛て電子メールの受信者を LDAP ディレクトリデータと照合します。無効
な受信者に宛てられたインバウンド電子メールを拒否または破棄するには、適切なデータソースを設定し、受信者検
証機能を有効にし、［無効な受信者処理］を有効にする必要があります。

• ドメインごとに配信オプションを定義します。

ドメインを追加または編集するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］、［SMTP］、［ドメイン］の順に選択します。

2. ［ドメイン］ページで［追加］をクリックするか、または設定を編集するドメインの名前をクリックします。

3. ［インバウンドメールを受け入れるドメインまたは電子メールアドレス］に、ローカルドメイン、サブドメイン、電
子メールアドレスのいずれかを入力するか、または選択したドメイン名を編集します。

ドメインの先頭にピリオド（.）を付加すると、すべてのサブドメインが受け入れられます。

4. 非ローカルドメインを追加または編集する場合は、［ローカルドメイン］チェックボックスのチェックマークをはず
します。

5. このドメインからのメールで TLS 暗号化の使用を要求する場合には、［このドメインからのメールが TLS を使用し
て送信されない場合は拒否する］を選択します。

［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブの［SSL の制限］の設定は、このドメインから送信される
電子メールの暗号化に使用できる TLS バージョンに影響します。

TLS 通信の SSL 制限の指定

6. 無効な受信者を拒否または破棄する場合、または自分がプローブアカウントのメンバーである場合は、［このドメイ
ンの受信者検証を有効にする］にチェックマークを付けます。

電子メールアドレスまたは非ローカルドメインでは受信者検証を有効にできません。

無効な受信者の電子メールを受け入れたり拒否したりする場合は、さらに設定が必要になります。

無効な受信者処理の設定

7. このドメインの配信オプションを定義するには［配信］タブをクリックします。

8. このドメイン宛てのメッセージを MX ルックアップ経由で、ホストベースのルーティングによって特定の宛先サー
バーに配送する場合、またはディレクトリデータに基づいて配送する場合は、［省略可能なオプションとしてこのド
メインまたは電子メールアドレスに配送］にチェックマークを付けます。

このオプションにチェックマークを付けない場合、メッセージは［ホスト設定の編集］ページの［SMTP］タブの
［インバウンドローカルメール配信］で設定したデフォルトリレーに配送されます。

 60



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

9. 次のいずれかのオプションを選択します。

• MX ルックアップを使って受信者アドレスに示されたホストにメッセージを配送する場合は、［MX ルックアッ
プ］をクリックします。
完全修飾ドメイン名または電子メールアドレスを指定すると、指定されたドメインで、そのドメインの受信者への
メッセージに対して MX ルックアップが実行されます。サブドメインの親を指定すると、受信者アドレスの完全
修飾ドメイン名で、指定された親ドメインのサブドメインの受信者へのメッセージに対して MX ルックアップが
実行されます。

• 1 つまたは複数の特定のホストをメッセージの配送先に指定する場合は、［宛先ホスト］をクリックし、次に［追
加］をクリックして各ホストを追加します。必要な場合は、このドメイン宛てのメッセージが配送されるポートを
入力します。宛先ホストの MX ルックアップを有効にする場合は、［MX ルックアップ］にチェックマークを付け
ます。IP アドレスを使ってホストを指定した場合は MX ルックアップを使えません。［優先設定］の下で、ホス
トの使用順序を示すための 1 から 100 までの番号を入力します。小さい番号のホストから使われます。
スキャナのアウトバウンドメールの配信設定

• 配信の解決にディレクトリベースのルーティングを使ってメッセージを配送する場合は、［ディレクトリデータ
ソース］をクリックします。対応するドロップダウンリストから LDAP ルーティング元を選択します。
このオプションを使うには、ルーティングの LDAP ディレクトリデータソースが定義されている必要がありま
す。

10. TLS 暗号化を使って電子メールを非ローカルホストに配信するには、［省略可能な配信暗号化］をクリックしてか
ら、このドメインに対する TLS 暗号化の基準として最も適切なラジオボタンを選択します。

11.このドメインで DKIM 署名を有効にするには、［DomainKey Identified Mail］セクションを使います。

12.［保存］をクリックして、ドメイン、サブドメイン、電子メールアドレスのいずれかをリストに追加するか、または
編集内容を確定します。

ドメインリストのインポート
ドメイン定義と電子メールアドレスのリストは、Sendmail の mailertable に似た形式のテキストファイルからインポー
トできます。定義の一部として、デフォルトのローカル宛先ホストへのルーティング情報をオプションで定義に含めるこ
とができます。

インポート後に、各ドメインが［ドメイン］ページのリストに表示されます。その後必要に応じてドメインを編集できま
す。たとえば、ドメインに TLS 暗号化またはドメインキー署名を使う場合や、ローカルでないドメインとしてドメイン
を使う場合には、ドメインリストをインポートした後にそれを編集する必要があります。

NOTE

メッセージシステムのコンテンツ暗号化を準備した後にドメインを追加する場合は、シマンテック社のシマン
テック社のプロビジョニング担当者に通知する必要があります。詳しくは、［コンテンツ］、［設定］、［コ
ンテンツ暗号化］、［ここをクリック］の順に選択して、［Symantec Content Encryption Provisioning］ペー
ジを参照してください。また新しいドメインに対応するために証明書の更新が必要になる場合もあります。

NOTE

ドメインのインポートが完了した後、［ドメイン］リスト内のドメイン名を編集することによってそのドメイ
ンのディレクトリベースのルーティングを有効にできます。

ドメインの追加と編集

インポートしたドメインの受信者検証を有効にすることもできます。これを有効にする場合は、［受信者検証処理］を有
効にし、受信者検証のデータソースを設定することも必要です。

無効な受信者処理の設定

 61



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

インポートファイルでは、1 行につき 1 個のドメイン定義を記述します。ドメイン定義は次の属性をタブで区切って構成
できます。

ドメイン名 完全なドメイン名、サブドメイン名、または電子メールアドレスを指定できます。ドメイン内のすべての
サブドメインを含めるには、ドメイン名の先頭にピリオド（.）を付加します。

宛先 宛先の種類と宛先ホスト名を指定します。ローカルドメイン定義でサポートされている宛先の種類
（Mailer）は SMTP および ESMTP のみです。%backreference はサポートされていません。宛先の種類
が ESMTP である場合は、インポート後に SMTP に変換されます。smtp:[destination.domain.com] のよう
にホスト名が角カッコで囲まれている場合、その宛先ホストに関しては MX ルックアップが実行されませ
ん。

有効性確認 受信者検証がドメインで有効になっているかどうかを示します。この列の値 VALIDATE_RCPTS は受信者
検証を有効にします。他の値または値がないときは、受信者検証が有効ではありません。受信者検証は、
ドメインに対してのみ有効にできます。電子メールアドレスに対しては有効にできません。

次に、インポートファイルの例を示します。

local1@domain.com  smtp:local1.com

local2@domain.com  smtp:local2.com:20

local3@domain.com  smtp:[local3.com]:30

local4@domain.com  smtp:[local4.com]

.local5.com        smtp:[192.168.248.105]

local6.com         smtp:[192.168.248.106]:60 VALIDATE_RCPTS

ローカルドメインのリストをインポートするには
1. コントロールセンターで［プロトコル］、［SMTP］、［ドメイン］の順に選択します。

2. ［インポート］をクリックします。

3. ［インポートファイルを指定］テキストボックスに、ドメイン定義のリストを含むファイル名のパスを入力するか、
ディレクトリを参照してファイルを選択します。

4. ［インポート］をクリックします。

インポートファイルのエントリが正しいファイル形式で記述されていない場合は、リンク付きのエラーメッセージが
表示されます。このリンクをクリックすると、処理されなかったエントリを含むファイルをダウンロードできます。

ドメインの削除
電子メールを送信する必要のなくなったドメインを削除できます。ローカルドメインを削除すると、MTA はそのドメイ
ン宛てのインバウンド電子メールメッセージを受け入れなくなります。非ローカルドメインを削除すると、そのドメイン
用に設定したルーティングオプションまたは TLS オプションは機能しなくなります。

NOTE

ローカルドメインを削除すると、そのドメインと関連付けられていたすべてのプローブアカウントが有効では
なくなります。ドメインを削除する前にアクティブなプローブアカウントを確認してください。

ドメインの追加と編集

1 つ以上のドメインを削除するには
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1. コントロールセンターで［プロトコル］、［SMTP］、［ドメイン］の順に選択します。

2. ドメインリストから 1 つ以上のドメインを選択するか、または［すべて削除］をクリックしてリスト内のすべてのド
メインを削除します。

3. 選択したドメインのみを削除するには、［削除］をクリックします。

電子メールドメイン受け入れ設定について
サイトセットアップでは、Symantec Messaging Gateway がインバウンド電子メールを受け入れるローカルドメインを
少なくとも 1 つ指定します。また、ローカルドメイン宛ての電子メールをインバウンドスキャナからルーティングす
るメールホストを 1 つ指定します。サイトセットアップ時に追加したドメインはデフォルトではローカルドメインにな
り、インバウンド電子メールを配信するためのデフォルトのリレーとしてこの静的経路を使用します。

サイトセットアップの完了後、さらにインバウンド電子メールドメインの受け入れについて次のように設定できます。

• 指定したローカルドメインで、無効な受信者宛ての電子メールを拒否または破棄します。
無効な受信者について

• ドメインに対するディレクトリハーベスト攻撃を検出します。

Symantec Messaging Gateway で受信者確認やディレクトリハーベスト攻撃の検出を行うドメインでは、受信者確認を
有効にしておく必要があります。

LDAP 受信者の確認プロファイルを設定してドメイン単位の受信者確認を有効にし、ローカルドメイン内の受信者のア
ドレスを確認するようにドメインを設定します。ローカルドメインで受信者確認が有効になっている場合、Symantec
Messaging Gateway はデータソースを調べて、電子メールアドレスが LDAP ディレクトリ内に存在するかどうかを確認
します。一致するアドレスがない場合、無効な受信者の処理についてのサイト設定に応じて、接続の試みが拒否または破
棄されます。

無効な受信者処理の設定

Symantec Messaging Gateway は、内部メールホストからのすべての電子メールを受け入れます。

スキャナのアウトバウンドメール受け入れ設定の変更

DNS の逆引き検証の設定
別の送信者検証の方法として DNS の逆引きを使うことができます。DNS の逆引き参照は IP アドレスに基づいてドメイ
ン名を見つけます。DNS の逆引き参照では誰でも接続元を参照することが可能になるので、多くの悪い送信者は DNS
の逆引きレコードを持っていないか、偽の DNS の逆引きレコードを持っています。

電子メールドメインの設定

DNS の逆引き検証を設定するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［DNS 検証］の［SMTP］タブで、以下の任意のオプションにチェックマークを付けます。

• 接続する IP アドレスの DNS の逆引きレコードが存在しない場合に接続を拒否する
• 接続先 IP アドレスの DNS 逆引きレコードが存在するけれども結果ドメインの「A」または「AAAA」レコードが
接続先 IP アドレスと一致しない場合に接続を拒否する

• HELO や EHLO で提供されるドメインに DNS で A レコード、AAAA レコード、MX レコードのいずれもない場合
に接続を拒否する

• メール送信元アドレスで提供されるドメインに DNS で A レコード、AAAA レコード、MX レコードのいずれもな
い場合に接続を拒否する
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3. 必要な場合は、チェックマークを付けたオプションの［拒否メッセージ］のテキストを編集できます。

4. ［保存］をクリックします。

電子メールのエイリアスとアドレスマスカレードの設定
電子メールアドレスのエイリアス（配布リストとも呼ばれる）と電子メールのアドレスマスカレードを設定できます。

「電子メールのエイリアスとアドレスマスカレード」では、アドレスマスカレードをインバウンドメール、アウトバウン
ドメール、またはその両方に実装する方法を説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 16: 電子メールのエイリアスとアドレスマスカレード

タスク 説明

エイリアスとアドレスマスカレー
ドについて理解を深める。

エイリアスは 1 つの電子メールアドレスを 1 つ以上の宛先アドレスに変換します。Windows
ユーザーの間では、「配布リスト」と呼ばれる場合もあります。エイリアスを追加すると、受信
者のアドレスを 1 つずつ入力する手間を省けます。エイリアスを使用すると、トップレベルのド
メイン名を他のドメイン名に変換することもできます。
アドレスマスカレードとは、電子メールアドレスやドメイン名を別の値に置き換えて、メール
ゲートウェイの外側から実際の値を隠す方法です。
エイリアスとアドレスマスカレードについて

新しいエイリアスを追加する、ま
たは既存のエイリアスを修正す
る。

入力するエイリアスごとに変換元電子メールアドレスまたは変換元ドメインを 1 つだけ指定しま
す。
エイリアスの追加または編集

エイリアスファイルをインポート
する。

エイリアスはテキストファイルからインポートできます。
エイリアスのインポート

エイリアスの変換元アドレスと宛
先アドレスの例を見直す。

変換元電子メールアドレスとして入力する各エイリアスに対して、複数の宛先電子メールアド
レスを入力できます。変換元ドメインとして入力する各エイリアスに対しては、1 つの宛先ドメ
インのみを入力できます。エイリアスの変換元アドレスはローカルドメインである必要がありま
す。宛先ドメインはローカルドメインと非ローカルドメインのどちらでも構いません。
エイリアスアドレス

新しいアドレスマスカレードを追
加する、または既存のアドレスマ
スカレードを修正する。

Symantec Messaging Gateway では、インバウンドメール、アウトバウンドメール、またはその
両方に対して、アドレスマスカレードを適用できます。
アドレスマスカレードの追加と編集

アドレスマスカレードファイルを
インポートする。

マスカレードエントリは新規に作成できるのみでなく、Sendmail の virtusertable に似たテキス
トファイルからインポートすることもできます。
アドレスマスカレードリストのインポート

アドレスに含まれるテキストの大
文字と小文字を区別しないように
Symantec Messaging Gateway を
設定する。

このオプションを有効にすると、MTA はアドレスマスカレード、エイリアス、プローブアカウ
ントで、アドレスのローカル部分のテキストの大文字と小文字の区別を無視します。
ローカルアドレスのテキストの大文字小文字の区別の無視

エイリアスとアドレスマスカレードについて
エイリアスは 1 つの電子メールアドレスを 1 つ以上の宛先アドレスに変換します。Windows ユーザーの間では、
「配布リスト」と呼ばれる場合もあります。エイリアスを追加すると、受信者のアドレスを 1 つずつ入力する手間
を省けます。エイリアスを使用すると、トップレベルのドメイン名を他のドメイン名に変換することもできます。た
とえば、変換元ドメイン example.com を変換先ドメイン example-internetsecurity.com に変換するエイリアスを作
成できます。すると、Symantec Messaging Gateway は someone@example.com という宛先のすべての電子メール
を、someone@example-internetsecurity.com に配信します。

アドレスマスカレードとは、電子メールアドレスやドメイン名を別の値に置き換えて、メールゲートウェイの外側から実
際の値を隠す方法です。Symantec Messaging Gateway では、インバウンドメール、アウトバウンドメール、またはそ
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の両方に対して、アドレスマスカレードを適用できます。内部メールホストの名前を隠すことで、アウトバウンドメール
が実際の送信元ホストが属するドメインとは別のドメインから送信されているように見えるようにするというのが、アド
レスマスカレードの一般的な利用方法です。

アウトバウンドアドレスマスカレードではメッセージの見かけの送信者を変更します。インバウンドアドレスマスカレー
ドではメッセージの見かけの受信者を変更します。

エイリアスの変換は、Symantec Messaging Gateway が処理するインバウンドメッセージまたは内部メッセージのみに
適用されます。ゲートウェイで電子メールがインバウンド スキャナに接続することを許可されると、接続セッション中
に SMTP エンベロープの To: フィールドにあるアドレスがエイリアスかどうかが判別され、宛先アドレスに変換されま
す。変換されたアドレスは、スキャナがそのメッセージをフィルタ処理する前に SMTP エンベロープの To: に書き戻さ
れます。メッセージの To: ヘッダと Cc: ヘッダの内容は無視され、変更されません。

NOTE

エイリアスおよびアドレスマスカレードと共にプローブアカウントを使うと、どちらかのアカウントを失う可
能性があります。プローブアカウントを作成するためのガイドラインに従ってください。

インバウンドのアドレスマスカレードはエイリアス変換より優先されます。アドレスマスカレードのリストとエイリア
スのリストの両方に同じ元の電子メールアドレスまたはドメイン名があると、変換元ドメイン宛てのメッセージはマスカ
レード後のアドレスまたはドメインにルーティングされます。Symantec Messaging Gateway がメッセージをエイリア
スのアドレスまたはドメインにルーティングすることはありません。

アドレスマスカレードが受信者アドレスに適用される場合を除いて、Symantec Messaging Gateway がインバウンド電
子メールを受け入れるローカルドメインのリストにエイリアスの変換元ドメインを追加する必要があります。

ドメインの追加と編集

エイリアスの変換は、インターネットに送出されるアウトバウンドメッセージには適用されません。

エイリアスの追加または編集

アドレスマスカレードの追加と編集

エイリアスの追加または編集
エイリアスは 1 つの電子メールアドレスを 1 つ以上の宛先アドレスに変換します。入力するエイリアスごとに変換元電
子メールアドレスまたは変換元ドメインを 1 つだけ指定します。各宛先アドレスに対しては、電子メールアドレスを 1
つ入力するか、または複数の電子メールアドレスをカンマ、セミコロン、スペースで区切って入力することができます。

エイリアスとアドレスマスカレードについて

エイリアスアドレス

1. エイリアスを追加するには、コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［エイリアス］の順に選択し
ます。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［エイリアスの追加］ページで、［ドメインまたは電子メールアドレスのエイリアス］ボックスにエイリアスを入力
します。

4. ［このエイリアスのドメインまたは電子メールアドレス］ボックスに、ドメインまたは 1 つ以上の宛先電子メールア
ドレスを入力します。

複数の電子メールアドレスまたは 1 つのドメインを指定できます。
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5. ［保存］をクリックします。

6. エイリアスを編集するには、コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［エイリアス］の順に選択し
ます。

7. エイリアスをクリックします。

8. ［エイリアスの編集］ページで、［ドメインまたは電子メールアドレスのエイリアス］ボックスのテキストを必要に
応じて修正します。

9. ［このエイリアスのドメインまたは電子メールアドレス］ボックスのテキストを必要に応じて修正します。

10.［保存］をクリックします。

エイリアスのインポート
エイリアスはテキストファイルからインポートできます。テキストファイル内の各アドレスは、1 つ以上のスペース、タ
ブ、またはスペースとタブの組み合わせで区切られている必要があります。カンマとセミコロンは区切り文字として使用
できません。インポートファイルの各行には、エイリアスアドレスと、それに続く 1 つ以上の宛先アドレスが含まれて
いる必要があります。

次に、インポートファイルの例を示します。

oak@example.com quercus@symantec-internetsecurity.com

ops@example.com tla@example.com bmi@example.com

blockads.com noadsorspam.com

エイリアスをインポートするには
1. コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［エイリアス］の順に選択します。

2. ［インポート］をクリックします。

3. ［インポートファイルを指定］テキストボックスに、エイリアスのリストを含むファイルの名前を入力するか、ディ
レクトリを参照してファイルを選択します。

4. ［インポート］をクリックします。

インポートファイルのエントリが正しく指定されていない場合や、ファイル形式の要件を満たしていない場合や、重
複している場合は、エラーメッセージが表示されます。リンクをクリックして、処理されなかったエントリを含む
ファイルをダウンロードできます。

エイリアスとアドレスマスカレードについて

エイリアスアドレス

［キャンセル］をクリックして処理されなかったエントリを無視し、［エイリアス］ページに戻ってインポートされ
た有効なエントリを確認します。

アドレスマスカレードの追加と編集
アドレスマスカレードとは、電子メールアドレスやドメイン名を別の値に置き換えて、メールゲートウェイの外側から実
際の値を隠す方法です。

エイリアスとアドレスマスカレードについて

WARNING

プローブアドレスまたはドメインをマスカレードすると、プローブアカウントは無効になります。マスカレー
ドするアカウントと関連付けられているプローブアカウントがないことを確認してください。
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マスカレードエントリを追加または編集する手順は次のとおりです。

1. マスカレードエントリを追加するには、コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［アドレスマスカ
レード］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［マスカレードする元のアドレスまたはドメイン］ボックスに、マスカレードするアドレスまたはドメインを指定し
ます。ドメイン名には大文字と小文字の区別がありません。

4. ［新しいアドレスまたはドメイン］ボックスに、アドレスまたはドメインの新しい名前を指定します。

5. マスカレードする名前をどのメッセージに適用するかを［適用先］ドロップダウンリストで［アウトバウンドメッ
セージ］、［インバウンドメッセージ］、［インバウンドとアウトバウンドのメッセージ］のいずれかから指定しま
す。

6. ［保存］をクリックします。

7. マスカレードエントリを編集するには、コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［アドレスマスカ
レード］の順に選択します。

8. 修正しようとする、マスカレードするアドレスまたはドメインをクリックします。

9. ［マスカレードエントリの編集］ページで、必要に応じてマスカレードエントリを修正します。

10.［保存］をクリックします。

アドレスマスカレードリストのインポート
マスカレードエントリは新規に作成できるのみでなく、Sendmail の virtusertable に似たテキストファイルからイン
ポートすることもできます。インポートファイルでは、1 行につき 1 つのマスカレードアドレスを記述します。ファイル
内の各アドレスは、1 つ以上のスペース、タブ、またはスペースとタブの組み合わせで区切られている必要があります。
カンマとセミコロンは区切り文字として使用できません。

NOTE

拡張 ASCII や ASCII 以外の文字を含むファイルはインポートできません。US-ASCII 形式でエンコードされた
ファイルのみをインポートできます。

マスカレードアドレスの定義は次の要素で構成されます。

元のエントリ マスカレードを適用する元の電子メールアドレスまたはドメイン名を指定します。
置き換え後のエントリ 置き換え後の電子メールアドレスまたはドメイン名を指定します。
適用先 マスカレードを適用するフローの方向を指定します。次の中から選択できます。

• インバウンドメッセージ
• アウトバウンドメッセージ
• インバウンドとアウトバウンドのメッセージ

次に、インポートファイルの例を示します。

orig1@domain.com  new1@domain.com  inbound

orig2@domain.com  new2@domain.com  outbound

orig3@domain.com  new3@domain.com  inbound/outbound

orig4@domain.com  new4.com         inbound

orig5@domain.com  new5.com         outbound

orig6@domain.com  new6.com         inbound/outbound

orig7.com         new7@domain.com  inbound

orig8.com         new8@domain.com  outbound
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orig9.com         new9@domain.com  inbound/outbound

マスカレードエントリのリストをインポートするには
1. コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［アドレスマスカレード］の順に選択します。

2. ［インポート］をクリックします。

3. ［インポートファイルを指定］テキストボックスに、マスカレードエントリのリストを含むファイルの名前を入力す
るか、ディレクトリを参照してファイルを選択します。

4. ［インポート］をクリックします。

インポートファイルのエントリが正しく指定されていない場合や、ファイル形式の要件を満たしていない場合や、重
複している場合は、エラーメッセージが表示されます。リンクをクリックして、処理されなかったエントリを含む
ファイルをダウンロードできます。［キャンセル］をクリックして［アドレスマスカレード］ページに戻り、イン
ポートされた有効なエントリを確認します。

ローカルアドレスのテキストの大文字小文字の区別の無視
このオプションを有効にすると、MTA はアドレスマスカレード、エイリアス、プローブアカウントで、アドレスのロー
カル部分のテキストの大文字と小文字の区別を無視します。

ローカルアドレスのテキストの大文字小文字の区別を無視するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［SMTP］タブの［アドレス処理］で、［アドレスマスカレード、エイリアス、ドメインのローカルアドレス部の大
文字と小文字の区別を無視する］にチェックマークを付けます。

3. ［保存］をクリックします。

電子メールのエイリアスとアドレスマスカレードの設定

TLS 通信の SSL 制限の指定
Symantec Messaging Gateway 10.6.5 以降では、古いバージョンの TLS または SSLv3 を使用する暗号化 SMTP 通信を
防ぐことができます。組織によっては、暗号化通信に SSLv3 や古いバージョンの TLS を使用したメッセージを送受信で
きません。この設定により、SMG は必要に応じてより厳格な TLS 標準に準拠できます。

SSL の制限を有効にするには
1. ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［SMTP］タブの［SSL の制限］パネルで、［すべての SMTP TLS 対話で <バージョン> 以前のプロトコルのサポー
トを無効にする］を選択します。

3. ドロップダウンメニューから、無効対象の中で最新のバージョンを選択します。次に例を示します。

• SSLv3 を無効にし、通信を TLS 1.0 以降に制限するには、［SSLv3］を選択します。SSLv3 には重大な脆弱性が
あり、組織によっては古いバージョンの TLS を受け入れません。

• TLS 1.1 以降を使用する暗号化通信を許可して、TLS 1.0 以前のサポートを無効にするには、［TLSv1.0］を選択
します。

4. ［保存］をクリックします。

次の表で、［SSL の制限］の設定がさまざまな SMG の機能に与える影響を説明します。表には、各機能の設定を選択す
ることができるメニューパスも示します。
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Table 17: SSL の制限がホスト、ドメイン、DLP 接続の暗号化の設定に与える影響

機能 コントロールセンターの場所

選択したスキャナホストがインバウンドメールの TLS 暗号化接続
を受け入れます。

［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］ > ［ホストの追加］または［ホ
ストの編集］ > ［SMTP］ > ［インバウンド］ > ［TLS 暗号化を
受け入れる］
スキャナのインバウンドメール設定の指定

リモートの MTA で暗号化を使用できる場合、選択したスキャナ
ホストが TLS 暗号化を使用してすべてのメッセージを送信しま
す。

［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］ > ［ホストの追加］または［ホ
ストの編集］ > ［SMTP］ > ［拡張設定］ > ［配信］タブ > ［す
べてのメッセージの配信に TLS 暗号化を試す］

選択したスキャナホストがアウトバウンドメールの TLS 暗号化接
続を受け入れます。

［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］ > ［ホストの追加］または［ホ
ストの編集］ > ［SMTP］ > ［アウトバウンド］ > ［TLS 暗号化
を受け入れる］
スキャナのアウトバウンドメール設定の変更

選択したスキャナホストが、MTA を使用して電子メールを送信す
るためにリモートで認証と接続を行うユーザーの TLS 接続を受け
入れます。
［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］ > ［ホストの追加］または［ホ
ストの編集］ > ［SMTP］ > ［認証］ > ［TLS 暗号化を受け入れ
る］で、TLS 暗号化を要求するオプションを指定できます。
• このオプションを有効にすると、送信者が SMG でサポートさ
れる TLS バージョンを使用して通信できない場合はメッセー
ジがバウンスされます。

• このオプションを無効にすると、送信者が SMG でサポートさ
れる TLS バージョンを使用して通信できない場合、SMG は
暗号化されていない接続を受け入れます (推奨しません)。

［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］ > ［ホストの追加］または［ホ
ストの編集］ > ［SMTP］ > ［認証］ > ［TLS 暗号化を受け入れ
る］

スキャナホストが、選択したドメインに配信するメールの TLS 暗
号化を試行または要求します。
• TLS 暗号化を要求する場合に、送信元サーバーが SMG でサ
ポートされる TLS バージョンを使用して通信できないと、
メッセージは配信キューに登録され、最終的にバウンスされ
る可能性があります。

• ［TLS 暗号化を試す］を選択した場合に、送信元サーバーが
SMG がサポートされる TLS バージョンを使用して通信でき
ないと、SMG は暗号化されていないメッセージを配信しま
す。

［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［ドメイン］ > ［ドメインの追
加］または［ドメインの編集］ > ［配信］ > ［TLS 暗号化］の設
定 > ［省略可能な配信暗号化］の設定
ドメインの追加と編集

スキャナホストが、ドメインから受信する電子メールに TLS 暗号
化を要求します。

［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［ドメイン］ > ［ドメインの追
加］または［ドメインの編集］ > ［受け入れ］ > ［このドメイン
からのメールが TLS を使用して送信されない場合は拒否する］
ドメインの追加と編集

SMG は、Data Loss Prevention Network Prevent を使用して送受
信する電子メールに TLS 暗号化を試行または要求します。

［コンテンツ］ > ［設定］ > ［DLP 接続］ > ［フィルタ処理］
> ［TLS 暗号化］の設定 > ［省略可能な配信暗号化］設定

無効な受信者について
デフォルトの場合、Symantec Messaging Gateway は、無効なユーザーが宛先として指定されている内部ドメイン宛て
の電子メールメッセージを受信すると、そのメッセージを内部メールサーバーに渡します。内部メールサーバーは、その
メッセージを受け入れ、バウンスメッセージを生成するか、またはメッセージを拒否します。バウンスメッセージを受け
取ると、正当な送信者はもとのメッセージを正しいアドレスで再送信できます。ただし、無効な受信者が指定されたメッ
セージは、スパマーのディレクトリハーベスト攻撃の結果として送信されている可能性があります。
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NOTE

ディレクトリハーベスト攻撃が起きた場合は、［ディレクトリハーベスト攻撃］ページの［未解決の受信者を
削除する］処理で、未解決の受信者だけを削除できます。この処理を無効な受信者処理の設定と組み合わせる
ことも、これら 2 つの設定を個別に有効にすることもできます。

次のとおり、無効な受信者に送信されたメッセージを破棄、拒否、受け入れるため Symantec Messaging Gateway を設
定できます。

• すべての受信者を受け入れることを選択する場合、Symantec Messaging Gateway は、受信者が有効かどうかにか
かわらず、すべてのメッセージを受け入れます。ただし、内部メールサーバーが受信者を拒否した場合、Symantec
Messaging Gateway はバウンスメッセージを送信します。なお、内部メールサーバーからバウンスメッセージを送信
するように設定することもできます。

• 無効な受信者を拒否することを選択する場合、Symantec Messaging Gateway は、ユーザーの LDAP ディレクトリに
存在しない電子メールアドレスを宛先とするメッセージを拒否します。送信 MTA は、送信者へのバウンスメッセー
ジを生成する場合があります。受信者の確認を行うようにデータソースが設定されている必要があります。受信者
は、SMTP 対話の最初の部分で、5xx SMTP エラーとして拒否されます。

• 無効な受信者を破棄することを選択する場合、Symantec Messaging Gateway は、ユーザーの LDAP ディレクトリに
存在しない電子メールアドレスを宛先とするメッセージをメールストリームから破棄します。バウンスメッセージは
送信者に返されません。受信者の確認を行うようにデータソースが設定されている必要があります。

• 無効な受信者を破棄または拒否することを選択した場合、Symantec Messaging Gateway は、受信者の確認を有効に
するよう設定した各ローカルドメインに対して選択事項を適用します。どのローカルドメインに対しても受信者の確
認を有効にしない場合、破棄または拒否されるメッセージはありません。
ドメインの追加と編集

WARNING

［無効な受信者を破棄する］は、副作用を伴う強力な処置です。この機能を有効にすると電子メールの設定
に関連する重大な問題を診断できなくなるおそれがあります。この機能は、電子メールシステムが安定して
動作している場合にのみ有効にしてください。また、有効にした場合、正しくないアドレスを誤って指定し
たメッセージも破棄され、バウンスメッセージは送信されません。代わりに無効な受信者を拒否できます。
このとき送信 MTA でバウンスメッセージを生成することができます（そのように設定した場合）。

無効な受信者処理の設定

無効な受信者処理の設定
無効な受信者処理で、すべての受信者を受け入れるか、または無効な受信者を破棄または拒否するように設定できます。
無効な受信者を破棄または拒否するように設定する場合は、ドメイン単位で無効な受信者の検証を有効にする必要があり
ます。

無効な受信者を拒否または破棄するように設定する前に、受信者検証のディレクトリデータソースを設定する必要があり
ます。

NOTE

［無効な受信者を拒否する］または［無効な受信者を破棄する］を選択する場合は、そのドメインの受信者検
証を有効にする必要があります。

ドメインの追加と編集

WARNING

［無効な受信者を破棄する］は、副作用を伴う強力な処置です。この機能を有効にすると電子メールの設定に
関連する重大な問題を診断できなくなるおそれがあります。この機能は、電子メールシステムが安定して動作
している場合にのみ有効にしてください。また、有効にした場合、正しくないアドレスを誤って指定したメッ
セージも破棄され、バウンスメッセージは送信されません。代わりに無効な受信者を拒否できます。このとき
送信 MTA でバウンスメッセージを生成することができます（そのように設定した場合）。
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無効な受信者処理を設定するには
1. コントロールセンターで、［プロトコル］、［SMTP］、［無効な受信者］の順に選択します。

2. 次のいずれかを行います。

• 受信者が有効であるかどうかにかかわらず、すべてのメッセージを受け入れるには、［すべての受信者を受け入れ
る］をクリックします。内部メールサーバーがバウンスメッセージを送信する、または無効な受信者を拒否するよ
うに設定されている場合、バウンスメッセージが送信されます。

• ［無効な受信者を拒否する］をクリックすると、LDAP ディレクトリに存在しないユーザー名が宛先として指定
されているメッセージが削除されます。送信 MTA は、送信者へのバウンスメッセージを生成することができます
（そのように設定した場合）。無効な受信者を拒否するには、受信者検証のディレクトリデータソースを設定する
必要があります。受信者は、SMTP 対話の最初の部分で、5xx SMTP エラーとして拒否されます。

• ［無効な受信者を破棄する］をクリックすると、LDAP ディレクトリに存在しないユーザー名が宛先として指定さ
れているメッセージがメールストリームから削除されます。バウンスメッセージは送信者に返されません。この設
定を使うには、受信者検証の LDAP ソースを設定している必要があります。
この設定は、［ディレクトリハーベスト攻撃］ページを使用して指定する処理から独立していますが、その処理と
共に使うこともできます。

3. ［保存］をクリックします。

電子メールメッセージフローについて
処理中に電子メールメッセージに何が起きているかを正確に理解しておくと、システムの最適な設定や、問題のトラ
ブルシューティングに役立てることができます。Symantec Messaging Gateway により、SMTP（Simple Mail Transfer
Protocol）を管理できます。ここでは、SMTP でのメッセージフローの概要を説明します。

電子メールポリシーと SMTP 設定はインバウンドメッセージフローとアウトバウンドメッセージフローの両方に適用
できます。Brightmail Adaptive Reputation Management が関連するような一部のポリシーや設定は、インバウンドメッ
セージフロー固有の問題に対処します。一方、コンテンツフィルタポリシーは、ほとんどの場合アウトバウンドメッセー
ジフローに影響する、データ紛失の防止や規制コンプライアンスについての問題に対処します。

WARNING

Symantec Messaging Gateway では、電子メールメッセージフローを管理するための各種の MTA 設定パラ
メータを設定できます。メッセージを他の MTA にリレーする場合、これらの MTA の一部の設定が Symantec
Messaging Gateway の設定と競合する可能性があります。たとえば、10 MB の最大メッセージサイズを設定し
たときに、ローカルリレー MTA の最大が 1 MB になっていることがあります。このような競合によって、診断
しにくいエラーが起きる可能性があります。

電子メールメッセージフローのフェーズ

NOTE

Symantec Messaging Gateway が形式不良の可能性のあるメッセージをスキャンする回数を変更することがで
きます。

電子メールメッセージフローのフェーズ
Symantec Messaging Gateway は、次のようなフェーズで電子メールメッセージを処理します。

• フェーズ 1、SMTP 接続 – 接続フェーズでは、Symantec Messaging Gateway は、接続の拒否または遅延が必要なポ
リシーまたは設定がない限り、正当な送信者からの接続を受け入れます。このフェーズで行われるすべての処理は IP
アドレスのみに基づいています。Symantec Messaging Gateway はスキャナの SMTP 設定によって許可されていない
すべての IP アドレスからの接続試行を拒否します。IP ベースの悪い送信者グループに含まれる IP アドレスからのイ
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ンバウンド接続については、そのグループに対して他の処理が設定されていない限り Symantec Messaging Gateway
は SMTP 接続を拒否します。接続クラスの制限に基づいて、一部の接続は遅延されます。
スキャナのインバウンドメール設定の指定

• フェーズ 2、SMTP セッション – SMTP セッションでは、Symantec Messaging Gateway はメッセージエンベロープ
に基づいてメッセージの受け入れ、拒否、遅延を行います。また、接続クラスの設定と SMTP の設定を検査して、受
け入れるメッセージが設定された制限値を超えていないか判定します。
スキャナのインバウンドメール受け入れ設定の変更

• フェーズ 3、メッセージフィルタ処理 – スキャナがメッセージを受け入れた後、Symantec Messaging Gateway は
メッセージの内容を評価して判定を行います。該当するポリシーと設定、そして必要な場合はコンテンツフィルタポ
リシーに基づいて、メッセージの内容を評価します。判定に基づいて、設定されている処理を適用します。

• フェーズ 4、メッセージルーティング – Symantec Messaging Gateway は検疫されなかったメッセージまたはレ
ビュー用に保留されなかったメッセージをメールホストにルーティングします。経路はドメイン配信の設定、スキャ
ナのローカルメール配信と非ローカルメール配信の設定によって決定されます。
電子メールドメインについて

• フェーズ 5、メッセージ配信 – Symantec Messaging Gateway は内部メールサーバーに接続する回数の制限を実
施します。アドレスバインド設定によって電子メールを配信する IP アドレスが指定されている場合、Symantec
Messaging Gateway は指定された IP アドレスを使います。
スキャナのインバウンド電子メールの配信設定

「インバウンドメッセージのフロー」はインバウンドメッセージのフローを示しています。

SMTP 認証用の電子メールの設定
SMTP 認証を使うと、MTA はメッセージの送信を許可する前に電子メールクライアントを認証できます。

「SMTP 認証」は SMTP 認証の設定に役立つタスクのリストを表示します。必要に応じて、これらのタスクのいずれか
をどの順序でも実行できます。

Table 18: SMTP 認証

タスク 説明

Symantec Messaging Gateway
SMTP 認証について説明します。

SMTP 認証を使うと、リモートユーザーは Symantec Messaging Gateway を使って電子メール
を送信できます。SMTP 認証の一般的な使い方は、権限があるユーザーにメールのリレーを許可
することです。SMTP 認証は ESMTP プロトコルに対するサービス拡張です。
このトピックでは、SMTP 認証および MTA のサポート MUA のリストを示します。また、ユー
ザー資格情報の認証に使用できる方法も説明します。
SMTP 認証の使用について

SMTP 認証を設定します。 このトピックでは、SMTP 認証を設定するプロセスを説明します。
SMTP 認証の設定方法

適切なメール設定を指定します。 リモートで接続するユーザーが Symantec Messaging Gateway からメッセージを送信できるよ
うに、SMTP の認証を設定できます。
SMTP 認証メールの設定

Symantec Messaging Gateway の
SMTP 認証のベストプラクティス
を確認します。

このトピックでは、SMTP 認証を適切に動作させるのに役立つシマンテック社の推奨事項を示し
ます。
SMTP 認証を使うためのベストプラクティス

SMTP 認証の使用について
SMTP 認証を使うことで、リモートユーザーは Symantec Messaging Gateway を使って電子メールを送信できるように
なります。SMTP 認証の一般的な使い方は、権限があるユーザーにメールのリレーを許可することです。
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SMTP 認証は ESMTP プロトコルに対するサービス拡張です。SMTP 認証について詳しくは、RFC 4954 を参照してくだ
さい。http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt

メールユーザーエージェント（MUA）とも呼ばれる多くの電子メールクライアントが、SMTP 認証をサポートしていま
す。サポート対象のクライアントを使うユーザーは、適切なクレデンシャルを提供して SMTP 認証を有効にできます。

Symantec Messaging Gateway は、次のバージョンの MUA で SMTP 認証をテストされています。

• Outlook 2013 （2013 年 3 月）
• Outlook 2010
• Outlook 2007
• Windows 7 の Windows Live メール 2012
• Foxmail （中国語） v7 ビルド 091
• Mail.app

Symantec Messaging Gateway には、SMTP 認証用に提供されたユーザーのクレデンシャルを認証するために 2 つの方
法が用意されています。LDAP の認証元を使うか、または MUA によって提供されたクレデンシャルを認証のために別の
SMTP サーバーに転送することができます。

Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての LDAP ディレクトリの種類について、単純バインドを
使った LDAP 経由の SMTP 認証をサポートします。パスワードフェッチを使った LDAP 経由の SMTP 認証について
は、Active Directory、Active Directory グローバルカタログ、Domino を除いて、サポートしているすべてのディレクトリ
の種類がサポートされます。

NOTE

Symantec Messaging Gateway は、すべての認証ディレクトリデータソースで、認証を試みているユーザーを
検索します。ユーザーが複数の認証ディレクトリデータソースに存在する場合、SMTP 認証は失敗します。

SMTP サーバーへの SMTP 転送による SMTP 認証については、Symantec Messaging Gateway は次のバージョンの
MTA をホストするサーバーでテストされています。

• Exchange
• Domino
• Sendmail

WARNING

適切なセキュリティ保護を使って正しく設定されていない場合、SMTP 認証を使うと、システムが重大なセ
キュリティの脅威に晒される可能性があります。SMTP 認証を設定するときは、適切な手順でユーザー、シス
テム、データを保護してください。

SMTP 認証を使うためのベストプラクティス

SMTP 認証を使うには、設定処理に従います。SMTP 認証の設定方法

SMTP 認証の設定方法
「SMTP 認証用の電子メールの設定」では、SMTP 認証用に電子メールを設定するプロセスについて説明します。
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Table 19: SMTP 認証用の電子メールの設定

手順 処理 説明

ステップ 1
必須

認証元を選択する。 認証元としては LDAP サーバーまたは SMTP サーバーを使うことが
できます。
LDAP サーバーを選択する場合は、認証用のディレクトリデータ
ソースがあるか、または作成する必要があります。詳しくは、ス
テップ 5 のリンクを参照してください。
SMTP 転送を選択する場合は、SMTP 認証をサポートする SMTP
サーバーについての詳細を提供する必要があります。別の Symantec
Messaging Gateway アプライアンスをこのサーバーにすることはで
きません。ステップ 2 をスキップし、詳しくはステップ 3 のリンク
を参照してください。

Note: SMTP 転送を使うと、メール処理のパフォーマンスが低下す
ることがあります。

ステップ 2
LDAP を選択した場合は
必須

認証方法を選択する。 単純バインドまたはパスワードフェッチを使って、ユーザーのパス
ワードを認証できます。
カスタム LDAP クエリーを作成しないと、Symantec Messaging
Gateway は単純バインドをデフォルトで使います。パスワード
フェッチを使う場合は、カスタム LDAP クエリーを作成する必要が
あります。
Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての
LDAP ディレクトリの種類について、単純バインドを使った LDAP
経由の SMTP 認証をサポートします。パスワードフェッチを使っ
た LDAP 経由の SMTP 認証については、Active Directory、Active
Directory グローバルカタログ、Domino を除いて、サポートしてい
るすべてのディレクトリの種類がサポートされます。

ステップ 3
必須

SMTP 認証メール設定を指定しま
す。

認証を有効にし、LDAP または SMTP 転送のどちらを使ってクライ
アントのクレデンシャルを認証するかなど、認証の重要な詳細を提
供します。
SMTP 認証では、インバウンドとアウトバウンドの IP アドレスと
ポートの組み合わせのどちらとも異なる IP アドレスとポートの組み
合わせを使う必要があります。
SMTP 認証メールの設定

ステップ 4
省略可能

拡張 SMTP 認証設定を指定しま
す。

SMTP 認証の最大値や他の拡張設定パラメータを設定します。

ステップ 5
省略可能

LDAP 認証を設定します。 LDAP による SMTP 認証の場合は必要です。
まだデータソースを作成していない場合は、データソースを作成
し、SMTP 認証を有効にします。
すでにデータソースを作成してある場合は、SMTP 認証を有効にし
ます。

ステップ 6
必須

エンドユーザーに指示を与えるか、
または MUA を設定します。

認証リスナーポートに接続するように MUA を設定します。認証リス
ナーのデフォルトポートは 587 です。ステップ 3 でこれを変更した
場合は、変更後の値を使用します。

ステップ 7
省略可能

SMTP 認証の警告を設定します。 SMTP 認証ログインエラーを管理者に通知するための警告を設定し
ます。

SMTP 認証メールの設定
リモートで接続するユーザーが Symantec Messaging Gateway からメッセージを送信できるように、SMTP の認証を設
定できます。
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また、SMTP 認証のログインエラーの警告を設定できます。

SMTP 認証メールを設定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 設定を修正するスキャナにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ホスト設定の編集］ページで［SMTP］タブをクリックします。

4. ［認証メールの設定］タブを表示するには、［アウトバウンドメールフィルタのみ］または［インバウンドとアウト
バウンドのメールフィルタ］を有効にします。

5. ［認証］タブをクリックします。

6. ［認証メールの設定］の［認証を有効にする］をクリックします。

7. ［認証メール IP アドレス］ドロップダウンメニューで、ユーザーを認証する IP アドレスを選択します。

選択したスキャナで利用可能なイーサネットインターフェースと仮想インターフェースを選択できます。

8. 587 のデフォルトポートの割り当てをそのまま使うか、または［ポート］フィールドに新しいポートを入力します。

ここで割り当てるポートは、アクセスするメールクライアントを設定するか、またはユーザーに各自のメールクライ
アントで設定するように指示するポートです。

SMTP 認証では、インバウンドとアウトバウンドの IP アドレスとポートの組み合わせのどちらとも異なる IP アドレ
スとポートの組み合わせを使う必要があります。

詳しくは、次の RFC を参照してください。

http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt

9. オプションで、［オプションの認証メール IPv6 アドレス］ドロップダウンリストから IPv6 アドレスを選択します。

選択したスキャナのイーサネットインターフェースのために設定されている任意の IPv6 アドレスを選択できます。

587 のデフォルトポートの割り当てをそのまま使うか、または［ポート］フィールドに新しいポートを入力します。

ここで割り当てるポートは、アクセスするメールクライアントを設定するか、またはユーザーに各自のメールクライ
アントで設定するように指示するポートです。

SMTP 認証では、インバウンドとアウトバウンドの IP アドレスとポートの組み合わせのどちらとも異なる IP アドレ
スとポートの組み合わせを使う必要があります。

10. TLS で暗号化されたアウトバウンド接続をホストで受け入れるには、［TLS 暗号化を受け入れる］にチェックマーク
を付けます。

このオプションにチェックマークを付けない場合、SMTP セッション時に TLS 暗号化をサポートすることを通知しま
せん。

• TLS で暗号化されたアウトバウンドメールをフィルタ処理できるようにするには、MTA TLS 証明書を設定し、証
明書をこのスキャナに割り当てる必要があります。
スキャナへ MTA TLS 証明書を割り当てる

• ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブの［SSL の制限］の設定は、Symantec Messaging
Gateway が受け入れる TLS バージョンに影響します。

11.ドロップダウンメニューから証明書の名前を選択し、TLS で暗号化された接続を通じて送信するクライアントに対し
て、スキャナが信頼できる接続先であることを証明します。

証明書について
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12. TLS で暗号化された接続を受け入れる前に、スキャナから送信者に TLS 暗号化証明書を要求するには、［クライア
ント認証を要求する］にチェックマークを付けます。

13. TLS で暗号化された接続のみ許可するには、［TLS 暗号化を要求する］にチェックマークを付けます。

WARNING

SMTP 認証を有効にする場合は TLS 暗号化を要求することを推奨します。

SMTP 認証を使うためのベストプラクティス

14.［認証元］で、［LDAP サーバー］または［SMTP 転送］をクリックします。

［LDAP サーバー］を選択する場合は、認証用のディレクトリデータソースが定義されている必要があります。

SMTP 認証の使用について

［LDAP サーバー］を選択した場合は、次のステップをスキップします。

［SMTP 転送］を選択する場合は、SMTP 認証をサポートする MTA を実行するホストが必要です。

15.［SMTP 転送］を選択する場合は、使う SMTP サーバー、ホスト、ポート、TLS サービスを指定します。

• IP アドレスまたはホスト名を［ホスト］フィールドで指定し、［ポート］を指定します。
• 必要に応じて、［バインド］に対して、［自動］を選択するか、特定の IP アドレスを選択できます。選択した IP
アドレスから SMTP サーバーにメッセージが送信されます。

• ［TLS］で、次のいずれかを選択します。

TLS 暗号化を試さない SMTP サーバーとの通信を暗号化しない場合は、このオプション
を選択します。

TLS 暗号化を試す TLS 暗号化された通信を試みる場合はこのオプションを選択しま
す。SMTP サーバーが TLS をサポートしていないと、通信は暗号
化されません。

TLS 暗号化を要求して証明書を検証しない SMTP サーバーが TLS をサポートしていない場合、SMTP サー
バーの証明書を検証しないで通信を中止する場合は、このオプ
ションを選択します。

TLS 暗号化を要求して証明書を検証する SMTP サーバーが TLS をサポートしていない場合、または
SMTP サーバーの証明書の検証が失敗した場合に通信を中止する
場合は、このオプションを選択します。

• TLS を使う場合は、必要に応じて［TLS クライアント証明書を提供］にチェックマークを付け、使う証明書を選
択します。

WARNING

SMTP 転送を使う場合は TLS 暗号化を要求することを推奨します。

WARNING

SMTP 転送用の SMTP サーバーとして Symantec Messaging Gateway の別のアプライアンスを指定しない
でください。

SMTP 認証を使うためのベストプラクティス
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16.［認証メール接続］で、次のいずれかのオプションを選択します。

すべての IP アドレスとドメインからの認証済みメール接続を受
け入れる

SMTP 認証を使って接続するユーザーが頻繁に旅行する場合、こ
のオプションを選択します。
「［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのス
キャナに適用する］にチェックマークを付けてから［保存］をク
リックします。」にスキップします。

次の IP アドレスとドメインからの認証済みメール接続のみを受
け入れる

ユーザーが一貫して同じ IP アドレスから接続する場合は、この
オプションを選択します。このオプションはセキュリティを強化
します。
次にリストで、このスキャナで認証済みメールを受け取る IP ア
ドレスの横にチェックマークを付けます。
次の手順に進みます。

17.オプションで、次のいずれかのタスクを行います。

手動で IP アドレスを追加
するには

［追加］をクリックし、認証されたメールの接続を受け入れるローカルドメインのホスト名または IP ア
ドレスを入力します。CIDR 形式を使って複数の IP アドレスの範囲を入力できます。

IP アドレスを編集するに
は

設定を変更する電子メールクライアントのホスト名または IP アドレスにチェックマークを付け、［編
集］をクリックして必要な変更を行います。

1 つ以上の IP アドレスを
削除するには

認証済みメール接続の受け入れを停止するアドレスまたはドメインを選択し、［削除］をクリックして
リストから削除します。
既存のすべてのアドレスまたはドメインを削除するには、［すべて削除］をクリックします。

IP アドレスをインポート
するには

［インポート］をクリックし、ファイルの場所を参照して、［インポート］をクリックします。
カンマ、セミコロン、スペース、タブの各区切り文字を含むファイルをインポートできます。

IP アドレスをエクスポー
トするには

［エクスポート］をクリックし、保存するエクスポートファイルの名前と場所を指定します。

18.［保存］をクリックするか、または［上の設定をすべてのスキャナに適用する］にチェックマークを付けてから［保
存］をクリックします。

SMTP 認証を使うためのベストプラクティス
MTA を使うことで、リモートユーザーは Symantec Brightmail Gateway を使って電子メールを送信できるようになりま
す。SMTP 認証を使うと、適切な手順で安全な通信を確保しない場合、セキュリティリスクが増大する可能性がありま
す。

シマンテック社は、SMTP 認証を使う場合は以下のベストプラクティスを実施することを強く推奨します。

• SMTP 認証に TLS 暗号化を要求します。
SMTP 認証メールの設定

• SMTP 転送を使う場合は、SMTP 転送に TLS 暗号化を要求します。
• SMTP 転送用の SMTP サーバーとして Symantec Messaging Gateway の別のアプライアンスを使わないようにして
ください。SMTP 転送は IPv4 アドレスでのみ行われます。

• SMTP 認証メールの設定を指定するときは、すべての IP アドレスから認証済みメールの接続を受け付けることを選択
しないでください。代わりに、IPv4 および/または IPv6 アドレスのリストを指定します。このベストプラクティスは
組織によっては実行できないことがあります。

• スパムから保護するアウトバウンドフィルタポリシーを設定し、有効にします。
• SMTP 認証ログインエラーの警告を設定します。
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アドレス検証基準の指定
電子メールメッセージのアドレスを検証しなければならない場合の基準を指定することができます。具体的には、アドレ
スで許可される文字を指定できます。

アドレス検証基準を指定するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［SMTP］タブの［アドレス検証］で、実装したい基準を以下のように選択します。

パーセント記号が入った電子
メールアドレスを許可する

電子メールアドレスにパーセント記号を含めることを許可します。
このオプションは、電子メールアドレスの一部にこの記号を使用できるレガシーシステムに対応す
るのに便利です。

ハイフンで始まる電子メールア
ドレスを許可する

アドレスに先頭文字としてマイナス記号を含めることを許可します。
このオプションを選択すると、Symantec Messaging Gateway は "-" 文字で始まる任意のアドレスへ
の電子メールを受け入れます。チェックマークをはずすと、Symantec Messaging Gateway は "-" 文
字で始まる任意の受信者アドレスへの電子メールを拒否します。

電子メールアドレスの 8 ビット
文字を許可する

電子メールアドレスに 8 ビット文字を含めることを許可します。

受信者検証ディレクトリクエ
リーのサブアドレスを削除する

受信者検証のサブアドレス指定のサポートを提供します。
サブアドレス指定は、電子メールアドレスのローカル部分（@ の前の部分）に追加する、プラス記
号かマイナス記号の後に続くテキストで構成されます。このオプションを選択すると、Symantec
Messaging Gateway は、LDAP 受信者検証クエリーを完了する前に、電子メールアドレスの +detail
または -detail 部分を削除します。

Note: サブアドレス指定以外の目的で電子メールアドレスにプラス記号またはマイナス記号を使用
している場合、この機能を有効にすると受信者検証でエラーが起きる可能性があります。

3. ［保存］をクリックします。
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電子メール送信者認証の設定

送信者認証の仕組み
スパマーは、多くの場合、電子メールメッセージの中でメールサーバー名、送信元ドメイン、その他のメタデータを偽造
して、検出を回避します。SMG は、複数の送信者認証オプションを提供して、これらの偽造を検出します。次から任意
のオプションを選択して、［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページで有効にできます。

• SPF は、公開 DNS レコードに対してエンベロープ送信者のドメインを確認します。
• Sender ID は、公開 DNS レコードに対してメッセージヘッダーの「送信元」アドレスのドメインを確認します。
「送信元」アドレスはエンベロープ送信者よりも簡単に偽造できるため、Sender ID は SPF よりも効果が小さくなり
ます。

• DKIM は、プライベートドメインキーを使用して、ドメインの発信メールのヘッダーとメッセージ本文に署名しま
す。送信者はドメインの DNS レコードに一致する公開キーを追加します。メッセージを受信するメールサーバー
は、公開キーを使用して、元のシグネチャと電子メールのヘッダーと本文で受信したシグネチャを比較します。署名
が一致する場合、メッセージは DKIM 認証を通過します。

• DMARC は、SPF と DKIM を使用して電子メールメッセージを認証しますが、送信者と受信者が結果に関する情報を
共有できるメカニズムを追加します。電子メールメッセージを送信するドメインは、DNS TXT レコードで DMARC
ポリシーを公開できます。受信者は、SPF と DKIM 認証の結果を送信者が公開するポリシーと突き合わせて確認でき
ます。そして、受信者は、公開されたポリシーを使用して、適合しないメッセージへの対応方法を決定できます。

NOTE

ゲートウェイに SMG を配備していない場合、DMARC と DKIM の結果は有用ですが、SPF の結果はありま
せん。SMG は、接続先 IP アドレスが内部のものである場合、SPF 検証を実行しません。

DMARC では、送信者は適合しないメッセージに関するレポートを要求できるとともに、受信者がレポートを提供で
きるメカニズムが採用されています。これらのレポートにより、両方の当事者がドメインの詐称を認識することがで
きます。

NOTE

Symantec Email Fraud Protection は、お客様の DMARC 標準の実装を支援して、攻撃者のドメイン名の詐称を
防ぐためのクラウドサービスです。Email Fraud Protection は、Symantec Messaging Gateway のアドオンと
して提供されます。サービスを購入したお客様は DMARC、SPF、DKIM レコードを Email Fraud Protection プ
ラットフォームに指定します。このプラットフォームが、リアルタイムで認証要求に応答し、お客様のドメイ
ン名を使用して送信された電子メールが認証済みであることを保証します。Email Fraud Protection の仕組みに
ついて詳しくは、https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US でサービスのヘルプを参照し
てください。

すべてのドメインへのインバウンドメールに送信者認証を実行することを選択できます。この設定では、セキュリティが
最高になりますが、多くの計算処理が必要になります。代替措置として、特別な処理のためのドメインリストを作成でき
ます。送信者認証からリストにあるドメインを除外するか、リストにあるドメインに対してのみ送信者認証を実行するこ
とを選択できます。

認証方法を有効にすると、SMG は、スキャンする各インバウンドメッセージに認証結果ヘッダーを挿入します。この
ヘッダーには、その方法でのスキャン結果が含まれています。結果は各プロトコルで公開されている標準に基づいていま
す。

送信者認証の結果は、メッセージ監査ログにも表示されます。次に例を示します。

DKIM|permfail (body hash did not verify)|newsletters.stream|dkim

送信者認証に失敗したメッセージを処理するため、SMG では、最も一般的な DKIM、DMARC、Sender ID、SPF 判定
で利用できるデフォルトのコンテンツフィルタポリシーを提供しています。これらのポリシーは、デフォルトでは有効
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になっており、組織の要件に合わせてカスタマイズできます。ただし、SMG がコンテンツフィルタポリシーを使用して
メッセージを処理する前に、ポリシーをポリシーグループに割り当てる必要があります。

送信者認証の結果がコンテンツフィルタポリシーをトリガすると、メッセージ監査ログが判定を記録します。ログのエン
トリには、ポリシーをトリガした違反と、Symantec Messaging Gateway がメッセージに対して実行できる処理が含ま
れます。次に例を示します。

VERDICT|hthistle@yourcompany.net|content_521|default|senderid validation softfail: modify subject
line with "[senderid softfail]"|header|authentication-results|senderid=softfail

インバウンドメールの送信者認証の設定

アウトバウンドメールの送信者認証の設定

インバウンドメールの送信者認証の設定
インバウンドの送信者認証で、メールサーバー名や送信ドメインなどユーザーが受信する電子メールメッセージ内のメタ
データのスパマーによる偽造を検出します。SMG には、SPF、Sender ID、DKIM、DMARC の送信者認証オプションが
用意されており、包括的にスパムを検出できます。

NOTE

Symantec Email Fraud Protection は、お客様の DMARC 標準の実装を支援して、攻撃者のドメイン名の詐称を
防ぐためのクラウドサービスです。Email Fraud Protection は、Symantec Messaging Gateway のアドオンと
して提供されます。サービスを購入したお客様は DMARC、SPF、DKIM レコードを Email Fraud Protection プ
ラットフォームに指定します。このプラットフォームが、リアルタイムで認証要求に応答し、お客様のドメイ
ン名を使用して送信された電子メールが認証済みであることを保証します。Email Fraud Protection の仕組みに
ついて詳しくは、https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US でサービスのヘルプを参照し
てください。

インバウンドの送信者認証を設定するには
1. スパム検出に使用する送信者認証方法を設定します。

「インバウンドの送信者認証の設定方法」で、インバウンドメールの SPF、Sender ID、DKIM、DMARC 認証の設定
方法の概要を示します。［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページで、SMG で使用する各認証方法を有効にし
ます。次に、関連するコンテンツフィルタポリシーをポリシーグループに割り当てます。これらのコンテンツフィル
タポリシーは、［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ペー
ジに示されます。

メッセージの送信者認証が失敗した場合、SMG は認証方法とエラー条件に一致するポリシーに従ってメッセージを
処理します。

送信者認証のためのコンテンツフィルタポリシー

2. テストする外部ドメインを選択します。

送信者認証では多くの処理リソースを使用しますが、SMG ですべてのドメインから送信されたインバウンドメッ
セージの認証を実施することがスパム対策として最も効果的です。［ドメインの認証］設定を選択する場合は、特定
のインストールのパフォーマンスとスパム対策のバランスをどのように取るかを決めます。

送信者認証のドメインの選択
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Table 20: インバウンドの送信者認証の設定方法

送信者認証方法 インバウンドの場合の設定手順

SPF 1. ［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページの［認証の種類］パネルで、［SPF］を有効にします。
2. ［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページ
で、SPF 検証に合格しなかったメッセージを処理するために関連するコンテンツフィルタポリシーにポリシー
グループを割り当てます。

Sender ID 1. ［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページの［認証の種類］パネルで、［Sender ID］を有効にします。
SMG では DNS で Sender ID を認証するときに SPF 認証も行うため、Sender ID を有効にすると SPF も有効
になります。

2. ［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページ
で、Sender ID 検証に合格しなかったメッセージを処理するために関連するコンテンツフィルタポリシーにポ
リシーグループを割り当てます。

DKIM 1. ［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページの［認証の種類］パネルで、［DKIM］を有効にします。
2. ［DKIM シグネチャ検証の最大数］は 1 から 20 までの数値に変更することもできます。

1 つのメッセージのシグネチャ数が［DKIM シグネチャ検証の最大数］の数値を超えると、Symantec
Messaging Gateway はそのメッセージの DKIM 検証を中止します。その他のシグネチャは無視されます。
いずれかの DKIM シグネチャが検証に合格した場合、メッセージは DKIM 検証に合格します。［DKIM シグネ
チャ検証の最大数］の数値に到達したときに合格したシグネチャがない場合、メッセージは DKIM 検証に失敗
します。

3. ［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページ
で、DKIM 検証に合格しなかったメッセージを処理するためにポリシーグループを関連するコンテンツフィル
タポリシーに割り当てます。

DMARC 1. ［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページの［認証の種類］パネルで、［DMARC］を有効にします。
2. ［DMARC レポートの設定］パネルで、DMARC レポートオプションを選択します。

DMARC のレポートの有効化
3. ［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページ
で、DMARC 検証に合格しなかったメッセージを処理するためにポリシーグループを関連するコンテンツフィ
ルタポリシーに割り当てます。

送信者認証のドメインの選択

すべての送信者ドメインで送信者認証を実行することを推奨します。ただし、［ドメインの認証］設定で送信元ド
メインのリストを作成して、送信者認証を実行するドメインを含めたり除外したりできます。SMG は、メッセー
ジを受信するとエンベロープの送信者のドメインをリストと照合して、有効にした送信者認証を実行するかどうか
を判断します。

認証する送信者ドメインを選択するには
3. ［ドメインの認証］パネルで、以下の操作を行います。

• ［すべてのドメインを認証する］を選択すると、すべてのドメインから送信されたインバウンドメールの送信者認
証が実行されます。［保存］をクリックします。
［すべてのドメインを認証する］を選択するとスパム対策には最も効果的ですが、パフォーマンスに大きな影響を
与えます。

• ［次のドメインのみを認証する］を選択すると、リストに登録されているドメインから送信されたと考えられるイ
ンバウンドメールの送信者認証が実行されます。手順 4 に進んでドメインリストを作成します。
このオプションは、パフォーマンスに与える影響は最小限ですが、選択できるオプションの中ではスパム対策への
効果が最も低いです。

• ［次のドメインを除くすべてのドメインを認証する］を選択すると、リストに登録されたドメインが送信者認証か
ら除外されます。手順 4 に進んでドメインリストを作成します。

 81



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

このオプションを選択すると、これらのドメインから送信されたと考えられるインバウンドメッセージはテストさ
れません。このオプションを使用すると、安全であることがわかっている送信元ドメインがテストから除外される
ため、パフォーマンスが向上する可能性があります。

4. ドメインを認証したり認証から除外するにはドメインリストを作成します。SMG には、ドメインのデフォルトリス
トが用意されています。

• リストに新しいドメインを追加するには、［追加］をクリックします。テキスト フィールドにドメイン名を入力
し、［保存］をクリックします。

NOTE

Symantec Messaging Gateway は、追加したドメインを厳密に照合します。たとえば、上位ドメインを
追加した場合、サブドメインは自動的には照合されません。照合するサブドメインそれぞれを明示的に
追加する必要があります。ワイルドカードは使用できません。

• ドメインのスペルを編集するには、ドメインを選択して［編集］をクリックします。変更を加えて［保存］をク
リックします。

• リストからドメインを削除するには、ドメインを選択して［削除］をクリックします。

5. ［保存］をクリックします。

送信者認証のためのコンテンツフィルタポリシー
バージョン 10.6.5 以降、Symantec Messaging Gateway はコンテンツフィルタポリシーを使用して、送信者認証に失敗
したメッセージを処理します。次の表では、［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メールコンテン
ツフィルタポリシー］ページの送信者認証のデフォルトコンテンツフィルタポリシーを説明します。 これらのポリシー
はデフォルトで有効になっており、インバウンドメッセージにのみ適用されます。

これらのポリシーは、［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページで有効にする認証オプションに基づいて割り当て
られます。SMG が送信者認証に失敗したメッセージをポリシーを使用して処理する前に、これをポリシーグループに割
り当てる必要があります。異なるエラー条件に基づいてメッセージを処理するため、SMG は、各認証方法に対して複数
のコンテンツフィルタポリシーを提供しています。表には各ポリシーを割り当てるべき状況に関する推奨事項が含まれて
います。

NOTE

Symantec Email Fraud Protection は、お客様の DMARC 標準の実装を支援して、攻撃者のドメイン名の詐称を
防ぐためのクラウドサービスです。Email Fraud Protection は、Symantec Messaging Gateway のアドオンと
して提供されます。サービスを購入したお客様は DMARC、SPF、DKIM レコードを Email Fraud Protection プ
ラットフォームに指定します。このプラットフォームが、リアルタイムで認証要求に応答し、お客様のドメイ
ン名を使用して送信された電子メールが認証済みであることを保証します。Email Fraud Protection の仕組みに
ついて詳しくは、https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US でサービスのヘルプを参照し
てください。
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Table 21: 送信者認証のデフォルトポリシー

ポリシー名
ポリシーを
トリガするデ
フォルトの条件

デフォルトの処理 推奨事項

送信者認証:
DMARC、SPF、SenderID
エラー: 削除

メッセージヘッダー
に次のいずれかが含
まれている。
• 認証結果:

DMARC = 失敗:
拒否

• 認証結果: SPF =
失敗かつ認証結
果: DMARC = な
し

• 認証結果:
SENDERID = 失
敗かつ認証結果:
DMARC = なし

メッセージを削除す
る

DMARC 送信者認証を有効にした場合、このポリシーをポリシーグ
ループに割り当てます。このポリシーは次に該当するメッセージを
処理します。
• DMARC 認証に失敗し、送信者が公開したポリシーがこれらの
メッセージを拒否すべきとしている (p-reject)。

• SPF 認証に失敗し、送信者が公開したポリシーが［なし］(p =
なし) である。

• Sender ID 認証に失敗し、送信者が公開したポリシーが［なし］
(p = なし) である。

デフォルトの処理がメッセージの削除であるため、デフォルトで
は、このポリシーの［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定
は［インシデントと通知処理のみを提供］です。
ポリシーの処理を変更したり、ポリシーをリストの違う場所に移動
したりする場合、必ず［その後に続くコンテンツフィルタ処理］の
影響を評価するようにしてください。デフォルト設定では、SMG
は、リストでより低い位置にあるポリシーに対してのみインシデン
トと通知処理を実行します。

送信者認証:
DMARC 失敗: 検疫

メッセージヘッダー
に次の内容が含まれ
ている。
認証結果: DMARC
= 失敗: 検疫

メッセージをスパム
検疫に格納する

DMARC 送信者認証を有効にする場合、このポリシーをポリシーグ
ループに割り当てます。このポリシーは、DMARC 認証に失敗し、
送信者が公開したポリシーがこれらのメッセージを検疫すべきとし
ている (p-quarantine) メッセージを処理します。

送信者認証: DKIM
失敗: 件名を
「[DKIM Failure]」
で変更

メッセージヘッダー
に次の内容が含まれ
ている。
認証結果: DKIM =
失敗

件名の先頭に
「[DKIM Failure]」
を追加する

DKIM 送信者認証を有効にするが、DMARC を有効にしない場合、
このポリシーをポリシーグループに割り当てます。
DMARC を有効にして DMARC ポリシーをポリシーグループに割り
当てる場合、このポリシーを割り当てる必要はありません。DKIM
失敗は DMARC 失敗をトリガします。

送信者認証:
SPF、SenderID
失敗: 件名を
「[Sender Auth
Failure]」で変更

メッセージヘッダー
に次のいずれかが含
まれている。
• 認証結果: SPF =
失敗

• 認証結果:
SENDERID = 失
敗

件名の先頭に
「[Sender Auth
Failure]」を追加す
る

SPF または Sender ID 認証を有効にするが、DMARC を有効にしな
い場合、このポリシーをポリシーグループに割り当てます。
DMARC を有効にして DMARC ポリシーをポリシーグループに割り
当てる場合、このポリシーを割り当てる必要はありません。SPF ま
たは Sender ID の失敗は DMARC の失敗をトリガします。

送信者認証: SPF
Softfail: 件名を
「[SPF Softfail]」で
変更

メッセージヘッダー
に次の内容が含まれ
ている。
認証結果: SPF =
Softfail

件名の先頭に
「[SPF Softfail]」を
追加する

SPF 認証を有効にするが、DMARC を有効にしない場合、このポリ
シーをポリシーグループに割り当てます。
DMARC を有効にして DMARC ポリシーをポリシーグループに割り
当てる場合、このポリシーを割り当てる必要はありません。

送信者認証:
SenderID Softfail:
件名を「[SenderID
Softfail]」で変更

メッセージヘッダー
に次の内容が含まれ
ている。
認証結果:
SENDERID =
Softfail

件名の先頭に
「[SenderID
Softfail]」を追加す
る

Sender ID 認証を有効にするが、DMARC を有効にしない場合、こ
のポリシーをポリシーグループに割り当てます。
DMARC を有効にして DMARC ポリシーをポリシーグループに割り
当てる場合、このポリシーを割り当てる必要はありません。
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ポリシー名
ポリシーを
トリガするデ
フォルトの条件

デフォルトの処理 推奨事項

送信者認証: 検
証エラー: 件名を
「[SenderAuthentication
Validation Error]」
で変更

メッセージヘッダー
に次のいずれかが含
まれている。
• 認証結果: SPF =

Temperror
• 認証結果: SPF =

Permerror
• 認証結果: DKIM

= Temperror
• 認証結果:

SENDERID =
Temperror

• 認証結果:
SENDERID =
Permerror

件名の先頭に
「[SenderAuthentication
Validation Error]」
を追加する

すべての送信者認証オプションを有効にするときに、このポリシー
をグループに割り当てます。
このポリシーは、SMG が DMARC、SPF、DKIM、Sender ID の一
時エラー条件に遭遇したときにメッセージを処理します。たとえ
ば、認証確認中に DNS タイムアウトが発生すると、temperror 条件
がトリガされます。
このポリシーは、永続的なエラーによる認証失敗も処理します。た
とえば、無効な構造の DNS レコードは、permerror 条件をトリガし
ます。

DMARC のレポートの有効化
［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］ページでインバウンドメールに対する DMARC 送信者認証を設定すると
き、DMARC エラーレポートも有効にできます。SMG は、DMARC 検証が失敗したメッセージの送信者のドメインにエ
ラーレポートを電子メールで送信します。

DMARC レポートを有効にするには
1. SMG コントロールセンターで、［スパム］ > ［設定］ > ［送信者認証］と選択します。

2. ［送信者認証］ページで、［DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, & Conformance)］を有
効にします。

SMG の確認対象にするメッセージの外部ドメインを制限することもできますし、SMG がすべてのドメインに対して
送信者認証を実行するのを許可することもできます。

インバウンドメールの送信者認証の設定

3. ［DMARC レポートの設定］パネルで、［エラーレポートを有効にする］を選択します。

4. ［送信者アドレス］フィールドに、エラーレポートの送信元として表示される電子メールアドレスを入力しま
す。［送信者アドレス］は、メールシステム上で有効なアドレスである必要があります。

エラーレポートは、DMARC DNS レコードに電子メールアドレスが指定されているドメインにのみ送信されます。ア
ドレスが指定されているドメインにエラーレポートを配信できない場合は、送信者アドレスのメールボックスにバウ
ンスメッセージが返されます。

• エラーレポートの配信エラーを監視する場合は、送信者アドレスとして管理者アドレスを入力します。
• 配信エラーを監視しない場合は、普段監視しない電子メールアカウントのアドレスを入力します。

SMG は送信するエラーレポートのコピーを保持しません。

5. ［保存］をクリックします。

送信者ドメインの DMARC DNS レコードは、犯跡分析レポートを要求する必要があり、これらのエラーレポートを受信
する電子メールアドレスを指定する必要があります。

DNS の DMARC リソースレコードの構造について詳しくは、https://dmarc.org/overview/ を参照してください。

DMARC エラーレポートについて詳しくは、https://tools.ietf.org/html/rfc7489#section-7.3 を参照してください。
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アウトバウンドメールの送信者認証の設定
アウトバウンドの送信者の認証を利用すると、電子メールアドレスを偽造していたり自分のドメインから来たように見え
るヘッダー情報を含むメッセージを受信したときに組織外部のメールサーバーで検出しやすくなります。

アウトバウンドメールの送信者認証を利用するには、SMG のサービス対象外の DNS レコードを変更する必要がありま
す。次の表のアウトバウンド設定では、アウトバウンドメッセージに対して送信者認証を設定するために必要な内容につ
いて説明します。

Table 22: アウトバウンドの送信者認証の手順

送信者認証方法 アウトバウンドの場合の設定手順
(受信者がお客様のドメインからの詐称電子メールを検出できるようにします)

SPF DNS レコードを作成してドメインの所有権の証拠を提供します。説明が必要な場合は、http://www.openspf.org/
SPF_Record_Syntax などのインターネット上のリソースを参照してください。

Sender ID DNS レコードを作成してドメインの所有権の証拠を提供します。説明が必要な場合は、インターネット上のリソー
スを参照してください。

DKIM 1. ［管理］ > ［設定］ > ［証明書］ > ［ドメインキー］タブで、ドメインキーを追加またはインポートします。
ドメインキーの追加

2. ［プロトコル］ > ［ドメイン］ > ［ドメインの追加］または［ドメインの編集］ > ［配信］タブで、［DKIM
署名］を有効にします。
ドメインに対する DKIM 署名の有効化

3. また、［プロトコル］ > ［ドメイン］ > ［ドメインの追加］または［ドメインの編集］ > ［配信］タブ
で、［生成］をクリックして、DKIM DNS テキストレコードを生成します。この操作によって、正しい DNS
TXT レコードの内容と構文が提供されます。

4. 生成された DKIM DNS テキストレコードをドメインの DNS レコードに手動でコピーします。
DMARC 1. 前述のようにドメインの DKIM 署名を有効にします。

2. DMARC リソースのレコードをドメインの DNS レコードに追加します。
DMARC リソースレコードの構文などについて詳しくは、https://dmarc.org/resources/specification/
を参照してください。DMARC 実装の一般的な手順は、dmarc.org の FAQ「https://dmarc.org/wiki/
FAQ#What_steps_should_I_follow_to_implement_DMARC_on_my_corporate_email_domain.3F」でも確認できま
す。

Note: Symantec Email Fraud Protection は、お客様の DMARC 標準の実装を支援して、攻撃者のドメイン名の詐称
を防ぐためのクラウドサービスです。Email Fraud Protection は、Symantec Messaging Gateway のアドオンとし
て提供されます。サービスを購入したお客様は DMARC、SPF、DKIM レコードを Email Fraud Protection プラット
フォームに指定します。このプラットフォームが、リアルタイムで認証要求に応答し、お客様のドメイン名を使用
して送信された電子メールが認証済みであることを保証します。Email Fraud Protection の仕組みについて詳しく
は、https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US でサービスのヘルプを参照してください。

Note:

ドメインに対する DKIM 署名の有効化
既存のドメインキーを使って、特定のドメインからのすべてのアウトバウンドメッセージに対する DKIM 署名を有効に
できます。

NOTE

DKIM の標準では複数のシグネチャを使用できますが、Symantec Messaging Gateway では DKIM シグネチャ
をアウトバウンドメッセージに 1 つのみ追加できます。

ドメインに対する DKIM 署名を有効にするには
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1. コントロールセンターの［管理］ > ［設定］ > ［証明書］ > ［ドメインキー］タブで、DKIM 署名のドメインキーを
追加またはインポートしていることを確認します。

ドメインキーの追加

2. ［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［ドメイン］を選択します。

3. DKIM 署名を追加する下線付きのドメイン名をクリックします。

4. ［ドメインの編集］ページで、［配信］タブをクリックします。

5. ［DomainKeys Identified Mail］パネルで、［このドメインからのメッセージに DKIM 署名を有効にする］をクリッ
クします。

6. ［基本ドメイン］フィールドに、example.com の形式で DKIM シグネチャの一部として使用するドメイン名を入力
します。

NOTE

アウトバウンドメールの DMARC も有効にする場合は、ここで入力する基本ドメインが DMARC レコー
ドで指定する DKIM との適合性のチェックに影響します。DMARC レコードを作成する方法について
は、https://dmarc.org/overview/ を参照してください。

7. ［セレクタ］ボックスに、受信 MTA が DNS ルックアップを実行して公開キーを取得するために使用するセレクタ文
字列を入力します。

セレクタによって、SMG がこのドメインから送信されるメッセージの署名に使用するキーを識別します。小文字の
英数字 (a - z または 0 - 9) で 63 文字以下の文字列を入力します。

セレクタの使用について詳しくは、RFC 4871 のセクション 3.1 を参照してください。

https://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.1

8. ［署名キー］ドロップダウンリストから、このドメインから送信するメッセージの署名に使用するドメインキーを選
択します。

9. ［シグネチャ期限］ボックスに、1 から 9999 までの範囲の整数を入力してから、［時間］または［日］をクリック
します。

デフォルト値は 30 日です。
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10. DKIM 署名をさらにカスタマイズする場合は、［拡張オプションを表示］をクリックして次のフィールド (省略可能)
に入力します。

ID 基本ドメインまたは基本ドメインのサブドメインを含む電子メールアドレス（@ の前の部分はあっても
なくてもかまいません）。たとえば、基本ドメインが example.com の場合、受け入れ可能な ID の文字
列は下記のようになります。
• @example.com
• user@example.com
• @new.example.com
• user@old.example.com

デフォルト署名済みヘッ
ダーを上書き

デフォルトの署名済みヘッダーを独自のヘッダーに置換する場合は、このチェックボックスにチェック
マークを付けます。1 つ以上のヘッダーを入力する場合はコロンで区切ります。
次のいずれかの文字を使ってヘッダーを追記できます。
• ? - そのヘッダーの単一の複製を示します。そのヘッダーが存在しない場合は実在しないヘッダーを
表明しません。

• * - そのヘッダーのすべての既存複製を示します。そのヘッダーが存在しない場合は実在しないヘッ
ダーを表明します。

• + - そのヘッダーのすべての既存複製を示します。そのヘッダーが存在しない場合は実在しないヘッ
ダーを表明しません。

• （文字なし） - そのヘッダーの単一の複製を示します。そのヘッダーが存在しない場合は実在しな
いヘッダーを表明します。

例:
Received+:X-Example*:From:Subject?:Received

デフォルトの署名済みヘッダーを上書きするかどうかに関係なく、Symantec Messaging Gateway は
From: ヘッダーを含めます 。

ヘッダー メッセージヘッダーの署名を作成するときに使用する方法を選択できます。
• ［[relaxed] アルゴリズムを適用］では、空白文字の変更などヘッダーにわずかな変更があってもこ
れらのヘッダーを単一の表現と見なして署名を作成します。ヘッダーのマイナーな変更が送信の間
に行われた場合、多くの場合の Relaxed 正規化はまだ一致するシグネチャになります。

• ［[simple] アルゴリズムを適用］では、空白などの細部を含め、ヘッダーの正確な内容に基づいて
署名します。

メッセージヘッダーは、デフォルトでは［[relaxed] アルゴリズムを適用］に設定されています。
本文 SMG でメッセージ本文の署名の作成に使用する方法を選択できます。

• ［[relaxed] アルゴリズムを適用］では、空白文字の変更などメッセージ本文にわずかな変更があっ
てもこれらの本文を単一の表現と見なして署名を作成します。送信時にメッセージ本文がわずかに
変更された場合でも、Relaxed 正規化では多くの場合、署名は一致します。

• ［[simple] アルゴリズムを適用］では、空白などの細部を含め、メッセージ本文の正確な内容に基
づいて署名されます。

メッセージ本文は、デフォルトでは［[simple] アルゴリズムを適用］に設定されています。

正規化について詳しくは、RFC 4871 のセクション 3.4 を参照してください。

http://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.4

11.［生成］をクリックして DKIM の DNS テキストレコードを作成します。このテキストレコードには、前の手順で指
定した基本ドメイン、セレクタ、署名キーの詳細が使用されます。

12.［保存］をクリックします。

13.公開キーを DNS レコードに手動で追加します。

受信 MTA は DKIM 検証を実行するときに、DNS エントリにアクセスして公開キーを取得します。

dig という Linux の機能を使用すると、DNS が正しく設定されているかどうかを確認できます。

アウトバウンドメールの送信者認証の設定
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ドメインキーの追加
SMG スキャナでは、ドメインキーを使用してアウトバウンドメールで DKIM 署名を実行します。ドメインキーを追加す
ると、公開キーと秘密キーを含む RSA キーペアが生成されます。［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［ドメイン］ > ［ドメ
インの追加］または［ドメインの編集］ > ［配信］タブでドメインの DKIM 署名を有効にしたら、ドメインキーを選択
します。

SMG では秘密キーを使用して署名を作成し、各アウトバウンドメッセージのヘッダーと本文に追加します。受信者メー
ルサーバーでは、公開キーを使用してメッセージを検証します。

ドメインキーを追加するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［ドメインキー］タブをクリックします。

3. ［追加］をクリックします。

4. ［ドメインキー名］フィールドに、そのドメインキーの一意の名前を入力します。

5. ［キー長］ドロップダウンリストで、RSA キーのビット単位の長さを選択します。

デフォルトのキー長は 1024 ビットです。

多くの DNS サーバーでは、DNS レコードに 256 文字の制限があります。256 文字より長いレコードはロードに失
敗したり、DNS サーバーによって切り捨てられたりすることがあります。この問題を避けるために、長さ 1024 の
DKIM キーを使用してください。1536 ビットまたは 2048 ビットのキーを使うには、256 文字より短い複数の行に
DNS エントリを分割します。

6. ［作成］をクリックします。

独自の秘密キーを使用して DKIM シグネチャを作成する場合は、ドメインキーを追加するのではなく、秘密キーをドメ
インキーとしてインポートできます。

ドメインキーのインポート

ドメインに対する DKIM 署名の有効化

ドメインキーのインポート
アウトバウンドメッセージの署名に使用する RSA 秘密キーがある場合は、この秘密キーをドメインキーとしてインポー
トし、DKIM 署名用に選択します。インポートするドメインキーは PEM 形式の秘密キーで、テキストファイルに保存さ
れている必要があります。

証明書とドメインキーの PEM 形式の必要条件

ドメインキーが PEM 形式ではない場合、または OpenSSL に受け入れられない場合は、Symantec Messaging Gateway
は問題を修正するためにドメインキーの変換を試みます。この試行に失敗した場合、またはキーやファイルがその他の要
件に準拠していない場合はインポートが失敗します。

ドメインキーをインポートするには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［ドメインキー］タブをクリックします。

3. ［インポート］をクリックします。

4. ［ファイル名］フィールドの隣にある［参照］をクリックし、追加するドメインキーを含んでいるテキストファイル
を選択します。

5. ［ドメインキー名］フィールドに、そのドメインキーの一意の名前を入力します。

6. ［インポート］をクリックします。

［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［ドメイン］ > ［ドメインの追加］または［ドメインの編集］ > ［配信］タブで DKIM
署名を有効にすると、インポートキーを選択できます。SMG は、一致する公開キーを作成します。

ドメインに対する DKIM 署名の有効化

ドメインキーの追加
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送信者グループの設定

良い送信者グループと悪い送信者グループの有効化または無効化
送信者グループを有効または無効にするには、次の手順を使用します。送信者グループを無効にすると、Symantec
Messaging Gateway はレピュテーションスキャン中にグループを使用しません。

良い送信者グループまたは悪い送信者グループを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

［有効］の列に黒色のハイフンが表示されている場合は、そのエントリが現在無効になっていることを意味します。
［有効］の列に緑のチェックマークが付いている場合は、そのエントリが現在有効になっていることを意味します。

2. 有効または無効にするグループの横のチェックボックスにチェックマークを付けるかまたははずします。

3. ［有効］または［無効］をクリックします。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの有効化または無効化

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの編集

良い送信者グループと悪い送信者グループに対する処理の選択
すべての送信者グループにはデフォルトの処理があります。どの送信者グループにも他の処理を選択できます。以下の手
順はファストパスには適用されません。

良い送信者グループまたは悪い送信者グループの処理を選択するには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 悪い送信者グループまたは良い送信者グループの 1 つをクリックします。

3. ［処理］で［追加］をクリックします。

4. ［処理の設定］ページでドロップダウンリストをクリックし、追加する処理を選択します。

5. ［処理の追加］をクリックします。

6. さらに処理を追加するには、手順「［処理］で［追加］をクリックします。」から「［処理の追加］をクリックしま
す。」までを繰り返します。

Symantec Messaging Gateway では、矛盾する処理を組み合わせることはできません。たとえば、処理に［SMTP
接続を遅延する］が選択されている場合、遅延した接続では他の処理を行うことはできないので、別の処理は追加
できません。異なる処理を追加する場合、まず［SMTP 接続を遅延する］チェックボックスにチェックマークを付
け、［削除］をクリックします。

7. 処理を削除するには、処理リストの処理をクリックし、［削除］をクリックします。

8. ［保存］をクリックします。

送信者グループメンバーの管理
「送信者グループメンバーの管理」では、送信者グループのメンバーを管理する方法を説明します。必要に応じて、これ
らのタスクをどの順序でも実行できます。
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NOTE

以降のトピックは、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信者、ディレク
トリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

Table 23: 送信者グループメンバーの管理

タスク 説明

新しい送信者をグループに追加し
ます。

不要なメッセージが受信ボックスに配信されないようにするには、悪い送信者グループに特定の
電子メールアドレス、ドメイン、接続を追加します。特定の電子メールアドレス、ドメイン、接
続からのメッセージがスパムとして処理されないようにするには、それらを良い送信者グループ
に追加します。
管理者とサードパーティの送信者グループへの送信者の追加

既存の良い送信者グループと悪い
送信者グループのメンバーを編集
します。

送信者情報を変更するには次の手順に従います。
良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの編集

良い送信者グループと悪い送信者
グループのメンバーを削除しま
す。

良い送信者グループと悪い送信者グループの不要になったメンバーを削除できます。
良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの削除

良い送信者グループと悪い送信者
グループのメンバーを有効または
無効にします。

トラブルシューティングやテストを行うために、送信者グループメンバーを定期的に無効にした
後、再度有効にし直すことが必要になる場合があります。
良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの有効化または無効化

良い送信者グループと悪い送信者
グループのファイルをインポート
します。

LDIF 形式のテキストファイルを良い送信者グループと悪い送信者グループにインポートできま
す。
良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリのインポート

管理者とサードパーティの送信者グループへの送信者の追加
不要なメッセージが受信ボックスに配信されないようにするには、悪い送信者グループに特定の電子メールアドレス、
ドメイン、接続を追加します。特定の電子メールアドレス、ドメイン、接続からのメッセージがスパムとして処理されな
いようにするには、それらを良い送信者グループに追加します。シマンテックグローバルの良い送信者グループとシマン
テックグローバルの悪い送信者グループには送信者を追加できません。この手順は、ディレクトリハーベスト攻撃、電子
メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

管理者とサードパーティの送信者グループに送信者を追加するには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 良い送信者グループまたは悪い送信者グループにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［ローカルの良い送信者ドメイン］または［ローカルの悪い送信者ドメイン］ページで、［追加］をクリックしま
す。

4. ［送信者グループメンバーの追加］ページで、送信者リストに必要な情報を入力し、現在の送信者グループに追加し
ます。

サポートされている送信者特定の方法

 91



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

5. ［保存］をクリックします。

6. ［ローカルの良い送信者ドメイン］または［ローカルの悪い送信者ドメイン］ページで、この送信者グループの送信
者から送信されたメッセージに対するデフォルト処理を必要に応じて修正します。

7. ［保存］をクリックします。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの編集
送信者情報を変更するには次の手順に従います。この手順は、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグ
ローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの有効化または無効化

送信者グループを使ったメッセージの遮断と許可について

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーを編集するには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 送信者グループリストで送信者グループにチェックマークを付けて、［編集］をクリックします。

3. 送信者の情報を修正するには、情報を修正する送信者にチェックマークを付けて、［編集］をクリックします。

下線付きの送信者名をクリックして、対応する編集ページに直接移動することもできます。

4. ［送信者グループメンバーの編集］ページで変更を行い、［保存］をクリックします。

5. ［保存］をクリックして変更をコミットします。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの削除
送信者を削除するには、次の手順に従います。この手順は、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグロー
バルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

良い送信者グループまたは悪い送信者グループから送信者を削除するには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 悪い送信者グループまたは良い送信者グループの 1 つをクリックします。

3. ［メンバー］リストで、リストから削除する送信者の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けてか
ら、［削除］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの編集

送信者グループ情報のエクスポート

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの有効化または無効化

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの有効化または無効化
送信者グループに新しい送信者を追加すると、フィルタが自動的に有効になり、受信メッセージの検査時に利用されま
す。トラブルシューティングやテストを行うために、送信者グループメンバーを定期的に無効にした後、再度有効にし直
すことが必要になる場合があります。無効にした送信者からのメールは他のメッセージと同様に処理されます。この手順
は、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子
メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーを有効または無効にするには
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1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択します。

2. 良い送信者グループまたは悪い送信者グループの 1 つをクリックします。

［有効］の列に黒色のダッシュが表示されている場合は、そのエントリが現在無効になっていることを意味しま
す。［有効］の列に緑のチェックマークが付いている場合は、そのエントリが現在有効になっていることを意味しま
す。

3. その送信者グループのページの［メンバー］リストで次のタスクのいずれかを実行します。

• 送信者グループで現在無効になっているメンバーを復活させるには、その送信者の情報にチェックマークを付け
て［有効］をクリックします。

• 送信者グループで現在有効になっているメンバーを無効にするには、その送信者の情報にチェックマークを付け
て［無効］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

良い送信者グループと悪い送信者グループの有効化または無効化

良い送信者グループと悪い送信者グループのメンバーの編集

良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリのインポート
次の手順に従って、LDIF 形式のテキストファイルを良い送信者グループと悪い送信者グループにインポートします。こ
の手順は、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻
撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスには適用されません。

送信者グループにインポートできるエントリ数の制限に注意してください。

• 良い送信者と悪い送信者を含め、保存できる送信者の合計の最大数は 650,000 件です。
• 送信者をインポートするときのファイルあたりの最大行数は、500,000 行です。これ以上の送信者を追加するには、
送信者情報を複数のファイルに分け、各ファイルを個別にインポートします。

• これらの制限数を超えても警告メッセージは表示されません。制限を超えた分の送信者データは警告なしに無視され
ます。

良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリをインポートするには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 悪い送信者グループまたは良い送信者グループの 1 つにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

どのリストを開いているかにかかわらず、すべての良い送信者グループまたはすべての悪い送信者グループのエント
リを 1 回のインポート操作でインポートできます。ただし、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテック
グローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスのエントリをイン
ポートすることはできません。

3. ［インポート］をクリックします。

4. ［インポート］ダイアログボックスで、インポートする送信者情報が含まれているテキストファイルの場所を指定す
るか、ディレクトリを参照してファイルを選択します。

送信者情報は正しい形式で記述されている必要があります。

送信者グループのインポートファイルの形式

5. ［インポート］をクリックします。

インポートしたリストのデータが既存の送信者情報に結合されます。
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6. ［保存］をクリックします。

送信者グループのインポートファイルの形式
送信者グループの送信者情報をインポートする場合はこのセクションの仕様を使用してください。シマンテックグローバ
ルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファ
ストパスのエントリをインポートすることはできません。

良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリのインポート

インポートするファイルは行指向型で、Lightweight Directory Interchange Format（LDIF）に類似したフォーマットを
使用し、以下の制限と特性を含む必要があります。

• ファイルには、必須の LDIF ヘッダーが含まれていなければなりません。以下のコメント処理されていない最初の 3
行は変更しないでください。
dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

• ヘッダーの後の各行は、対応するパターンと共に 1 つの属性を含む必要があります。
• 空の行または空白文字は使用できません。
• # で始まる行は無視されます。
• コロンとダッシュのパターン（:-）で終わるエントリは無効です。コロンとプラス記号のパターン（:+）で終わるエン
トリは有効です。いずれの終了記号セットも持たないエントリは有効です。

リストをポピュレートするには、属性を指定し、その後にパターン続けます。次の例では、LDIF ヘッダーの後に属性と
パターンのリストが続きます。属性コードの説明については以下を参照してください。

## Permit List

#

dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

AC: 65.86.37.45/255.255.255.0

AS: grandma@example.com

RC: 20.45.32.78/255.255.255.255

RS: spammer@example.com

BL: sbl.spamhaus.org

# Example notations for disabled and enabled entries follow

RS: rejectedspammer@example.com:-

RS: rejectedspammer2@example.com:+

次の表は値の属性および構文をリストしたものです。

属性 説明 例

AC: 許可された(良い)接続またはネットワーク。数
値 IP アドレス、数値 IP アドレスとネットワー
クマスク、またはクラスレスドメイン間ルー
ティング（CIDR）IP アドレスを指定します。

AC: 76.86.37.45

AC: 76.86.37.45/255.255.255.0

AC: 76.86.37.00/18

RC: 拒否または遮断された（悪い）接続または
ネットワーク。数値 IP アドレス、数値 IP ア
ドレスとネットワークマスク、または CIDR IP
アドレスを指定します。

RC: 76.86.37.45

RC: 76.86.37.45/255.255.255.0

RC: 76.86.37.00/18
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属性 説明 例

AS: 許可された（良い）送信者。英数字、および
プラス記号（+）を除く特殊文字を使用して電
子メールアドレスまたはドメインを指定しま
す。

AS: example.com

AS: spammer@example.org

AS: john?????@example.com

RS: 拒否または遮断された（悪い）送信者。英数
字、およびプラス記号（+）を除く特殊文字を
使用して電子メールアドレスまたはドメイン
を指定します。

RS: example.com

RS: spammer@example.org

RS: john?????@example.com

BL: サードパーティの遮断された（悪い）送信者
リスト。リストの提供者によって指定された
ゾーン名を使用します。

BL: sbl.spamhaus.org

WL: サードパーティの許可された（良い）送信者
リスト。リストの提供者によって指定された
ゾーン名を使用します。

WL: allowed.example.com

送信者グループ情報のエクスポート
送信者グループに保管されたデータを別のアプリケーションで使うためにエクスポートする必要が発生することがありま
す。次の手順に従って、送信者グループのエントリをテキストファイルにエクスポートしてください。この手順は、シマ
ンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウ
イルス攻撃、ファストパスには適用されません。

良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリのインポート

送信者グループ情報をテキストファイルにエクスポートするには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択するか、［レピュテー
ション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

2. 悪い送信者グループまたは良い送信者グループの 1 つをクリックします。

どのリストを開いているかにかかわらず、すべての良い送信者グループまたはすべての悪い送信者グループのエン
トリがエクスポートされます。ただし、シマンテックグローバルの良い送信者、シマンテックグローバルの悪い送信
者、ディレクトリハーベスト攻撃、電子メールウイルス攻撃、ファストパスのエントリをエクスポートすることはで
きません。

3. ［エクスポート］をクリックします。

ブラウザに、ファイルを現在の場所から開くかディスクに保存するかを確認するメッセージが表示されます。
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サポートされている送信者特定の方法
良い送信者グループと悪い送信者グループを特定する方法には次のものがあります。

IP ベース IP 接続を指定します。
Symantec Messaging Gateway は接続元メールサーバーの IP アドレスをチェックして、その IP アドレスが
良い送信者グループまたは悪い送信者グループに含まれているかどうかを確認します。IPv4 アドレスまた
は IPv6 アドレスを指定できます。
ワイルドカードはサポートされていません。
標準的な IPv4 形式または IPv6 形式を単一のホストまたは CIDR 表記の範囲に使用できます。ネットワーク
マスクを使って一連のアドレスを指定することもできますが、非連続的な IP アドレスを定義するサブネッ
トマスク（69.84.35.0/255.0.255.0 など）は使用できません。

サードパーティサービ
ス

サードパーティ送信者サービスの検索ドメインを指定します。Symantec Messaging Gateway では、ユー
ザーが登録している DNS ベースのサードパーティリスト（list.example.org など）と、メッセージの送信元
を比較できます。

Note: サードパーティリストを使用する前に、その品質を必ず確認してください。シマンテック社は、サー
ドパーティリストの使用が原因で発生した誤検知を解決できません。

ドメインベース 送信者のアドレスまたはドメイン名を指定します。
Symantec Messaging Gateway は、着信メールの次の特性と、リストの内容を比較します。
• SMTP エンベロープの MAIL FROM: アドレス。アドレスの localpart@domain の値と一致するパターン
を指定します。

• Fromメッセージヘッダーの : アドレス。FROM: ヘッダーの localpart@domain の値と一致するパターン
を指定します。

ワイルドカードはローカル部が先行しなければドメイン名で指定できます。たとえ
ば、localpart@example.com、localpart*@example.com は両方ともサポートされます
が、localpart@*.example.com はサポートされません。

アドレスまたはドメイン名によって送信者を識別するように選択する場合、送信者グループにメンバーを追加するときに
「例」を参考にしてエントリを作成できます。

Table 24: 例

例 一致する例

example.com chang@example.com, marta@example.com, john@bank.example.com
*.example.com server1.example.com、server2.example.com
example*.com example1.com、example2.com
malcolm@example.net malcolm@example.net
sara*@example.org sara@example.org、sarahjane@example.org
jo??@example.org john@example.org、josh@example.org
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レピュテーションフィルタ処理の有効化

レピュテーションに基づくフィルタ機能の有効化
「レピュテーションに基づくフィルタ機能を設定する処理」では、レピュテーションに基づくフィルタを設定する手順に
ついて説明します。

Table 25: レピュテーションに基づくフィルタ機能を設定する処理

フェーズ 処理 説明

フェーズ 1 Symantec Messaging Gateway の遮断
機能と技術を理解する。

接続時のメッセージの遮断と許可について
ゲートウェイでの接続負荷の管理について

フェーズ 2 メッセージフローパラメータをカスタ
マイズする。

接続クラスを設定し、メッセージフローのパラメータをカスタマイズ
します。
接続クラスの設定
接続クラスのデフォルト設定

フェーズ 3 電子メールのウイルス攻撃の認識を設
定し、実施する処理を指定する。

犯罪者を認識して遮断するようにシステムを設定します。
電子メールウイルス攻撃認識機能の設定
ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能の設定
悪い送信者の電子メールに対するフィルタルールを指定します。
送信者グループを使ったメッセージの遮断と許可について
IP 分析の追加ツールを使って、送信者の履歴を検証します。
IP アドレスのレピュテーションの調査

フェーズ 4 システムリソースを保護する。 ファストパスが貴重なシステムリソースの浪費を防ぐ方法を理解しま
す。
ファストパスの使用によるリソースの節約
正当な送信者を認識してすぐに追跡し、処理に必要なパワーが減るよ
うにシステム設定します。
ファストパスの設定

フェーズ 5 バウンス攻撃の防止を設定する。 バウンス攻撃と配信不能レポート（NDR）メッセージを理解します。
バウンス攻撃からの保護について
コントロールセンターで、バウンス攻撃防止のシード値を指定しま
す。
バウンス攻撃防止のためのコントロールセンターの設定
システムによるバウンス攻撃防止を適用するグループを決定して設定
します。
バウンス攻撃防止のためのポリシーグループの設定
バウンス攻撃防止確認を通過しない NDR に対して実施する処理を決
定するポリシー（デフォルトのポリシーが提供されています）をグ
ループに割り当てます。
バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メールポリ
シーの作成

ゲートウェイでの電子メールトラフィックの管理
ネットワークが打撃を受ける前に着信スパムを大幅に減らすことができる独自の技術が有効になるように、コントロール
センターで利用可能なツールを設定できます。
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「ゲートウェイでのトラフィックの管理」に、これらの技術に関するトピックと、これらの技術をゲートウェイと統合す
る方法に関するトピックを示します。

Table 26: ゲートウェイでのトラフィックの管理

トピック 説明

接続時のメッセージの遮断と許可
について

Symantec Messaging Gateway には、Brightmail ARM（Brightmail Adaptive Reputation
Management の略で Brightmail レピュテーション適合管理の意味）が搭載されていま
す。Brightmail ARM の機能は、不要な着信電子メールトラフィックの削減、攻撃からのネット
ワークの保護、処理リソースの使用の最適化を目的に設計されています。Brightmail ARM には
着信 IP アドレスのみを基に着信接続を拒否または遅延できる技術が備わっています。

ゲートウェイでの接続負荷の管理
について

接続負荷を管理し、スパムを送信することが知られている送信者からの接続と正当な送信者を区
別することで、処理コストを削減できます。接続クラス機能は、自動的に収集されたローカルの
レピュテーションデータに基づいて接続負荷を動的に管理します。

送信者グループを使ったメッセー
ジの遮断と許可について

送信者のドメイン、IP アドレス、電子メールアドレスに基づいて電子メールをフィルタする
と、スパムとマルウェアを減らすことができます。

接続クラスの設定
IP アドレスのレピュテーションの
調査

これらのトピックでは、これらの技術を有効にするツールを設定する方法を説明します。

接続時のメッセージの遮断と許可について
スパム、マルウェア、コンテンツフィルタの問題に対する電子メールスキャンは、リソース集約的なタスクです。処理の
必要がある電子メールがゲートウェイを通過すると、メールインフラストラクチャ、リソース容量、システムパフォー
マンスに負担がかかります。Symantec Messaging Gateway には、Brightmail ARM（Brightmail Adaptive Reputation
Management の略で Brightmail レピュテーション適合管理の意味）が搭載されています。Brightmail ARM の機能は、不
要な着信電子メールトラフィックの削減、攻撃からのネットワークの保護、処理リソースの使用の最適化を目的に設計さ
れています。

Brightmail ARM には着信 IP アドレスのみを基に着信接続を拒否または遅延できる技術が備わっています。この技術は、
動的で自己学習型のローカルレピュテーションデータ、グローバルレピュテーションデータ、管理者が定義した悪い送信
者ポリシーと良い送信者ポリシーにより実現されています。

Brightmail ARM は、メールストリーム内のメッセージに対する良い判定と悪い判定に基づき、ローカルレピュテーショ
ンデータを生成します。また、Brightmail IQ サービスの広範におよぶ世界的なデータ収集機能を利用して、グローバ
ルレピュテーションデータを構築します。Brightmail IQ サービスには、Probe Network が含まれます。Probe Network
は、Global Intelligence Network とインターネットを通じてスパムを収集する、シマンテック社の何百万にものぼるハ
ニーポット電子メールのコレクションです。Global Intelligence Network には、シマンテックセキュリティレスポンスが
管理する、世界中に設置された脅威の検出センターと脅威への対応センターも備わっています。

Brightmail ARM は、こうしたさまざまな技術を使い、次の 5 つの目標の達成を目指します。

• 大半のスパムメッセージをゲートウェイで除去することにより、着信電子メールトラフィックの量を削減します。
• ゲートウェイでウイルス、マルウェア、ディレクトリハーベスト攻撃を阻止します。
• ローカルレピュテーションが最も良い送信者からのメッセージにはスパムスキャンをバイパスしません。
• スパムまたは攻撃の量とは関係なく、最も良い送信者との接続が常に中断されないようにします。
• 不当な送信者との接続能力を制限することによって、サービス拒否攻撃から保護します。

Symantec Messaging Gateway はユーザーの物的資産、メッセージフロー、重要なデータの保存、保護、最適化を行い
ます。Brightmail ARM はインバウンド保護処理の最初の段階です。着信 IP アドレスと、場合によってはメッセージエン
ベロープも調査することによって、Brightmail ARM で予防処理をとることができます。また、疑わしい接続を拒否また
は遅延することで、Brightmail ARM はスキャナの貴重なフィルタ処理サイクルを復元します。

こうした目的のために、Brightmail ARM には次の機能と技術が備わっています。
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Table 27:

機能 説明

接続クラス 接続クラスでは、最も良い送信者クラスには最良の接続条件が与えられ、そ
の他のすべての送信者クラスには順に悪くなる接続条件が与えられます。接
続クラスを使うと、最も悪い送信者クラスによって最も良い送信者クラスの
接続が悪影響を受けないようにすることができます。
接続クラスは、すべての送信者の着信 IP をローカルレピュテーションに基づ
く 10 のクラスのいずれかに自動的に分類します。クラスのメンバーシップは
各 IP からスキャナに送信された正当なメッセージの数とスパムメッセージの
数を基に決定され、継続的に更新されます。
新しい IP はデフォルトのクラスに割り当てられます。良い送信者グループの
送信者には最も良いクラス（クラス 1）、悪い送信者グループの送信者には
最も悪いクラス（クラス 9）が常に使用されます。
ゲートウェイでの接続負荷の管理について
接続クラスの設定

電子メールウイルス攻撃の防止 指定した数の感染メッセージを Symantec Messaging Gateway が IP アドレ
スから検出すると、電子メールウイルス攻撃防止機能によって、その時点で
接続を遅延できます。または、別の処理を選択することもできます。
電子メールウイルス攻撃認識機能の設定

ディレクトリハーベスト攻撃の防止 指定した数と割合の無効な受信者を Symantec Messaging Gateway が IP ア
ドレスから検出すると、ディレクトリハーベスト攻撃防止機能によって、そ
の時点で接続を遅延できます。または、別の処理を選択することもできま
す。
ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能の設定

悪い送信者ポリシー 管理者が定義したグループに送信者を追加し、シマンテックグローバルの
悪い送信者機能を使って悪い送信者からの電子メールを遮断できます。また
は、別の処理を選択することもできます。
送信者グループを使ったメッセージの遮断と許可について

良い送信者ポリシー 管理者が定義したグループに送信者を追加し、シマンテックグローバルの良
い送信者機能を使って良い送信者からの電子メールを通常どおりに配信でき
ます。または、別の処理を選択することもできます。
送信者グループを使ったメッセージの遮断と許可について

ファストパス ファストパス機能は、最善のローカルレピュテーションを持つ送信者をスパ
ムスキャンから免除することでリソースを節約します。Symantec Messaging
Gateway は、ファストパス判定の基礎となるローカル送信者レピュテーショ
ンデータを自動的に収集し、付与を認められる送信者を定期的に再評価しま
す。Symantec Messaging Gateway はスパムと判断される各送信者からの
メッセージ数のみに基づいて、パスの付与と取り消しを行います。なお、特
定の送信者に常にパスを与えないようにすることができます。
ファストパスの使用によるリソースの節約
ファストパスの設定

ゲートウェイでの接続負荷の管理について
現在、ほとんどのネットワークでは大部分の電子メールトラフィックがスパムです。接続の負荷を管理し、スパムを送信
することが知られている送信者からの接続と正当な送信者を区別することで、処理コストを削減できます。接続クラス機
能は、自動的に収集されたローカルのレピュテーションデータに基づいて、接続の負荷を動的に管理します。接続クラス
は自己学習機能です。ローカルレピュテーションの最新の変更に対応して、接続クラスはジャストインタイム方式で接続
負荷の管理を更新します。

NOTE

接続クラスのデータ収集を目的とする場合には、迷惑なメッセージはスパムと見なされません。
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スパマーは危たい化したクライアントマシンの広大なネットワーク（ボットネットと呼ばれます）を繰り返し利用して攻
撃を拡散します。これにより、グローバルブラックリストに登録されてしまうような大量のメッセージを単一の IP アド
レスから送信することなく、膨大なメッセージを生成できます。接続クラスは、ボットネットによるスパムや大量のスパ
ムに対する効果的な手法を使って、シマンテック社やサードパーティのグローバルリストや管理者が定義した独自のリス
トを補完します。

ローカルレピュテーションが良くない送信者によって使われるシステムリソースを減らすことで、接続クラスは正当な
メールフローをサービス拒否攻撃から保護します。接続クラスを有効にすると、スパマーによる接続が減少します。その
結果、正当な送信者が使用できるリソースが増加します。

NOTE

接続クラスを利用するには、Symantec Messaging Gateway アプライアンスをゲートウェイに配備する必要が
あります。

接続クラスでは、接続してくる各 IP アドレスを、その IP アドレスによって送信されたスパムの量に基づいて 10 段階の
クラスのいずれかに割り当てます。新しい IP アドレスはデフォルトのクラスに割り当てられます。接続クラスは、継続
的に送信者のレピュテーションをリアルタイムで学習しており、送信者の分類を定期的に変更します。

ほとんどの接続は最善の送信者（クラス 1）として許可されます。送信者が最善のクラスから最悪のクラス（クラス 9）
に向かって移動するに従い、送信者に許可されるネットワークリソースが減少します。クラス 9 の場合は、ほとんどの
接続クラスが遅延されます。

シマンテックグローバルの良い送信者、ローカルの良い送信者 IP、サードパーティの良い送信者の各グループに含まれ
る送信者は、常に最善のクラス（クラス 1）に割り当てられます。シマンテックグローバルの悪い送信者、ローカルの悪
い送信者 IP、サードパーティの悪い送信者の各グループに含まれる送信者は、常に最悪のクラス（クラス 9）に割り当
てられます。

Symantec Messaging Gateway は、システム内のスキャナごとに個別にクラスのメンバーシップを決定します。同じ送
信 IP が、あるスキャナではクラス 3 に分類され、別のスキャナではクラス 4 に分類されるといったことがあります。各
IP アドレスから送信されたスパムの量に基づいて分類を継続的に変更して、スキャナごとの最新のローカルレピュテー
ションを動的に反映できます。

送信者によるシステムリソースとネットワークリソースの使用に対して設けられる制限は、組織へのスパムの送信に関
する送信者のレピュテーションと直接相関します。良好な経歴を持つ送信者は最善のクラスに分類され、そうでない送信
者より頻繁に接続を許可されます。逆に、レピュテーションが低い IP アドレスでも、送信するスパムが減り正当な電子
メールが増えれば、時間の経過とともにクラスが改善されます。

接続クラスは、レピュテーションデータベースに収集されたデータを使って、特定の IP から送信されたメッセージがス
パムである可能性を調べます。時間が経過してアプライアンスが収集するデータが増えると、この確率的判断の結果は
いっそう正確になります。

接続クラスに基づいて Symantec Messaging Gateway が実行する処理は、一部の SMTP 接続を遅延することだけです。
接続の遅延はソフト拒否または 450 SMTP エラーとも呼ばれます。接続クラスは、インバウンドメッセージフローの接
続フェーズの間と、SMTP セッションフェーズの間に、接続を遅延します。

Symantec Messaging Gateway は、正確な予測を行えるだけの十分なデータが記録されるまで、接続クラスに基づく処
理を実行しません。スキャナの初期インストールの直後は、接続クラスは学習モードになっています。50,000 件のメッ
セージを受信し、そのメッセージから収集された統計情報がデータベースに追加されると、学習モードは終了します。こ
の時点で、接続クラスが有効になっている場合は、接続の管理が開始されます。複数のスキャナがある場合は、新しくイ
ンストールしたスキャナは初期の学習モードになっていても、他のスキャナはすでに接続負荷を管理していることがあり
ます。

NOTE

接続クラスを無効にした場合でも、スキャナは送信者のレピュテーション情報の記録を続けます。したがっ
て、この機能を一時的に無効にしても、その間の送信者データが失われることはありません。

クラスごとに接続パラメータを編集できます。
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接続クラスの設定

特定の IP についてレピュテーションの状態を問い合わせることができます。

IP アドレスのレピュテーションの調査

接続クラスの設定
接続クラスを使うと、最も悪い送信者によって最も良い送信者の接続が悪影響を受けないようにすることができます。
接続クラスは、すべての着信 IP アドレスを 10 クラスのいずれかに自動的に分類します。Symantec Messaging Gateway
はローカルレピュテーションデータを自動的に収集して分類に情報を提供します。最も良いクラスの送信者は、スパムを
送信したことがあったとしてもごくわずかなので、最善の接続パラメータを使うことができます。最も悪いクラスの送信
者には、最悪の接続パラメータが割り当てられます。新しい IP アドレスは最初はデフォルトのクラスに割り当てられま
す。

初期インストールの後、最初の 50,000 メッセージについては接続クラスは学習モードになります。学習モードの間は接
続クラスに基づくメッセージの遅延は行われません。

接続クラスは設定を行わなくても動作するように設計されています。ただし、接続クラスを設定してメッセージフローの
パラメータをカスタマイズすることはできます。接続クラスを有効化、無効化、設定するには、このセクションの手順を
使います。

接続クラスを設定するには
1. コントロールセンターで、［レピュテーション］、［ポリシー］、［接続クラス］の順に選択します。

2. ［接続クラス］ページで、［接続クラスを有効にする］にチェックマークを付けます。

［接続クラス］を無効にするには、ボックスのチェックマークをはずします。

3. 接続クラスのパラメータを設定するには、［編集］をクリックします。

表のフィールドが編集可能になり、［編集］ボタンが［デフォルトのロード］ボタンに変わります。

接続クラスのデフォルト設定

4. 各クラスの接続数の最大値を変更するには、［最大接続数］行の 10 個のフィールドに新しい値を入力します。

各値はそのクラスに割り当てられている使用可能な合計接続数の割合です。10 個の値すべての合計が 100% になる
必要があります。各フィールドには、0.1 から 99.1 までの範囲の値を入力できます。フィールドを編集すると、入力
した値の現在の合計が左側の［最大接続数］ラベルの下に赤で表示されます。

5. IP アドレス単位で許可する接続数を変更するには、［IP あたりの最大接続数］フィールドに新しい値を入力します。

6. 接続単位で許可するメッセージの数を変更するには、［接続あたりのメッセージ］フィールドに新しい値を入力しま
す。

7. 送信者 IP の再接続を許可するまでの時間 (秒単位) を変更するには、［再接続タイムアウト］フィールドに新しい値
を入力します。

8. クラスごとに遅延する接続の割合を変更するには、［遅延したメッセージ］フィールドに新しい値を入力します。

この行の値は、そのクラスの送信者 IP アドレスの合計メッセージのうち遅延する必要のあるメッセージの割合を表
します。0 から 100 までの範囲の任意の正数を入力できます。値の合計が 100% になる必要はありません。

9. 変更を破棄してデフォルト値に戻すには、［デフォルトのロード］をクリックします。

10.変更をコミットするには、［保存］をクリックします。

電子メールウイルス攻撃認識機能の設定
特定の IP アドレスから一定数のウイルス感染電子メールメッセージが届いた場合は、電子メールウイルス攻撃が行われ
ているものと判断されます。デフォルトでは、攻撃を行っている送信者からの接続は保留されます（遅延処理）。
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次の手順に従って、電子メールウイルス攻撃認識機能を設定します。電子メールウイルス攻撃認識機能はデフォルトで無
効になっているため、この機能をアクティブにするには手動で有効にする必要があります。

1. 電子メールウイルス攻撃の認識機能を有効または無効にするには、コントロールセンターで、［レピュテーショ
ン］、［ポリシー］、［悪い送信者］をクリックします。

2. このページで電子メールウイルス攻撃の認識機能を有効または無効にするには、［電子メールウイルス攻撃］をク
リックしてから［有効］または［無効］をクリックします。

または、次の手順に進みます。

3. ［電子メールウイルス攻撃］をクリックします。

4. ［電子メールウイルス攻撃検出を有効にする］にチェックマークを付けて電子メールウイルス攻撃の認識機能を有効
にするか、［電子メールウイルス攻撃検出を有効にする］のチェックマークをはずして電子メールウイルス攻撃の認
識機能を無効にします。

5. 電子メールウイルス攻撃の認識機能を設定するには、コントロールセンターで、［レピュテーション］、［ポリ
シー］、［悪い送信者］をクリックします。

6. ［電子メールウイルス攻撃］をクリックします。

7. デフォルトの設定をそのまま利用するか、または［電子メールウイルス攻撃の設定］で次の値を変更します。

ウイルスメッセージの最小率 単一のサーバーから送信されたメッセージのうち、ウイルスを含むメッセージの割合。ここ
では指定した処理が実行されるための最小割合を設定します。ただし、処理が実行されるた
めには、「最小数」の設定値も超えている必要があります。

ウイルスメッセージの最小数 単一のサーバーから送信されたメッセージのうち、ウイルスを含むメッセージの数。ここで
は指定した処理が実行されるための最小数を設定します。ただし、処理が実行されるために
は、「最小率」の設定値も超えている必要があります。

確認時間 ウイルスを含むメッセージが受信された期間。この期間内に、指定した割合および数を超え
る違反メッセージが受信されると、指定した処理が実行されます。

ペナルティボックス時間 特定の SMTP 接続から送信された全メッセージに対して、指定した処理を Symantec
Messaging Gateway が実行し続ける期間。

8. ［処理］では次の操作を行えます。

• デフォルトの［SMTP 接続を遅延する］処理をそのまま利用（推奨）し、「Try again later」のメッセージを使用
します。

• 処理を編集して新しいメッセージを入力し、［処理の更新］をクリックします。
• または別の処理を［電子メールウイルス攻撃が起きた場合］のドロップダウンリストから選択します。

他の処理を指定すると、追加の設定オプションが表示される場合があります。たとえば、［メッセージをアーカイブ
する］処理を選択すると、［電子メールウイルス攻撃］ページに［省略可能なアーカイブタグ］テキストボックス
と［エンコード］ドロップダウンリストが表示されます。

9. ［追加］をクリックし、処理を、Symantec Messaging Gateway がウイルス攻撃を認識したときに実行する［処理］
のリストに追加します。

Symantec Messaging Gateway では、矛盾する処理を組み合わせることはできません。たとえば、遅延した接続に
対しては他に実行できる処理がないため、デフォルトの処理に別の処理を追加することはできません。異なる処理を
追加する場合、まず［SMTP 接続を遅延する］チェックボックスにチェックマークを付け、［削除］をクリックしま
す。

10.既存の処理の設定を変更するには、処理の横のチェックボックスにチェックマークを付けて［編集］をクリックしま
す。

その処理に使用できるオプションが表示されます。オプションを設定した後で、［処理の更新］をクリックします。
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11.［保存］をクリックします。

ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能の設定
スパマーはディレクトリハーベスト攻撃を利用して、特定のサイトから有効な電子メールアドレスを入手しようと試み
ます。ディレクトリハーベスト攻撃は、特定のサイトに対し、存在する可能性のある電子メールアドレスを宛先として大
量のメールを送り付ける方法です。無防備なメールサーバーでは、無効なアドレスに送信されたメッセージが拒否されま
す。このため、スパマーは送信したメッセージのリストと拒否されたメッセージのリストを比較することで、有効な電子
メールアドレスを見分けることができます。

ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を有効にすると、攻撃を行っている送信者からの接続はデフォルトで保留されま
す（遅延処理）。接続を遅延すると、可能性のある攻撃の進行が遅延、スパマーが接続を維持する意欲が失われます。

次の手順に従って、ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を設定します。ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能はデ
フォルトでは無効にされています。ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を起動するにはその機能を有効にする必要が
あります。

NOTE

ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を有効にする前に、次の処理を実行する必要があります。

• ローカルドメインを設定します。Symantec Messaging Gateway は指定したドメインのインバウンドメッセージのみ
を受け入れます。

• 無効な受信者処理（無効な受信者を拒否するように設定）を有効にします。

ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択します。

2. このページでディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を有効または無効にするには、［ディレクトリハーベスト攻
撃］にチェックマークを付けてから［有効］または［無効］をクリックします。

または、次の手順に進みます。

3. ［ディレクトリハーベスト攻撃］をクリックします。

4. ［DHA 検出を有効にする］にチェックマークを付けてディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を有効にする
か、［DHA 検出を有効にする］のチェックマークをはずしてディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を無効にしま
す。

5. ［保存］をクリックします。

ディレクトリハーベスト攻撃の認識機能を設定するには
6. コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［悪い送信者］の順に選択します。

7. ［ディレクトリハーベスト攻撃］をクリックします。

8. デフォルトの設定をそのまま利用するか、［ディレクトリハーベスト攻撃の設定］で次の値を変更します。

不正な受信者の最小率 単一のサーバーから送信されたメッセージのうち、無効な受信者を含むメッセージの割合。
ここでは指定した処理が実行されるための最小率を設定します。ただし、処理が実行される
ためには、「最小数」の設定値も超えている必要があります。無効な受信者を含むメッセー
ジとは、ローカルドメインに存在しないアドレスに送信されたメッセージです。

不正な受信者の最小数 単一のサーバーから送信されたメッセージのうち、無効な受信者を含むメッセージの数。こ
こでは指定した処理が実行されるための最小数を設定します。ただし、処理が実行されるた
めには、「最小率」の設定値も超えている必要があります。

確認時間 無効な受信者を含むメッセージが受信された期間。この期間内に、指定した割合および数を
超えるメッセージが受信されると、指定した処理が実行されます。

ペナルティボックス時間 特定の SMTP 接続から送信された全メッセージに対して、指定した処理を Symantec
Messaging Gateway が実行し続ける期間。
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9. ［処理］では次の操作を行えます。

• デフォルトの［SMTP 接続を遅延する］処理をそのまま利用（推奨）し、「Try again later」のメッセージを使用
します。

• 処理を編集して新しいメッセージを入力し、［処理の更新］をクリックします。
• 別の処理を［ディレクトリハーベスト攻撃が起きた場合］のドロップダウンリストから選択します。

他の処理を指定すると、追加の設定オプションが表示される場合があります。たとえば、［メッセージをアーカイブ
する］処理を選択すると、［ディレクトリハーベスト攻撃］ページに［省略可能なアーカイブタグ］テキストフィー
ルドと［エンコード］ドロップダウンリストが表示されます。

10.［追加］をクリックし、処理を、Symantec Messaging Gateway がディレクトリハーベスト攻撃を認識したときに実
行する処理のリストに追加します。

Symantec Messaging Gateway では、矛盾する処理を組み合わせることはできません。たとえば、遅延した接続に
対しては他に実行できる処理がないため、デフォルトの処理に別の処理を追加することはできません。異なる処理を
追加する場合、まず［SMTP 接続を遅延する］チェックボックスにチェックマークを付け、［削除］をクリックしま
す。

11.既存の処理の設定を変更するには、処理名の横のチェックボックスにチェックマークを付けて［編集］をクリックし
ます。

その処理に使用できるオプションが表示されます。オプションを設定した後で、［処理の更新］をクリックします。

12.［保存］をクリックします。

送信者グループを使ったメッセージの遮断と許可について
送信者のドメイン、IP アドレス、電子メールアドレスに基づく電子メールのフィルタは、管理者とエンドユーザーに
とってスパムとマルウェアを減少させる強力な手段になります。

NOTE

このセクションでは、組織のサーバーレベルで適用される管理者定義の送信者グループとグローバルな送信
者グループについて説明します。エンドユーザーが個々の送信者リストを保守できるようにするには、［管
理］、［ユーザー］、［ポリシーグループ］の順に選択し、［個人用の良い/悪い送信者リストを作成］を有効
にします。

Symantec Messaging Gateway では、次の方法でスパム保護機能をカスタマイズできます。

良い送信者の定義 Symantec Brightmail Gateway では、ローカルの良い送信者ドメイングループとローカルの良い送
信者 IP グループに含まれるアドレスや接続元から送信されたメールは正当なメールとして扱われ
ます。良い送信者グループを利用すると、信頼できる送信者からのメッセージがスパムとして処理
されたり、何らかのフィルタ処理によって除外されたりするという小さなリスクがさらに低くなり
ます。デフォルトでは、これらの送信者からのメッセージは通常どおり配信されます。

悪い送信者の定義 Symantec Messaging Gateway では、ローカルの悪い送信者ドメイングループとローカルの悪い送
信者 IP グループに含まれる送信者や接続元から送信されたメールに対してさまざまな処理を実行
できます。デフォルトでは、ローカルの悪い送信者ドメイングループに含まれる送信者からのメッ
セージは削除されます。デフォルトでは、ローカルの悪い送信者 IP グループとサードパーティの
悪い送信者グループに含まれる送信者からの SMTP 接続は拒否されます。ただし、代わりに他の処
理を選択できます。
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グローバルの送信者グループの
使用

Symantec Messaging Gateway はデフォルトでシマンテックグローバルの良い送信者とシマンテッ
クグローバルの悪い送信者を使うように設定されています。シマンテック社では、数十万の電子
メール送信元を監視して、それらの IP アドレスから送信される正当な電子メールとスパムの割合
を調査しています。
シマンテックグローバルの良い送信者は、シマンテック社が収集したレピュテーションデータに基
づく正当な送信者として認知された IP アドレスで構成されています。シマンテックグローバルの
悪い送信者は、シマンテック社が保護しているメールサーバーに大量のスパムを送信した IP アド
レスで構成されています。
どちらのグループも継続的にコンパイル、更新され、サイトの Symantec Messaging Gateway フィ
ルタ処理プロセスに統合されています。これらのリストに関する設定は不要です。どちらのリスト
も無効にすることができます。
デフォルトでは、シマンテックグローバルの良い送信者グループに含まれる送信者からのメッセー
ジは通常どおり配信されます。デフォルトでは、シマンテックグローバルの悪い送信者グループに
含まれる送信者からの SMTP 接続は拒否されます。ただし、代わりに他の処理を選択できます。

サードパーティが管理するリス
トの取り込み

シマンテック社以外にも、安全な IP アドレスや疑わしい IP アドレスのリストを編集して管理して
いるサードパーティが存在します。これらのリストは DNS ルックアップを使って照会できます。
サードパーティの悪い送信者グループまたはサードパーティの良い送信者グループにサードパー
ティの送信者リストを追加できます。
デフォルトでは、これらのグループに含まれる悪い送信者からの SMTP 接続は拒否され、これらの
グループに含まれる良い送信者からのメッセージは通常どおり配信されます。ただし、代わりに他
の処理を選択できます。

Note: サードパーティリストを使用する前に、その品質を必ず確認してください。シマンテック社
は、サードパーティリストが原因で発生した誤検知を解決できません。

「良い送信者グループと悪い送信者グループの使用例」には、組織の良い送信者リストまたは悪い送信者リストを保守す
る必要のある理由と、特定の送信者を検索するときに使うパターンの例が示されています。

Table 28: 良い送信者グループと悪い送信者グループの使用例

問題 解決策 パターンの例

エンドユーザーの同僚から
のメールがスパムとして処
理されることがある。

エンドユーザーに対して個人用の良い/悪い送信者リストが有効に
なっている場合、ユーザーは同僚の電子メールアドレスを良い送信
者リストに追加できます。エンドユーザーのこの機能を有効にするに
は、［管理］、［ユーザー］、［ポリシーグループ］の順に選択し、
エンドユーザーを含むポリシーグループを編集して、［エンドユー
ザー］タブをクリックします。ユーザーは colleague@trustedco.com
を良い送信者リストに追加できます。

colleague@trustedco.com

メーリングリストからの必
要なニュースレターがスパ
ムとして処理されることが
ある。

newsletter.com をローカルの良い送信者ドメイングループに追加しま
す。
管理者とサードパーティの送信者グループへの送信者の追加

latest@newsletter.com

特定の個人から組織内のエ
ンドユーザーに迷惑なメー
ルが送られてくる。

Joe.unwanted@getmail.com をローカルの悪い送信者ドメイングルー
プに追加します。
管理者とサードパーティの送信者グループへの送信者の追加

Joe.unwanted@getmail.com

特定の IP アドレス範囲に含
まれる多数の個人から組織
内のエンドユーザーに迷惑
メールが送られてくる。

受信したメールのヘッダーを分析して送信者のネットワークと IP ア
ドレスを特定し、218.187.0.0/255.255.0.0 をローカルの悪い送信者 IP
グループに追加します。
管理者とサードパーティの送信者グループへの送信者の追加
サポートされている送信者特定の方法

218.187.0.0/255.255.0.0

Symantec Messaging Gateway はドメイン名を比較するときに、指定されたドメインを自動的に拡張してサ
ブドメインも対象に含めます。たとえば「example.com」が指定されている場合は、「biz.example.com」や
「jenny@foo.example.com」も対象に含まれるので、すべてのサブドメインが許可または遮断されます。
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サポートされている送信者特定の方法

良い送信者グループと悪い送信者グループの両方に、同一のエントリを登録することはできません。一方のグループにす
でに存在するエントリを他方のグループに追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。一方のグループのエ
ントリをもう一方のグループのエントリに含める場合、まず対象のエントリを現在それが存在するグループから削除し、
次にもう一方のグループにそれを追加します。

サードパーティのリストを利用すると、フィルタプロセスに追加のステップが加わります。たとえば、通常の DNS 問い
合わせと同様に、各着信メッセージの送信メールサーバーの IP アドレスは、サードパーティが保守する DNS リストを
使用してチェックされます。送信元メールサーバーがリストに含まれていた場合、メールにはスパムのフラグが付けら
れます。メールの量が多い場合は、着信メールとサードパーティデータベースを比較するときに実行される DNS ルック
アップにより、処理効率が低下する場合があります。シマンテックグローバルの良い送信者グループとシマンテックグ
ローバルの悪い送信者グループを使い、サードパーティのリストを有効にしないことをお勧めします。

Symantec Messaging Gateway をゲートウェイに配備すると、受信メッセージの物理 IP 接続またはピア IP 接続を
取得して、良い送信者グループと悪い送信者グループのエントリと比較できます。スキャナがネットワークの他の
場所（内部メールホストとして識別されていないゲートウェイ MTA のダウンストリームなど）に配備されている場
合、Symantec Messaging Gateway はゲートウェイサーバーの IP アドレスをスパムの送信元として識別する場合があり
ます。Symantec Messaging Gateway アプライアンスからのインバウンドメールフローに対してアップストリームにあ
るすべての内部メールホストを正確に識別する必要があります。

Symantec Messaging Gateway の内部ホストリストには、追加可能な内部メールホストのほかに、次に示す IP アドレ
スの範囲が含まれています。

• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0

Symantec Messaging Gateway は、内部メールホストの IP アドレスを次の判定から除外します。

• ローカルの良い送信者 IP
• ローカルのサードパーティの良い送信者
• ローカルの悪い送信者 IP
• ローカルのサードパーティの悪い送信者
• ディレクトリハーベスト攻撃
• シマンテックグローバルの悪い送信者
• シマンテックグローバルの良い送信者
• 接続クラス
• 電子メールウイルス攻撃
• ファストパス

ファストパスの使用によるリソースの節約
電子メールメッセージのスパムスキャンと迷惑なメッセージのスキャンはリソース集約的なプロセスです。ファストパス
機能を使うと、スパムメッセージを送信していないことが履歴から明らかになった送信者に対して一時的にスパムスキャ
ンが免除されるので、リソースを節約できます。この「パス」は、指定した数（デフォルトでは 15）の正当なメッセー
ジを連続して送信したメッセージの送信元に付与されます。

NOTE

ファストパスデータ収集の目的のために、迷惑なメッセージはスパムと見なされます。
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送信元がパスを受け取ると、この送信元からのメッセージに適用されるスパム対策処理の量は時間とともに減少します。
また、この送信元から正当な電子メールが送信されるたびに、スパム対策のフィルタ処理から除外されるメッセージの数
は増加します。これにより、正当な送信元からのメッセージの処理に必要な時間が削減されます。一方、スパム検出の効
果は減少する可能性があります。ファストパス機能は、効果の減少を最小限にとどめながら、パフォーマンスが大幅に向
上するように設計されています。

パスを持っているメッセージ送信元がスパムメッセージを送信し、それがサンプリングされた場合、送信元 IP アドレス
のサブネットマスク 24 ビット範囲内のすべての IP アドレスからすぐにパスが取り消されます。Symantec Messaging
Gateway は、この範囲内の送信元からの全メッセージに対し、完全なスパム対策分析を実行します。ただし、設定した
条件を再びすべて満たせば、この送信元は新しいパスを受け取ることができます。

ファストパスでは、メッセージの送信元 IP アドレスの保存と分類にデータベースを使用します。このデータベースは、
次のテーブルで構成されています。

ファストパ
ス試用テー
ブル

ファストパステーブルに登録できるかどうかを評価するためのエントリが登録されています。正当なメッセージであ
ることを確認するためのテストに IP アドレスが合格すれば、試用テーブルからパステーブルに IP アドレスを移動でき
ると判断されます。ファストパス試用テーブルに含まれる IP アドレスからのメッセージはすべてスパムと迷惑なメッ
セージのスキャンが行われます。

ファストパ
ステーブル

指定した数のメッセージの中にスパムが含まれていなかったことにより、ファストパスからパスを付与された IP アド
レスのエントリが登録されています。

次の設定を編集できます。

ファストパスデータベースのサイズ デフォルトのサイズは 250,000 IP アドレスです。この値は 1,000 から 1,000,000 の整数の範
囲内で変更できます。データベースの 25% はファストパステーブルに予約されています。
残りの 75% はファストパス試用テーブルに予約されています。

ファストパスの試用テーブルの増加率 不明な IP アドレスから正当なメッセージが送信された場合に、この IP アドレスをファスト
パス試用テーブルに追加する確率を指定します。1/1 から 1/100 までの確率を整数で指定で
きます。入力するのは確率を示す分数の分母の部分のみです。デフォルト値は 3 で、1/3 つ
まり 3 通に 1 通の確率を示します。この数は確率であり、確実ではないことに注意してくだ
さい。たとえば 1/3 に設定すると、連続する異なる 5 つの不明な IP アドレスが追加されな
いこともあれば、連続する 2 つの IP アドレスが追加されることもあります。

ファストパステーブルの増加率 ファストパス試用テーブル内の IP アドレスをファストパステーブルに追加するために必要
な、連続する正当なメッセージの数を指定します。1 から 1,000 までの整数を指定できま
す。カンマは不要です。デフォルトの設定は 15 です。

IP アドレスへのパス発行後、メッセー
ジにスパムスキャンを行う最初の確率

この IP アドレスが正当なメッセージを送信し続ければ、サンプリングを行う確率はこの確率
から減少していきます。2 から 50 までの整数を指定できます。入力するのは確率を示す分数
の分母の部分のみです。デフォルト値は 5 で、1/5 つまり 5 通に 1 通の確率を示します。

パスを付与できない IP アドレスのリ
スト

このリストは、個々の IP アドレスを追加するか、または IP アドレスのリストをインポート
して作成します。

いずれかのテーブルが設定した制限値に達すると、ファストパスは最も長い間使われていないエントリを破棄し、次のエ
ントリのためのスペースを空けます。

ファストパスは送信者に対してスパムスキャンのみを免除することに注意してください。パスを付与された送信者に対し
ても、ウイルスとコンテンツフィルタのスキャンは行われます。ただし、これらのメッセージはスパムスキャンされてい
ないので、スパムの疑い判定やスパム判定を受けることはできません。

ローカルの良い送信者 IP またはシマンテックグローバルの良い送信者グループのメンバーである送信者は、パスを受け
取ることはできません。ただし、これらの送信者は、すでにスパムスキャンから免除されています。

ファストパスデータベースでは、スパム、スパムの疑い、迷惑なメッセージの判定のみが考慮されます。ウイルス判定、
コンテンツフィルタ判定、送信者認証判定、送信者グループ判定はパスの付与または取り消しに影響しません。

ファストパスの設定
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ファストパスの設定
Symantec Messaging Gateway は各 IP アドレスによって送信されたスパムと迷惑なメッセージのレベルについてのデー
タを自動的に収集し、このデータを使ってパスを付与したり取り消したりします。Symantec Messaging Gateway は、
送信者にパスを付与した後も、その送信者からの電子メールの少数のサンプルでスパムと迷惑なメッセージのスキャン
を行います。スパムメッセージまたは迷惑なメッセージであると識別した場合は、すぐにその送信者のパスを取り消しま
す。

デフォルトでは、ファストパス機能は無効になっています。ファストパスを有効にすると、処理リソースを大幅に節約で
きます。ファストパスはカスタム設定を行わなくても動作するように設計されていますが、必要に応じてカスタマイズで
きます。

ファストパスの使用によるリソースの節約

1. ファストパスを有効または無効にするには、コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリシー］、［良い
送信者］の順に選択します。

2. ［ファストパス］をクリックします。

3. ファストパスを有効にするには［ファストパスを有効にする］にチェックマークを付け、ファストパスを無効にする
には［ファストパスを有効にする］のチェックマークをはずします。

ファストパスを設定するには
4. コントロールセンターで、［レピュテーション］、［ポリシー］、［良い送信者］の順に選択します。

5. ［ファストパス］をクリックします。

6. ［拡張オプションを表示］をクリックします。

7. ［データベースで追跡する送信 IP の最大数］フィールドに 1,000 から 1,000,000 までの範囲の整数を入力して、
データベースのサイズを変更します。

カンマは入力しないでください。このデータベースには 2 つのテーブルがあります。ファストパス試用テーブルには
パスについて評価する送信 IP が格納され、最大データベースサイズの 75% に制限されます。ファストパステーブル
には現在パスを持っている送信 IP が格納され、最大データベースサイズの 25% に制限されます。

デフォルト値は 250,000 です。

8. ［ファストパス試用テーブルに新しい IP が追加される可能性］フィールドに 1 から 100 までの範囲の整数を入力し
て、ファストパス試用テーブルの増加率を変更します。

値が小さいほど、より頻繁にサンプリングが行われます。たとえば、1 という値は正当なメッセージを送信するすべ
ての新しい IP をテーブルに追加することを意味します。5 という値は、ファストパス試用テーブルに含まれない新し
い送信 IP が 20%（1/5 つまり 5 通のうち 1 通）の確率でテーブルに追加されることを意味します。ファストパス試
用テーブルに含まれる IP アドレスからのメッセージはすべてスパムと迷惑なメッセージのスキャンが行われます。
スパムメッセージまたは迷惑なメッセージを受信した場合、/24 の範囲全体の送信 IP アドレスがファストパス試用
テーブルとファストパステーブルの両方から削除されます。

デフォルト値は 3 で、3 通に 1 通の確率を示します。

9. ［ファストパスの配布前に最小限必要な正当なメッセージの数］フィールドに 1 から 1,000 までの範囲の整数を入力
して、ファストパステーブルの増加率を変更します。

カンマは入力しないでください。この値は、ファストパス試用テーブルに格納された IP について、その IP をファス
トパステーブルに移動するためにその IP から受信する必要のある連続した正当なメッセージの数を示します。スパ
ムメッセージを受信した場合は、/24 の範囲全体の IP アドレスが両方のテーブルから削除されます。

デフォルト値は 15 です。
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10.［ファストパス発行後の初期メッセージサンプル率］フィールドに 2 から 50 までの範囲の整数を入力して、パスを
持っている IP の現在の動作を確認する割合を変更します。

値が小さいほど、より頻繁にサンプリングが行われます。たとえば、2 という値は、パスが付与された IP からの 2 通
のメッセージのうち 1 通について毎回スパムと迷惑なメッセージのスキャンを行うことを意味します。25 という値
は 25 通のメッセージのうち 1 通についてスキャンを行うことを意味します。IP アドレスからさらに正当なメッセー
ジを受信すると、サンプリングするメッセージが減るように初期サンプリング率が調整されます。サンプリング率が
初期サンプリング率の 5 倍より小さくなることはありません。たとえば、初期サンプリング率が 8 の場合、正当な
メッセージが新しく処理されるに従ってこの値は徐々に小さくなり、最終的には 40 通のメッセージごとに 1 通のサ
ンプリング率になります。

デフォルト値は 5 で、5 通に 1 通の確率を示します。

11.ファストパスの受け取りから IP を除外するには、コントロールセンターで［レピュテーション］、［ポリ
シー］、［良い送信者］の順に選択します。

12.［ファストパス］をクリックします。

13.［拡張オプションを表示］をクリックします。

14.［ファストパスの除外］で、パスの受け取りから除外する IP アドレスを［IP アドレス］フィールドに入力します。

複数の IP アドレスをカンマで区切って入力できます。完全修飾 IP アドレスまたは CIDR 表記を使った複数の IP
アドレスを入力できます。ワイルドカードはサポートされていません。ホスト名を指定した場合は、Symantec
Messaging Gateway がサンプリングされたメッセージごとに IP のホスト名を検索して、除外対象として指定された
ホスト名に一致していないことを確認する必要があるため、ファストパスのパフォーマンスメリットの一部が失われ
ます。

15.［インポート］をクリックして、IP アドレスのリストをインポートします。

インポートするファイルは 1 行に 1 エントリを含むプレーンテキストファイルである必要があります。

16. IP アドレスの隣にあるチェックボックスにチェックマークを付けて［削除］をクリックし、リストからエントリを削
除します。

17.［すべて削除］をクリックして、リストの現在のページにあるすべてのエントリを削除します。

18.［エクスポート］をクリックして、除外する IP の現在保存されているリストをテキストファイルにエクスポートし
ます。

バウンス攻撃からの保護
Symantec Messaging Gateway のバウンス攻撃防止技術を有効にして、スパマーがよく用いるリダイレクト技法の結果
である配信不能レポート（NDR）メッセージを除去できます。

「バウンス攻撃防止」では、バウンス攻撃防止を実行するプロセスを説明します。
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Table 29: バウンス攻撃防止

手順 タスク 説明

ステップ 1 バウンス攻撃と Symantec Messaging
Gateway を使用した保護対策について理解を
深める。

バウンス攻撃を使用すると、スパムの送信時に最初の受信者
の「良い」レピュテーションを利用したり、最初の受信者の
IP レピュテーションを悪化させたり、ターゲットのサーバー
でサービス拒否攻撃を作成したりできます。
バウンス攻撃からの保護について

ステップ 2 コントロールセンターのバウンス攻撃防止オ
プションを設定する。

コントロールセンターでシード値を設定する必要がありま
す。シード値は発信メッセージに付けられるタグの計算に使
用され、後でそのメッセージが戻された場合には、メッセー
ジの検証にも使用されます。
バウンス攻撃防止のためのコントロールセンターの設定

ステップ 3 バウンス攻撃防止を使用するようにポリシー
グループを設定する。

［コントロールセンターの設定］ページでバウンス攻撃防止
を設定したら、システムが有効性確認を適用するポリシーグ
ループを有効にし、バウンス攻撃防止ポリシーを割り当てる
必要があります。
バウンス攻撃防止のためのポリシーグループの設定

ステップ 4 バウンス攻撃を防止するポリシーを作成す
る。

最後に、バウンス攻撃防止のポリシーグループを有効にする
必要があります。メッセージがバウンス攻撃検証を通過しな
かった場合に Symantec Messaging Gateway で実行する処理
を記述したスパムポリシーまたは迷惑メールポリシーを割り
当てます。
バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メー
ルポリシーの作成

バウンス攻撃からの保護について
バウンス攻撃は、スパマーが、ある電子メールサーバーを使用してスパムを別のサーバー上のアドレスにバウンスするこ
とによってメッセージの送信元がわからないようにする場合に発生します。この攻撃でスパマーは、メッセージのエンベ
ロープ内の「Mail From」値にターゲットアドレスを挿入してから、それらのメッセージを別のアドレスに送信します。

最初の受信者がそのメッセージが配信不能であると認識した場合、そのメールサーバーは偽造された「Mail From」値を
もとの送信者として認識し、そのメッセージをそのターゲットに返却または「バウンス」します。ターゲットのシステ
ムは、メッセージをバウンスしたもとのサーバーを正当な送信者として認識すると、そのメッセージを正当な配信不能レ
ポート（NDR）メッセージとして受け入れます。

バウンス攻撃を使用すると、スパムの送信時に最初の受信者の「良い」レピュテーションを利用したり、最初の受信者の
IP レピュテーションを悪化させたり、ターゲットのサーバーでサービス拒否攻撃を作成したりできます。

バウンス攻撃防止のためのシステムの設定が済むと、Symantec Messaging Gateway は、指定されたシード値とともに
現在の日付を使う一意のタグを計算します。スキャナは定義済みポリシーグループのユーザーによって送信されるアウト
バウンドメッセージにこのタグを添付します。

NOTE

正しく処理するには、該当するアウトバウンドメールすべてがアプライアンスを通してルーティングされるこ
とを確認する必要もあります。

メッセージが配信不能として返された場合、エンベロープの返信アドレスにはこのタグが含まれます。

配信不能として返されたように見えるメッセージを受信すると、システムはインバウンドメッセージの受信者とポリシー
グループの設定を比較して、ユーザーのポリシーグループがバウンス攻撃防止の対象に設定されているかどうかを確認し
ます。ポリシーグループが対象に設定されている場合、システムはシード値と現在の日付を含む新しいタグを計算し、そ
の新しいタグを使って電子メールに含まれるタグを検証します。

インバウンドの NDR の有効なタグには、次の情報が含まれます。
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• 正しいタグ形式
• 新しく計算されたタグ内のシード値に一致するシード値
• 新しく計算されたタグの週に含まれる日付

この評価に基づいて、Symantec Messaging Gateway は次のことを行います。

• システムは、タグが有効であると判断した場合はエンベロープからタグを除去し、メールフィルタ設定に基づくフィ
ルタ処理と配信のためにメッセージを転送します。

• タグがない場合、またはタグの内容が確認用に計算したタグと一致しない場合、メッセージはタグ情報なしで書き直
され、バウンス攻撃防止ポリシーの設定に従って管理されます。エラーが記録され、このメッセージは「単一脅威」
を含むメッセージとしてメッセージ統計に集計されます。また、メッセージは「バウンス脅威」としてシステムスパ
ム統計にも追加されます。
メッセージの確認が失敗したときの処理としてポリシーで「拒否」以外が定義されている場合、メッセージでさらに
脅威が検出される可能性があり、統計で「複数脅威」として集計される場合があります。

• 認識不能な形式のためにシステムが確認を実行できない場合は、システムはタグを除去せず、タグをアドレスの一部
として残します。その後、システムはスパムポリシー設定で定義されている処理に基づいてこのメッセージに対処し
ます。

NOTE

50 K を超えるバウンスメッセージは切り捨てられます。切り捨てられたメッセージ内の添付ファイルが読み取
り不能になることがあります。

バウンス攻撃からの保護

バウンス攻撃防止のためのコントロールセンターの設定
発信メッセージに添付され、後でそのメッセージが返された場合はそれを検証するために使用されるタグの計算に使用さ
れるシード値を指定することによって、コントロールセンターでバウンス攻撃防止を設定する必要があります。

バウンス攻撃からの保護について

発信メッセージのための確認タグを作成するときに使用されるシード値を作成するには
1. コントロールセンターで、［管理］、［設定］、［コントロールセンター］の順に選択します。

2. ［証明書］タブをクリックします。

3. ［コントロールセンター証明書］で、［バウンス攻撃防止シード値］を入力します。

このシード値は 8 文字の英数字で指定してください。

4. ［保存］をクリックします。

WARNING

インバウンドおよびアウトバウンドメッセージを、コントロールセンターが異なる別のスキャナで実行して
いる場合は、同じシード値を使用してコントロールセンターごとに手順 1 から 3 を繰り返します。これに
より、すべてのインバウンドおよびアウトバウンドサーバーで確認のために同じタグが計算されます。

NOTE

正しく処理するには、該当するアウトバウンドメールすべてがアプライアンスを通してルーティングされる
ことを確認する必要があります。

ここで、ポリシーグループに対してバウンス攻撃防止を有効にし、メッセージがバウンス攻撃確認を通過しない場合に実
行する処理が記述されたスパムポリシーを割り当てる必要があります。少なくとも 1 つのポリシーグループでバウンス
攻撃防止を有効にしていないと、バウンス攻撃防止が無効になり、システムはバウンス攻撃から保護されません。

バウンス攻撃防止のためのポリシーグループの設定
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［Failed Bounce Attack Validation: Reject message］というデフォルトのスパムポリシーが用意されています。このポリ
シーをそのまま使うことも、編集することも、または独自のポリシーを作成することもできます。

バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メールポリシーの作成

バウンス攻撃防止のためのポリシーグループの設定
［コントロールセンターの設定］ページでバウンス攻撃防止を設定したら、システムが有効性確認を適用するポリシーグ
ループを有効にし、バウンス攻撃防止ポリシーを割り当てる必要があります。

バウンス攻撃からの保護について

バウンス攻撃防止のためのポリシーグループを設定するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. 編集するポリシーグループを選択するか、新しいポリシーグループを作成し、そのポリシーグループの［スパム］タ
ブをクリックします。

3. ［電子メール］で［このポリシーグループのバウンス攻撃防止を有効にする］にチェックマークを付けます。

4. ［バウンス攻撃防止ポリシー］で、バウンスメッセージに適用するポリシーを選択します。

このポリシーには、「メッセージのバウンス攻撃確認が失敗した場合」という条件と実際にバウンスアドレスタ
グの確認が失敗した場合に実行する処理を含める必要があります。Symantec Messaging Gateway には、［Failed
Bounce Attack Validation: Reject message］というデフォルトのポリシーが用意されています。このデフォルトポリ
シーは、タグの確認に失敗したメッセージを拒否するように設定されています。

このポリシーを編集したり新しいポリシーを作成したりすることもできます。

バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メールポリシーの作成

5. ［保存］をクリックします。

正しく処理するには、該当するアウトバウンドメールすべてがアプライアンスを通してルーティングされることを確
認する必要があります。

バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メールポリシーの作成
バウンス攻撃防止を有効にするには、バウンス攻撃防止のためのポリシーグループを有効にし、メッセージがバウンス攻
撃確認を通過しない場合に実行する処理が記述されたスパムポリシーまたは迷惑メールポリシーを割り当てる必要があり
ます。

バウンス攻撃からの保護について

Symantec Messaging Gateway には、［Failed Bounce Attack Validation: Reject message］というデフォルトのバウンス
ポリシーが用意されています。このデフォルトのポリシーで提供される処理は 1 つであり、タグの確認でエラーになっ
たすべてのメッセージを拒否します。このポリシーを編集して実施する処理を変更することも、特定のニーズに合った新
しいポリシーを作成することもできます。

バウンス攻撃防止のための電子メールスパムまたは迷惑メールポリシーを作成する
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. ［追加］をクリックして新しいポリシーを作成します。

3. 新しいポリシーの名前を入力し、［次の条件に合う場合:］の［メッセージのバウンス攻撃確認が失敗した場合］を選
択します。

［適用先］フィールドは自動的に［インバウンドメッセージ］に設定され、無効になります。この条件のインバウン
ドポリシーのみを設定できます。アウトバウンドポリシーは固定されており、変更できません。

 112



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

4. バウンスメッセージの有効性確認に失敗した場合に適用する処理を選択します。［バウンス攻撃確認に失敗したメッ
セージを拒否する］の処理が指定されていますが、必要に応じて他の任意の処理を選択できます。

既存のスパムポリシーと、それが全体的な電子メールの設定に与える影響について考慮してください。

5. ［次のポリシーグループに適用する］で、このポリシーを適用するポリシーグループを選択します。

6. ［保存］をクリックします。

IP アドレスのレピュテーションの調査
［IP レピュテーションルックアップ］ページで特定の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに関する現在と過去の統計情
報を調査できます。指定した IP アドレスが現在含まれている送信者グループ（存在する場合）を表示したり、指定した
IP アドレスをローカルの良い送信者 IP またはローカルの悪い送信者 IP の送信者グループに追加したり、指定した IP ア
ドレスの現在の送信者ポリシーを消去したりすることができます。送信者ポリシーを消去すると、Symantec Messaging
Gateway はローカルの良い送信者 IP グループまたはローカルの悪い送信者 IP グループからその IP アドレスを削除しま
す。

また、IP アドレスのローカルレピュテーションをリセットすることもできます（これにより、その IP アドレスの接続を
管理するためのデータが消去されます）。ページには、その IP アドレスのスパムレピュテーションが最後にリセットさ
れてからのデータが表示されます。

IP レピュテーション機能は、トラフィックが組織のネットワークに到達する前の時点で、組織のゲートウェイを通過
するときに判定を下すように設計されています。この機能の最大のメリットは、トラフィックがネットワークに入って
リソースを消費する前に悪い接続を拒否または遅延できることにあります。これは、ユーザーの Symantec Messaging
Gateway がネットワークの境界に配備されているときに最も効果を発揮します。ただし、Symantec Messaging Gateway
をリレーの内側（ネットワーク内部）に配備した場合でも、受信したヘッダーの内容に基づいて判定できます。

NOTE

このデータが継続的に保管されるよう Symantec Messaging Gateway を設定していない限り、このページの履
歴データは表示されません。この設定は、［管理］ > ［設定］ > ［レポート］ページで行えます。［レポート
データストレージ］の［送信者 IP 接続］にチェックマークを付け、［保存］をクリックします。

IP アドレスの現在の情報と履歴情報を確認するには
1. コントロールセンターで［レピュテーション］、［レピュテーションツール］、［IP レピュテーションルックアッ
プ］の順に選択します。

2. 照会する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定します。

任意の標準 IPv6 形式で個々の IPv6 アドレスを指定できます。

3. ［検索］をクリックします。

指定した IP アドレスについて次の情報が表示されます。

Table 30: レピュテーションの状態

項目 説明

ローカルの良い送信者 IP に追加 この IP アドレスをローカルの良い送信者 IP グループに追加しま
す。ローカルの良い送信者 IP にある IP アドレスからの接続はデ
フォルトで許可され、メッセージはスパムフィルタ処理をバイパ
スします。

ローカルの悪い送信者 IP に追加 この IP アドレスをローカルの悪い送信者 IP グループに追加しま
す。ローカルの悪い送信者 IP にある IP アドレスからの接続はデ
フォルトで拒否されます。

送信者ポリシーの消去 この IP アドレスをローカルの良い送信者 IP グループまたはロー
カルの悪い送信者 IP グループから削除します。
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項目 説明

悪いレピュテーション - グローバルの悪い送信者 この IP アドレスがシマンテックグローバルの悪い送信者グルー
プに含まれている場合は、緑のチェックマークが表示されます。
それ以外の場合は黒のダッシュが表示されます。［悪い送信者］
ページの［シマンテックグローバルの悪い送信者］グループが無
効になっている場合、この列はグレーで表示されます。

削除の要求 このリンクは、IP アドレスがシマンテックグローバルの悪い送信
者グループに含まれている場合にのみ表示されます。シマンテッ
クグローバルの悪い送信者から IP アドレスを削除するようにシ
マンテック社に要求するには、このリンクをクリックします。

悪いレピュテーション - ローカルの悪い送信者 IP この IP アドレスがローカルの悪い送信者 IP グループに含まれて
いる場合は、緑のチェックマークが表示されます。それ以外の
場合は黒のダッシュが表示されます。［悪い送信者］ページの
［ローカルの悪い送信者 IP］グループが無効になっている場合、
この列はグレーで表示されます。

良いレピュテーション - グローバルの良い送信者 この IP アドレスがシマンテックグローバルの良い送信者グルー
プに含まれている場合は、緑のチェックマークが表示されます。
それ以外の場合は黒のダッシュが表示されます。［良い送信者］
ページの［シマンテックグローバルの良い送信者］グループが無
効になっている場合、この列はグレーで表示されます。

良いレピュテーション - ローカルの良い送信者 IP この IP アドレスがローカルの良い送信者 IP グループに含まれて
いる場合は、緑のチェックマークが表示されます。それ以外の
場合は黒のダッシュが表示されます。［良い送信者］ページの
［ローカルの良い送信者 IP］グループが無効になっている場合、
この列はグレーで表示されます。

NOTE

IP アドレスはローカルの良い送信者 IP グループまたはローカルの悪い送信者 IP グループに含めること
ができますが、両方に含めることはできません。現在、IP アドレスがこの 2 つのグループのいずれかに
属している場合、そのグループの［追加］ボタンはグレーで表示されます。もう一方のグループのボタン
をクリックすると、IP アドレスをそのグループに移動できます。

Table 31: ローカルの状態

項目 説明

状態のリセット この処理をクリックして確認すると、Symantec Messaging Gateway はこの送信者の過去のすべての
レピュテーションデータを「なかったこと」にします。この処理で、［現在の処理］、［メッセージ
量］、［スパムの合計 %］の列が消去されます。ただし、送信者が、ローカルの良い送信者 IP、ロー
カルの悪い送信者 IP、ファストパスのいずれかの送信者グループに含まれている場合、送信者はそれ
らのグループに残ります。これらの送信者グループから送信者を削除するには、［送信者ポリシーの消
去］をクリックします。また、［状態のリセット］をクリックすると、送信者がデフォルトの接続クラ
スクラスに移動されます。
ゲートウェイでの接続負荷の管理について

スキャナ この IP アドレスからのトラフィックを検出したスキャナです。スキャナごとに 1 行に表示されます。
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項目 説明

現在の処理 IP レピュテーションデータベースの情報に基づいてこの IP アドレスからの接続に対して実行する処理
がこの行に表示されます。
当該 IP アドレスからの接続に次のいずれかの処理を割り当てることができます。
• 拒否: この IP アドレスは悪い送信者グループに含まれ、そのグループに対する処理は SMTP 接続の
拒否です。

• 遅延: この IP アドレスは悪い送信者グループに含まれ、そのグループに対する処理は SMTP 接続の
遅延です。

• AS フィルタのスキップ: この IP アドレスは良い送信者グループに含まれ、そのグループに対する
処理は通常のメッセージ配信です。この IP アドレスからのメッセージは、Symantec Messaging
Gateway によるスパムフィルタ処理の対象にはなりませんが、ウイルス対策フィルタなどのほかの
すべてのフィルタ処理の対象になります。

• 部分的フィルタ: この IP アドレスはファストパス機能からパスを付与されています。ほとんどの場
合、この IP アドレスからのメッセージは Symantec Messaging Gateway によるスパムフィルタ処
理の対象になりません。ただし、サンプルメッセージは Symantec Messaging Gateway によるスパ
ムフィルタ処理の対象になります。すべてのメッセージはウイルス対策フィルタなどの他のすべて
のフィルタ処理の対象になります。

• 通常のフィルタ: この IP アドレスにはローカル、グローバルともにネガティブなレピュテーション
はなく、ファストパス機能からパスは付与されていません。

メッセージ量 この IP アドレスから送信されたメッセージの量です。次の 4 つの値のいずれかが表示されます。
• なし（これがデフォルト値）
• 軽度
• 中レベル
• 高レベル

スパムの合計 % この IP アドレスから送信されたメッセージでスパムと判定されたものの割合です。
接続クラス このスキャナのこの IP アドレスに割り当てられた接続クラス（1 から 9、またはデフォルト）です。

接続クラスにより、数字が大きい（悪い）クラスの IP アドレスからの接続ほど高い割合で遅延されま
す。IPv6 アドレスの場合、接続クラスは常に「1」です。

ファストパス このスキャナのファストパス機能から、現在この IP アドレスにパスが付与されている場合、この列に
緑のチェックマークが表示されます。それ以外の場合は黒のダッシュが表示されます。IPv6 アドレスは
サポートされません。

ディレクトリハーベスト攻
撃

［レピュテーション］、［悪い送信者］、［ディレクトリハーベスト攻撃］の順に選択して表示される
ページでこの IP アドレスをディレクトリハーベスト攻撃制限の対象に設定している場合、緑のチェッ
クマークが表示されます。それ以外の場合は黒のダッシュが表示されます。IPv6 アドレスはサポートさ
れません。

ウイルス攻撃 ［レピュテーション］、［悪い送信者］、［電子メールウイルス攻撃］の順に選択して表示されるペー
ジでこの IP アドレスをウイルス攻撃制限の対象に設定している場合、緑のチェックマークが表示され
ます。それ以外の場合は黒のダッシュが表示されます。IPv6 アドレスはサポートされません。

前回のメッセージ この IP アドレスからのトラフィックが最後に検出された日時です。

Table 32: ローカル接続履歴

項目 説明

時間範囲 ［ローカル接続履歴］テーブルに表示されるデータの時間範囲を選択します。過去 1 時間、過去 1 日、
過去 1 週間のいずれかを選択できます。

試行回数 この IP アドレスからの接続が、指定した期間に試行された回数です。
受け入れ この IP アドレスからの接続が、指定した期間に受け入れられた回数です。
拒否 この IP アドレスからの接続が、指定した期間に拒否された回数です。
遅延 この IP アドレスからの接続が、指定した期間に遅延された回数です。
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ドメイン、電子メールアドレス、IP アドレスの送信者グループメンバーシップを確認するには
4. コントロールセンターで［レピュテーション］、［レピュテーションツール］、［送信者の検索］の順に選択しま
す。

5. ドメイン、電子メールアドレス、IP アドレスのいずれかを入力します。

6. ［送信者の検索］をクリックします。

送信者が次のいずれかのグループに属している場合、そのグループの名前が表示されます。

• ローカルの悪い送信者ドメイン
• ローカルの悪い送信者 IP
• サードパーティの悪い送信者
• ローカルの良い送信者ドメイン
• ローカルの良い送信者 IP
• サードパーティの良い送信者
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証明書の設定

証明書について
証明書は、クライアントとサーバー IP アドレスまたはドメイン間の通信をセキュリティ保護し、認証します。自己署名
証明書を生成したり、認証局（CA）が発行する署名付きの証明書をインポートできます。

証明書の種類による違いに注意してください。

• 自己署名証明書。認証局によって署名されていません。
• ルート認証局証明書（ルート CA 証明書）。特定の認証局を識別する証明書です。
• 中間認証局証明書（中間 CA 証明書）。特定の証明書に責任を持つ別の団体を識別します。その証明書署名の完全な
検証チェーンを提供するために必要になることがあります。

• 認証局の署名付き証明書。認証局によって署名されています。認証局の署名付き証明書が有効な証明書として受け入
れられるように、証明書に署名した認証局の CA 証明書が、［証明書の設定］ページの［認証局］タブの［CA 証明
書］リストに表示されていることを確認してください。

CA 証明書を使用して HTTPS 認証が成功するには、完全な「パス」またはクライアント証明書から CA 証明書までの
「チェイン」が必要です。さらに、ネゴシエーションの両サイドは、署名認証局を認識する必要があります。Symantec
Messaging Gateway には、大部分の認証局ベンダーに共通するルート CA 証明書がプリインストールされていま
す。［証明書の設定］ページの［認証局］タブに、プリインストールされたルート CA 証明書の一覧が表示されます。
ルート CA 証明書または中間 CA 証明書を追加することができます。証明書の発行者によっては、発行する証明書にセ
キュリティを強化するための中間 CA 証明書が必要で、それらが提供されています。

CA 証明書を使用する SMTP/TLS 認証の場合、Symantec Messaging Gateway では、完全なパスやクライアント証明書
から CA 証明書までのチェインがなくても、証明書を使うことができます。

証明書を追加した後で、その証明書を、Web ベースの通信を保護するためにコントロールセンターに割り当てる
か、TLS 暗号をサポートするためにスキャナ MTA に割り当てます。

MTA TLS 証明書 各スキャナのインバウンドメールプロセス、アウトバウンドメールプロセス、認証メールプロセスは TLS
証明書を使用します。この TLS 証明書をこれらのプロセスに割り当て、スキャンのために TLS 暗号化
メッセージを受け入れたり送信したりします。
スキャナへ MTA TLS 証明書を割り当てる

ユーザーインターフェー
ス HTTPS 証明書

コントロールセンターは HTTPS 証明書を使って、Web ブラウザからの通信をセキュリティで保護しま
す。
コントロールセンターへのユーザーインターフェース HTTPS 証明書の割り当て

NOTE

証明書を購入または生成したとき、SMTP/TLS や HTTPS に対して使うかどうかを指定できる場合がありま
す。認証局では、証明書そのものの他に中間 CA 証明書もインポートするよう要求する場合があります。必ず
認証局から送られた証明書と中間証明書の両方をインストールするようにしてください。

次のいずれかの方法で、CA による署名付きの証明書を利用可能な証明書のリストに追加できます。
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• ［証明書の追加］ページに必要な情報をすべて入力して、自己署名証明書を生成します。自己署名証明書は、コント
ロールセンターの HTTPS 証明書や TLS 暗号を受け入れるためのスキャナ MTA の HTTPS 証明書としてすぐに利用
できます。

• ［証明書の追加］ページで生成した証明書署名要求を提出することによって、認証局の署名付き証明書を追加しま
す。認証局から戻された証明書を受け取るとき、その証明書はローカルに保存し、コントロールセンターにインポー
トしてから使用可能証明書のリストに追加します。

• 以前に Symantec Messaging Gateway アプライアンスからエクスポートした認証局の署名付き証明書をインポートし
ます。

• 既存の認証局の署名付き証明書を、有効性の日付のみが異なる新しい証明書で更新します。
• コントロールセンターで証明書署名要求を生成せずに、認証局の署名付き証明書を追加します。最初に証明書を修正
する必要があります。証明書は PEM 形式になっている必要があります。

証明書の管理

証明書の管理
証明書は、コントロールセンターで設定できます。

「証明書の管理」では、証明書に対して実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも
実行できます。

Table 33: 証明書の管理

タスク 説明

新しい自己署名証明書を追加す
る。

自己署名証明書は、HTTPS 通信または SMTP/TLS のいずれかに使うことができます。メール
サーバーによっては、SMTP/TLS に使用される自己署名証明書を認識できない可能性がありま
す。多くの電子メールサーバーは認証局の署名付き証明書を必要とします。
自己署名証明書の追加

認証局の署名付き証明書を追加す
る方法を決定する。

このトピックでは、認証局の署名付き証明書を追加するために使用できる方法を説明します。
認証局の署名付き証明書を追加する方法

インポートによって認証局の署名
付き証明書を追加する。

コントロールセンターで証明書署名要求を生成しなくても、認証局の署名付き証明書を追加でき
ます。
認証局の署名付き証明書のインポートファイルの修正

独自の CA 証明書または中間証明
書を追加する。

Symantec Messaging Gateway には、多くのベンダーで共通の認証局（CA）証明書があらかじ
めインストールされています。認証局が SMTP/TLS または HTTPS 証明書を発行し、その認証
局の CA 証明書がコントロールセンターにまだ存在しない場合は、CA 証明書を追加します。
中間 CA 証明書を必要とする証明書の場合も、CA 証明書を追加します。CA 証明書を追加する
と、証明書チェインが完成して、認証局の署名付き証明書の認証が可能になります。
CA または中間証明書の追加

CA 証明書のすべての目録を確認す
る。

現在インストールしてある CA 証明書のリストを表示できます。
既存の CA 証明書の表示

認証局の署名付き証明書を要求す
る。

SMTP/TLS 通信では、自己署名証明書よりも認証局の署名付き証明書の方が有効である可能性が
高くなっています。認証局の署名付き証明書は HTTPS 通信にも使用できます。コントロールセ
ンターの［認証局］タブに、使用できるいくつかの CA が表示されます。ただし、他の CA もサ
ポートされています。
認証局の署名付き証明書の要求

認証局の署名付き証明書をコント
ロールセンターにインポートす
る。

認証局（CA）から証明書を受信したら、その証明書をインポートしてコントロールセンターで
使えるようにする必要があります。CA では、この証明書のほかに中間 CA 証明書を送信してい
る可能性があります。この中間 CA 証明書もコントロールセンターにインストールする必要があ
ります。
認証局の署名付き証明書のインポート
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タスク 説明

証明書をエクスポートして、別の
Symantec Messaging Gateway ア
プライアンスにインポートする、
またはバックアップとして保存す
る。

インポート前に証明書インポートファイルを修正する必要はありません。
TLS と HTTPS 証明書のエクスポート

コントロールセンターにある既存
のすべての CA 証明書を別の CA
証明書のセットに置換する。

既存の CA 証明書はすべて削除され、指定したファイル内の CA 証明書に置き換わります。
既存のすべての CA 証明書の置換

CA 証明書のバックアップを作成す
る。

コントロールセンターにインストールしている CA 証明書のバックアップを作成できます。
CA 証明書のバックアップ

証明書またはドメインキー名を変
更する。

証明書の他の部分は修正できません。証明書の別の部分を変更するには、新しい証明書を作成す
る必要があります。
証明書またはドメインキーの名前の変更

アプリケーション証明書をイン
ポート、エクスポート、使用す
る。

必要に応じて、アプリケーション証明書をインポートおよびエクスポートできます。また、これ
らの証明書を編集、表示、削除することもできます。
アプリケーション証明書のインポート
アプリケーション証明書のエクスポート
アプリケーション証明書の処理

自己署名証明書の追加
自己署名証明書は、HTTPS 通信または SMTP/TLS のいずれかに使うことができます。SMTP/TLS に使う自己署名証明
書は、電子メールサーバーによっては認識されないことがあります。多くの電子メールサーバーは認証局の署名付き証明
書を必要とします。自己署名証明書は SMTP/TLS には推奨されません。

自己署名証明書を追加するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. ［追加］をクリックします。

4. ［証明書名］ボックスに証明書の名前を入力します。

5. ［証明書の種類］ドロップダウンリストで［自己署名］をクリックします。

6. ページのその他の情報を入力します。

7. ［作成］をクリックします。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

証明書について

認証局の署名付き証明書を追加する方法
「認証局の署名付き証明書の追加方法」では、認証局の署名付き証明書の追加に使うことができる方法を説明します。
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Table 34: 認証局の署名付き証明書の追加方法

方法 手順

［証明書の追加］ページで生成した証明書署名要
求を認証局に提出します。認証局から戻された証
明書を受け取るとき、その証明書はローカルに保
存し、コントロールセンターにインポートしてか
ら使用可能証明書のリストに追加します。

認証局の署名付き証明書の要求

Symantec Messaging Gateway アプライアンスか
ら認証局の署名付き証明書か自己署名証明書をエ
クスポートし、次に証明書をインポートします。

自己署名証明書の追加
TLS と HTTPS 証明書のエクスポート
認証局の署名付き証明書のインポート

既存の TLS と HTTPS の認証局の署名付き証明
書を、有効期限のみが異なる新しい証明書で更
新します。このためには、以前の証明書は所定の
位置のままにしておき、更新した証明書をコント
ロールセンターにインポートします。

認証局の署名付き証明書のインポート

コントロールセンターで証明書署名要求を生成せ
ずに、認証局の署名付き証明書を追加します。最
初にインポートファイルを修正する必要がありま
す。証明書は PEM 形式になっている必要があり
ます。

認証局の署名付き証明書のインポートファイルの修正
証明書とドメインキーの PEM 形式の必要条件

認証局の署名付き証明書が有効な証明書として受け入れられるように、証明書に署名した認証局の CA 証明書が、［証明
書の設定］ページの［認証局］タブの［CA 証明書］リストに表示されていることを確認してください。

CA または中間証明書の追加

証明書を追加した後は、その証明書を、Web ベースの通信を保護するためにコントロールセンターに割り当てること
も、TLS 暗号化をサポートするためにスキャナ MTA に割り当てることもできます。

コントロールセンターへのユーザーインターフェース HTTPS 証明書の割り当て

スキャナへ MTA TLS 証明書を割り当てる

認証局の証明書を追加するもう 1 つの理由は、TLS と HTTP 証明書が中間認証局の証明書を必要とする場合です。認証
局の署名付き証明書を追加すると、証明書チェーンが完成して、新しい証明書の認証が可能になります。設定したすべて
のスキャナは、SMTP/TLS 認証と HTTPS 認証のためにコントロールセンターの認証局の署名付き証明書にアクセスでき
ます。

証明書について

認証局の署名付き証明書のインポートファイルの修正
コントロールセンターで証明書署名の要求を生成しなくても、認証局の署名付き証明書を追加できます。Symantec
Messaging Gateway アプライアンスから証明書をエクスポートしていない場合は、最初に証明書インポートファイルを
修正する必要があります。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

証明書について

証明書インポートファイルを修正するには、証明書署名要求の生成に使われるキーからパスフレーズを削除します。次
に、証明書、修正したキーの順にコピーして、それらを 1 つの新しいファイルに結合します。結合したファイルをロー
カルに保存し、そのファイルをコントロールセンターにインポートして、利用可能な証明書のリストに追加します。証明
書は PEM 形式になっている必要があります。

認証局の署名付き証明書インポートファイルを修正するには
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1. 証明書署名要求の生成に使われるキーからパスフレーズを削除します。

次のコマンドを使うことができます。

# openssl rsa -in key.pem -out key-nopass.pem

ここで、key.pem はキーの入力ファイル名、key-nopass.pem はパスフレーズなしのキーの出力ファイル名です。

2. 新しいテキストファイルを作成します。

3. 証明書を新しいファイルにコピーします。

4. 証明書の下で、パスフレーズなしで公開キーを新しいファイルにコピーします。

5. 新しいファイルをローカルに保存します。

6. コントロールセンターにファイルをインポートします。

認証局の署名付き証明書のインポート

CA または中間証明書の追加
Symantec Messaging Gateway には、多くのベンダーで共通の認証局（CA）証明書があらかじめインストールされてい
ます。認証局が SMTP/TLS または HTTPS 証明書を発行し、その認証局の CA 証明書がコントロールセンターにまだ存
在しない場合は、CA 証明書を追加します。

中間 CA 証明書を必要とする証明書の場合も、CA 証明書を追加します。CA 証明書を追加すると、証明書チェインが完
成して、認証局の署名付き証明書の認証が可能になります。

証明書について

先に進む前に、その CA 証明書があることを確認してください。証明書を認証局から受信した際に、CA 証明書が含まれ
ていた可能性があります。CA 証明書を認証局の Web サイトからダウンロードできる場合もあります。CA 証明書を含む
ファイルは、PEM 形式である必要があります。

証明書とドメインキーの PEM 形式の必要条件

CA または中間証明書を追加するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［認証局］タブをクリックします。

3. ［更新］をクリックします。

4. ［CA 証明書の更新］ページで［参照］をクリックします。

5. CA または中間証明書を含むファイルを検索して、選択します。

6. ［更新］をクリックします。

ページの上に表示される状態メッセージで、正常に処理されたかどうかがわかります。

既存の CA 証明書の表示
現在インストールしてある CA 証明書のリストを表示できます。

証明書について

既存の CA 証明書を表示するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［認証局］タブをクリックします。

現在インストールしてある CA 証明書が表示されます。
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認証局の署名付き証明書の要求
認証局の署名付き証明書は、SMTP/TLS 通信には自己署名証明書より有効であることが高く、HTTPS 通信に使うことも
できます。先に進む前に、証明書を購入する CA を決めます。コントロールセンターの［認証局］タブに、使用できるい
くつかの CA が表示されます。ただし、他の CA もサポートされています。

共通名として、証明書をインストールするコンピュータのドメイン名または完全修飾ドメイン名を使います。CA によっ
ては、ドメイン名の代わりに IP アドレスを共通名として使って作成した証明書をサポートしていない場合があります。
詳しくは CA に問い合わせてください。

既存の CA 証明書の表示

証明書について

証明書の要求と発行手続きは、CA ごとに異なります。詳しくは CA に問い合わせ、環境に適した手順に従ってくださ
い。

NOTE

認証局の署名付き証明書がある場合は、証明書署名要求を提出しなくてもその証明書を追加できます。ただ
し、コントロールセンターで新しい証明書署名要求を生成することも、Symantec Messaging Gateway アプラ
イアンスから証明書をエクスポートすることもしなかった場合は、最初に証明書を修正する必要があります。

認証局の署名付き証明書のインポートファイルの修正

認証局の署名付き証明書を追加する方法

認証局の署名付き証明書を要求するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. ［追加］をクリックします。

4. ［証明書名］ボックスに証明書の名前を入力します。

5. ［証明書の種類］ドロップダウンリストで［認証局署名］をクリックします。

6. 必要に応じてページのその他の部分に情報を入力します。

7. ［作成］をクリックします。

8. 表示されたテキストをコピーし、テキストファイルに貼り付けて保存します。

生成されたテキストをテキストファイルとして保存します。後でテキストファイルの情報をコピーして、CA 要求
フォームに貼り付けることができます。

9. CA が要求する方法で、CSR（Certificate Signing Request）を CA に提出します。

認証局の署名付き証明書のインポート
認証局（CA）から証明書を受信したら、その証明書をインポートしてコントロールセンターで使えるようにする必要が
あります。CA では、この証明書のほかに中間 CA 証明書を送信している可能性があります。この中間 CA 証明書もコン
トロールセンターにインストールする必要があります。

NOTE

DSA (Digital Signature Algorithm)署名付き証明書はインポートできません。

また、有効期限のみが異なる既存の TLS と HTTPS の認証局の署名付き証明書を更新することもできます。以下の手順
に従って、以前の証明書はそのままにしておき、更新した証明書をインポートします。
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NOTE

認証局の署名付き証明書がある場合は、証明書署名要求を生成しなくてもその証明書をインポートできます。
ただし、コントロールセンターで新しい証明書署名要求を生成することも、Symantec Messaging Gateway ア
プライアンスから証明書をエクスポートすることもしなかった場合は、最初に証明書を修正する必要がありま
す。

認証局の署名付き証明書のインポートファイルの修正

認証局の署名付き証明書を追加する方法

証明書について

認証局の署名付き証明書をインポートするには
1. CA から証明書ファイルを受信したら、コントロールセンターからアクセスできる場所にそのファイルを保存しま
す。

場合によっては、認証局の要件に基づいて複数のファイルを保存する必要があります。

2. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

3. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

4. ［インポート］をクリックします。

5. ［証明書のインポート］ページで、証明書の絶対パスとファイル名を入力するか、または［参照］をクリックして証
明書ファイルを選択します。

6. ［インポート］をクリックします。

既存のすべての CA 証明書の置換
コントロールセンターの既存のすべての CA 証明書を別の CA 証明書セットに置換できます。既存の CA 証明書はすべて
削除され、指定したファイル内の CA 証明書に置き換わります。

先に進む前に、それらの CA 証明書があることを確認してください。CA 証明書を含むファイルは、PEM 形式である必
要があります。

証明書とドメインキーの PEM 形式の必要条件

証明書について

既存のすべての CA 証明書を置換するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［認証局］タブをクリックします。

3. ［復元］をクリックします。

4. ［CA 証明書の復元］ページで、［参照］をクリックし、CA 証明書を含むファイルの場所を指定します。

5. ［復元］をクリックします。

ページの上に表示される状態メッセージで、正常に処理されたかどうかがわかります。

CA 証明書のバックアップ
コントロールセンターにインストールしている CA 証明書のバックアップを作成できます。

証明書について

CA 証明書のバックアップを作成するには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［認証局］タブをクリックします。

3. ［バックアップ］をクリックします。

4. ブラウザのファイルのダウンロード用ダイアログボックスで、［保存］をクリックし、ファイルの場所を指定しま
す。

ファイルは、デフォルトのブラウザのダウンロードディレクトリに保存されることも、指定した場所に保存されるこ
ともあります。

証明書またはドメインキーの名前の変更
証明書またはドメインキーの名前は変更できますが、証明書のほかの部分は修正できません。証明書の別の部分を変更す
るには、新しい証明書を作成する必要があります。

自己署名証明書の追加

認証局の署名付き証明書を追加する方法

ドメインキーの追加

1. 自己署名または認証局の署名付き証明書の名前を変更するには、［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択しま
す。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. 変更する証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［編集］をクリックします。

5. ［証明書の編集］ページで、［証明書名］フィールドに証明書の新しい名前を入力します。

証明書の名前は最大 255 文字の半角英数字記号に制限されています。

6. ［保存］をクリックします。

7. ドメインキー名を変更するには、［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

8. ［ドメインキー］タブをクリックします。

9. 変更するドメインキーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

10.［編集］をクリックします。

11.［ドメインキーの編集］ページで、［ドメインキー名］フィールドに証明書の新しい名前を入力します。

12.［保存］をクリックします。

アプリケーション証明書のインポート
アプリケーション証明書を Symantec Messaging Gateway にインポートすることによって、Symantec Messaging
Gateway はアプリケーションからの接続を信頼できるクライアントとして認証することができます。

たとえば、Symantec Messaging Gateway と Data Loss Prevention Enforce 間のデータを同期させる場合を想定します。
まず、Enforce Severから証明書を取得します。続いて、証明書を Symantec Messaging Gateway にインポートします。
これで、Symantec Messaging Gateway は Enforce Server に対して認証し、同期を実行できるようになります。

NOTE

DSA（Digital Signature Algorithm）署名付き証明書はサポートされません。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

証明書について
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アプリケーション証明書をインポートするには、完全管理権、または設定管理の修正権限が必要です。

アプリケーション証明書をインポートするには
1. アプリケーションから証明書ファイルを受信したら、コントロールセンターからアクセスできる場所にそのファイル
を保存します。

2. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

3. ［アプリケーション］タブをクリックします。

4. ［インポート］をクリックします。

5. ［アプリケーション証明書のインポート］ページの［管理者］フィールドで、すべてのコンテンツインシデントフォ
ルダに対する修正権限がある管理者を選択します。

NOTE

この管理者はこの証明書を使うアプリケーションインターフェースでの今後すべての処理で、ログにクレ
ジットされます。

6. ［証明書名］フィールドに証明書を説明する名前を入力します。

7. ［ファイル名］フィールドで、証明書の絶対パスとファイル名を入力するか、または［参照］をクリックして証明書
ファイルを選択します。

8. ［インポート］をクリックします。

アプリケーション証明書のエクスポート
アプリケーション証明書を Symantec Messaging Gateway からエクスポートすることができます。この証明書をアプリ
ケーションにインポートすると、そのアプリケーションを Symantec Messaging Gateway に対して認証することができ
ます。

WARNING

アプリケーション証明書をエクスポートすることで、重大なセキュリティリスクが発生することがあります。
エクスポートファイルには、サーバーとして認証されるために必要なすべてのデータが含まれています。

バックアップやディザスタリカバリの準備のために証明書をエクスポートすることを推奨します。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

アプリケーション証明書のインポート

アプリケーション証明書をエクスポートするには、完全管理権、または設定管理の修正権限が必要です。

アプリケーション証明書をエクスポートするには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［アプリケーション］タブをクリックします。

3. エクスポートする証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［エクスポート］をクリックします。

5. 安全な場所にファイルを保存します。

アプリケーション証明書の処理
アプリケーション証明書のインポートおよびエクスポートに加えて、以下のタスクを実行することもできます。

編集 証明書名および管理者を変更する
類似した証明書と区別するために、証明書の名前を変更することができます。

削除 指定した 1 つまたは複数の証明書を削除する
不要になった証明書を削除し、証明書のリストを整理することができます。

Warning! 証明書を削除すると、完全バックアップまたはカスタム設定バックアップからのみ検索することができま
す。

表示 指定した証明書を表示する
証明書の詳細を表示して、その有効性を確認することができます。

NOTE

Symantec Protection Center の証明書を持っている場合、証明書の詳細の表示のみが可能です。証明書は編
集、エクスポート、または削除することができません。

アプリケーション証明書を処理するには、完全管理権、または設定管理の修正権限が必要です。

アプリケーション証明書を処理するには
1. ［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［アプリケーション］タブをクリックします。

3. 処理する証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. 次のいずれかのタスクを行います。

［編集］をクリックしま
す。

ドロップダウンメニューをクリックして管理者を変更または証明書の名前を変更し、［保存］をクリッ
クします。

［削除］をクリックしま
す。

確認ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

［表示］をクリックしま
す。

証明書の詳細の確認が済んだら、OK をクリックしてアプリケーション証明書リストに戻ります。

5. ［保存］をクリックします。

アプリケーション証明書のインポート

アプリケーション証明書のエクスポート

証明書とドメインキーの PEM 形式の必要条件
証明書を追加するときや、ドメインキーをインポートするときには、自身が生成したものか認証局が署名したものかを問
わず、証明書やドメインキーが以下の条件を満たしていることを確認します。
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• 証明書やドメインキーは PEM 形式でファイルに格納されていて、証明書またはドメインキーが次のマーカーの間に
Base64 でエンコードされたテキストとして含まれている必要があります。
証明書の場合は -----BEGIN CERTIFICATE----- と -----END CERTIFICATE----- の間。
PKCS#8 ドメイン キーの場合は -----BEGIN PUBLIC KEY----- と -----END PUBLIC KEY----- の間。
OpenSSL ドメイン キーの場合は -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- と -----END RSA PRIVATE KEY-----  の
間。
開始と終了のマーカーの外部にあるテキストは無視されます。
証明書とドメインキーの 形式は、開始と終了のマーカー以外は同一です。
Base64 テキストは、大文字と小文字のローマ字（A–Z、a–z）、数字（0–9）、+ 記号と/記号だけで構成されます。

• ファイルは US-ASCII または UTF としてエンコードする必要があります。拡張 ASCII 文字や非 ASCII 文字を含める
ことはできません。

• CA 証明書の追加または置換（更新または復元）時には、1 つのファイルに複数の証明書を含めることができます。
• 証明書またはドメインキーを含むファイルの拡張子に制約はありません。証明書には通常、.txt または .crt の拡張子が
使われ、ドメインキーには通常、.key 拡張子が使われます。

• 証明書またはドメインキーを含むファイルは、コントロールセンターへのアクセスに使うブラウザからアクセスでき
る必要があります。

PEM 形式の CA 証明書の例を次に示します。

Text before Begin Certificate is ignored.

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICPTCCAaYCEQDNun9W8N/kvFT+IqyzcqpVMA0GCSqGSIb3DQEBAgUAMF8xCzAJ

BgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xh

c3MgMSBQdWJsaWMgUHJpbWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTAeFw05

NjAxMjkwMDAwMDBaFw0yODA4MDEyMzU5NTlaMF8xCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYD

VQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xhc3MgMSBQdWJsaWMgUHJp

bWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB

jQAwgYkCgYEA5Rm/baNWYS2ZSHH2Z965jeu3noaACpEO+jglr0aIguVzqKCbJF0N

H8xlbgyw0FaEGIeaBpsQoXPftFg5a27B9hXVqKg/qhIGjTGsf7A01480Z4gJzRQR

4k5FVmkfeAKA2txHkSm7NsljXMXg1y2He6G3MrB7MLoqLzGq7qNn2tsCAwEAATAN

BgkqhkiG9w0BAQIFAAOBgQBMP7iLxmjf7kMzDl3ppssHhE16M/+SG/Q2rdiVIjZo

EWx8QszznC7EBz8UsA9P/5CSdvnivErpj82ggAr3xSnxgiJduLHdgSOjeyUVRjB5

FvjqBUuUfx3CHMjjt/QQQDwTw18fU+hI5Ia0e6E1sHslurjTjqs/OJ0ANACY89Fx

lA==

-----END CERTIFICATE-----

Text after End Certificate is ignored.

ドメインキーを追加するときには、PEM 形式の必要条件を満たす方法で Symantec Messaging Gateway がドメインキー
を生成します。

CA または中間証明書の追加

自己署名証明書の追加

ドメインキーのインポート

ドメインキーの追加

SMTP/TLS または HTTPS の証明書の表示
任意の SMTP/TLS または HTTPS 証明書を表示できます。

既存の CA 証明書の表示

SMTP/TLS または HTTPS の証明書を表示するには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. 表示する証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［表示］をクリックします。

TLS と HTTPS 証明書のエクスポート
Symantec Messaging Gateway アプライアンスから任意の証明書をエクスポートし、次にその証明書をインポートでき
ます。バックアップやディザスタリカバリの準備のために証明書をエクスポートすることが必要な場合もあります。

WARNING

証明書をエクスポートすることで、重大なセキュリティリスクが発生することがあります。エクスポートファ
イルには、サーバーとして認証されるために必要なすべてのデータが含まれています。

NOTE

証明書署名要求はエクスポートできません。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

認証局の署名付き証明書のインポート

TLS および HTTPS 証明書をエクスポートするには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. エクスポートする単一の証明書の隣にあるチェックボックスをクリックします。

4. ［エクスポート］をクリックします。

5. 安全な場所にファイルを保存します。

SMTP/TLS または HTTPS の証明書の削除
証明書を表示または削除できます。SMTP/TLS または HTTPS 認証に使用中の証明書を削除することはできません。

SMTP/TLS または HTTPS の証明書の表示

SMTP/TLS または HTTPS の証明書を削除するには
1. ［管理］、［設定］、［証明書］の順に選択します。

2. ［TLS と HTTPS の証明書］タブをクリックします。

3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［削除］をクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

スキャナへ MTA TLS 証明書を割り当てる
MTA TLS 証明書をスキャナに割り当てることができます。スキャナでインバウンドまたはアウトバウンドのメールのス
キャンを行うとき、または認証を行うときに、TLS で暗号化されたメッセージを送信または受け入れる場合は、この割
り当てを行う必要があります。

証明書について

SMTP 認証に証明書を割り当てることもできます。
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SMTP 認証メールの設定

自己署名証明書を使うことも、認証局の署名付き証明書を使うこともできます。また、証明書チェーンが確実に検証可能
であるようにするために、中間 CA 証明書またはルート CA 証明書のインストールが必要になる場合もあります。SMTP/
TLS 認証の場合、Symantec Messaging Gateway では、またはクライアントの証明書から認証局が署名した証明書まで
の完全なパスやチェーンがなくても、認証局が署名した証明書を使うことができます。

認証局の署名付き証明書を追加する方法

MTA TLS 証明書をスキャナに割り当てるには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 必要なホストの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［SMTP］タブをクリックします。

4. このスキャナでインバウンドまたはアウトバウンド TLS 暗号化電子メールをそれぞれスキャンする場合、［インバウ
ンドメールの設定］、［アウトバウンドメールの設定］、［認証メールの設定］のいずれかで、［TLS 暗号化を受け
入れる］にチェックマークを付けます。

5. 隣にあるドロップダウンリストで、インバウンドメールフロー、アウトバウンドメールフロー、認証メールフローの
いずれかに対する MTA TLS 証明書を選択します。

同じ証明書をインバウンド、アウトバウンド、認証のすべての TLS 暗号化電子メールフィルタに割り当てることがで
きます。

6. インバウンドまたは認証接続しているクライアントが認証用の TLS 証明書を提供するようにする場合、［クライアン
ト認証を要求する］にチェックマークを付けます。

認証がうまくいかないクライアントは、アプライアンスにメールを送ることができません。

この手順は、アウトバウンドメールフローには適用できません。

場合によっては、中間認証局の署名付き証明書（中間 CA 証明書）をインストールして、接続しているクライアント
の TLS 証明書を認証する必要があります。

7. 認証を行う場合にのみ、［TLS 暗号化を要求する］にチェックマークを付けることができます。

TLS の暗号化を使わないクライアントは認証できません。

8. ［保存］をクリックします。

コントロールセンターへのユーザーインターフェース HTTPS 証明書の割
り当て
ユーザーインターフェース HTTPS 証明書をコントロールセンターに割り当てることができます。自己署名証明書を使う
ことも、認証局の署名付き証明書を使うこともできます。認証局の署名付き証明書を使う場合は、証明書チェーンが確実
に検証可能であるようにするために、中間 CA 証明書またはルート CA 証明書のインストールが必要になる場合もありま
す。

証明書について

CA または中間証明書の追加

ユーザーインターフェース HTTPS 証明書をコントロールセンターに割り当てるには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［証明書］タブをクリックします。

3. ［ユーザーインターフェース HTTPS 証明書］ドロップダウンリストをクリックし、証明書を選択します。

4. ［保存］をクリックします。
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ポリシーグループの設定

ポリシーグループについて
ポリシーグループは、ユーザーのセットです。スパム、マルウェア、脅威対策、コンテンツのフィルタポリシーをポリ
シーグループに適用します。また、ポリシーグループに対して、管理ポリシーを有効にしたり、エンドユーザー検疫また
はエンドユーザー設定権限を有効にしたり、インバウンドメールの言語制限を設定できます。

メッセージがポリシーの条件と一致すると、各送信者または受信者に対して実行する SMG の処理は、ポリシーグルー
プのメンバー所属に基づいて異なる可能性があります。インバウンドのメッセージの場合、SMG は受信者のポリシーグ
ループのフィルタポリシーに従って各受信者のメッセージを処理します。アウトバウンドのメッセージの場合、送信者の
ポリシーグループにより、メッセージの処理方法が決定されます。

デフォルトでは、Symantec Messaging Gateway はスパム、マルウェア、脅威対策のデフォルトのフィルタポリシー
を、作成するポリシーグループに割り当てます。コンテンツフィルタにはデフォルトのポリシーがありません。そのた
め、コンテンツフィルタポリシーを新しいポリシーグループに割り当てることはできません。独自のフィルタポリシーを
作成したら、新しいポリシーを割り当てるポリシーグループを編集できます。

ある受信者または送信者が複数のポリシーグループに所属する場合、優先順位が高いグループの処理が適用されます。グ
ループが［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］ページのリストで表示される位置が上位になるほど、グルー
プの優先順位が高くなります。

［デフォルト］ポリシーグループには、すべてのユーザーが含まれています。このポリシーグループは常にリストの最後
のグループになり、カスタムポリシーグループに割り当てるポリシーが正常に動作することが保障されます。［デフォル
ト］ポリシーグループの位置は変更できません。

［管理者］ > ［ユーザ］ > ［ポリシー グループ］ページで以下の操作を実行できます。

• 各メッセージに適用されるポリシーを決定するポリシーグループの優先度を設定します。
• ポリシーグループのメンバーと処理を編集します。
• ポリシーグループを有効化または無効化します。
• ポリシーグループを削除します。
• 特定のユーザーのポリシーグループ情報を表示します。

ポリシーグループの作成とポリシーの割り当て

ポリシーグループの作成とポリシーの割り当て
「ポリシーグループを作成し、ポリシーを割り当てるための処理」では、ポリシーグループを作成してグループにポリ
シーを割り当てる処理について説明します。

Table 35: ポリシーグループを作成し、ポリシーを割り当てるための処理

手順 処理 説明

ステップ 1 ポリシーグループを作成し、メンバー
を追加する。

ポリシーグループを作成します。
ポリシーグループの作成
ポリシーグループにメンバーを追加します。
ポリシーグループへのメンバーの追加

ステップ 2 ポリシーグループに電子メールメッ
セージのウイルスポリシーを割り当て
ます。

ポリシーグループに割り当てることができる電子メールのウイルスポ
リシーが事前にインストールされています。
ポリシーグループのマルウェアポリシーの選択
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手順 処理 説明

ステップ 3 ポリシーグループに電子メールメッ
セージのスパムポリシーを割り当てま
す。

ポリシーグループに割り当てることができる電子メールのスパムポリ
シーが事前にインストールされています。
ポリシーグループのスパムポリシーおよび迷惑メールポリシーの選択
ポリシーグループに電子メールスパムのカスタムウイルスポリシーを
割り当てる場合は、最初にこれらを作成してから、このステップに
戻ってそれらを適用します。

ステップ 4 ポリシーグループにコンテンツフィル
タポリシーを割り当てる。

デフォルトのコンテンツフィルタポリシーはありません。事前定義済
みのテンプレートを使って設定する必要があります。
コンテンツフィルタポリシーの割り当てに関するプロセストピックを
参照してください。

ポリシーグループの作成
［ポリシーグループ］ページに各ポリシーグループが表示されます。デフォルトポリシーグループは常にリストの最後
に表示されます。［デフォルト］ポリシーグループはすべてのユーザーおよびすべてのドメインを含みます。［デフォル
ト］ポリシーグループに対して処理の追加や修正は可能ですが、［デフォルト］ポリシーグループにメンバーを追加する
ことはできません。［デフォルト］ポリシーグループの優先度を削除、無効化、または変更することはできません。

NOTE

プローブ参加を有効にしている場合は、［プローブアカウント］ポリシーグループがポリシーグループの一覧
に表示されます。この一覧に既存のカスタムポリシーグループがない場合、［プローブアカウント］ポリシー
グループが一覧の最初のグループになります。［プローブアカウント］ポリシーグループの優先度は変更でき
ます。［プローブアカウント］ポリシーグループを編集する場合は、［プローブアカウント］ページが表示さ
れます。

ポリシーグループを作成するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、［追加］をクリックします。

3. ［ポリシーグループ名］フィールドにこのグループを識別する名前を入力します。

4. ［保存］をクリックします。

ポリシーグループを作成したらメンバーを追加できます。

ポリシーグループへのメンバーの追加

ポリシーグループへのメンバーの追加
電子メールアドレス、ドメイン名、または LDAP グループに基づいてポリシーグループにメンバーを割り当て、ポリ
シーを適用できます。ポリシーグループを作成してメンバーを追加したら、グループに適用するポリシーを選択できま
す。

NOTE

ポリシーグループのメンバーを編集するための編集ボタンはありません。メンバーの名前を変更するには、追
加/削除の方法を使用してください。たとえば、メンバーの名前のタイプエラーを訂正したい場合には、メン
バーを削除してからメンバーを再び追加する必要があります。

配布リストまたは LDAP ディレクトリに格納されているグループをポリシーグループのメンバーシップの一部として使
用していて、LDAP グループ、配布リスト、または LDAP エンティティのメンバーであるユーザーのいずれかの識別名
（DN）に変更が発生するようなディレクトリ構造の変更を行う場合は、以下を実行して、ポリシーグループが一貫して
適用されるようにする必要があります。
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• ポリシーグループのメンバーが LDAP DN で、DN が変更された場合は、ポリシーグループで DN を更新します。
• LDAP グループおよび配布リストとそのユーザーメンバーでアドレス解決を実行するように設定されるディレクトリ
データソースのキャッシュを消去します。このステップは、ポリシーグループの電子メールアドレスによって LDAP
の配布リストを参照している場合でも行う必要があります。

ポリシーグループにメンバーを追加するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. 編集するポリシーグループをクリックします。

3. ［メンバー］タブが表示されていることを確認して、［追加］をクリックします。

4. 次のいずれかの方法で、メンバーを指定します。

• 電子メールアドレスかドメイン名のいずれか、またはその両方をボックスに入力します。複数のエントリを指定
する場合は、各エントリをカンマ、セミコロン、またはスペースで区切ります。特定のドメインの全受信者をメン
バーとして追加する場合は、次のいずれかの形式でドメインを入力します。
domain.com

*@domain.com

SMG はアスタリスク記号 (*) と疑問符 (?) を文字どおり解釈します。
• 提供されるフィールドにグループの LDAP 識別名を入力します（例: cn=some ldap group,dc=domain,dc=com）。
この方法で直接追加したメンバーの識別名文字列が変わるような修正は、ポリシーグループで手動で更新する必要
があります。メールフローの動作を保護するには、グループを修正する前に新しい識別名文字列のメンバーシップ
をポリシーに追加し、修正が完了した後で古い識別名文字列を削除する必要があります。

• 1 つ以上の LDAP グループにチェックマークを付けます。
このページにリストされた LDAP グループが、LDAP サーバーからロードされます。少なくとも 1 つのアドレス
解決機能が有効になっていて、グループリストクエリーが LDAP グループリストを使うように設定されている必
要があります。

5. ［メンバーの追加］をクリックして新しいメンバーを追加します。

6. ［ポリシーグループの編集］ページで［保存］をクリックします。

ポリシーグループからのメンバーの削除
ポリシーグループのメンバーが追加または削除されるときに、アドレス解決データソースのメンバーシップが再構築され
ます。グループが大きい場合は、システムに変更が反映されるまでに少し時間がかかる場合があります。

ポリシーグループメンバーを削除するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. 編集するポリシーグループをクリックします。

3. ［ポリシーグループの編集］ページの［メンバー］タブで、1 つ以上の電子メールアドレス、ドメイン、LDAP グ
ループの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けて、［削除］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

ポリシーグループメンバーの管理について
コントロールセンターのツールを使って、ポリシーグループメンバーシップを管理します。手動でメンバーを追加するこ
とも（ポリシーグループ作成処理の間）、外部ファイルからメンバーをインポートすることもできます。

ポリシーグループへのメンバーの追加

ポリシーグループメンバーのインポートとエクスポート

メンバーが所属しているすべてのポリシーグループを見つけるには、コントロールセンターで提供される調査オプション
を使います。
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ユーザーのポリシーグループメンバーシップの調査

ポリシーグループメンバーを編集するための編集オプションはありません。メンバーの名前を変更するには、追加/削除
の方法を使用してください。たとえば、メンバーの名前のタイプミスを訂正する場合は、メンバーをいったん削除してか
らもう一度グループに追加する必要があります。

ポリシーグループメンバーのインポートとエクスポート
ファイルからポリシーグループメンバーをインポートしたりファイルにグループメンバーをエクスポートできます。

NOTE

識別名によって記述されている LDAP グループメンバーのインポートやエクスポートはできません。

1. ポリシーグループメンバーをファイルからインポートするには、コントロールセンターで、［管理］、［ユー
ザー］、［ポリシーグループ］の順に選択します。

2. 編集するポリシーグループの下線付きの名前をクリックします。

3. ［ポリシーグループの編集］ページの［メンバー］タブで、［インポート］をクリックします。

4. 適切なパスとファイル名を入力して (または［参照］をクリックしてハードディスク上のファイルの場所を指定し
て)、［インポート］をクリックします。

プレーンテキストファイル内の各ドメイン名または電子メールアドレスの区切りには改行を使います。このファイル
の例を次に示します。

ruth@example.com

rosa@example.com

ben*@example.com

example.net

*.org

この例の電子メールアドレスは、次のように動作します。

• 「ruth@example.com」と「rosa@example.com」はそれぞれの電子メールアドレスと厳密に一致します。
• 「ben*@example.com」は、「ben@example.com」や「benjamin@example.com」などのアドレスに一致しま
す。

• 「example.net」は example.net ドメインの全アドレスに一致します。
• 「*.org」は .org で終わるすべてのドメインの全電子メールアドレスに一致します。

5. ［保存］をクリックします。

6. ポリシーグループメンバーをファイルにエクスポートするには、コントロールセンターで、［管理］、［ユー
ザー］、［ポリシーグループ］の順に選択します。

7. 編集するポリシーグループの下線付きの名前をクリックします。

8. ［ポリシーグループの編集］ページの［メンバー］タブで、［エクスポート］をクリックします。

9. オペレーティングシステムのファイル保存ダイアログボックスに、必要事項を入力します。

ユーザーのポリシーグループメンバーシップの調査
ユーザーが属するすべてのポリシーグループを見つけることができます。

「ポリシーグループメンバーシップの検索基準」は、入力した基準に基づいて SMG がポリシーメンバーをどのように一
致させるかの例を示します。
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Table 36: ポリシーグループメンバーシップの検索基準

基準 例

ドメイン名 ドメイン名は以下のいずれかの方法で入力することができます。
• symantecexample.com

SMG は、電子メールのドメインが symantecexample.com であるメンバー、またはサブドメイン
が norton.symantecexample.com または sep.norton.symantecexample.com のメンバーを検索し
ます。

• *symantecexample.com
SMG は、電子メールのドメインが symantecexample.com であるメンバー、またはサブドメイン
が norton.symantecexample.com または sep.norton.symantecexample.com のメンバーを検索し
ます。

• *.symantecexample.com
SMG は、電子メールのドメインが norton.symantecexample.com あるいは
sep.norton.symantecexample.com といった symantecexample.com のサブドメインであるメン
バーを検索します。ただし、これは symantecexample.com を検索しません。

• .symantecexampl*.com
SMG は、symantecexample.com と symantecexamplo.com の両方を検索します。

疑問符 (?) をドメインに入力すると、SMG によってその位置のワイルドカードとして扱われます。
たとえば、symante? と入力した場合、SMG は symantec.com と symantem.com の両方を検索しま
す。

電子メールアドレス sep.1@symantecexample.com と入力した場合、SMG は sep.1@symantecexample.com と
sep11@symantecexample.com に一致するメンバーを検索します。

LDAP ドメイン名 dc=symantec.mail?tail や dc=com などのメンバードメイン名を入力した場合、このグループの一部
であるユーザーが一致するものとして表示されます。
SMG は、ピリオド (.) や疑問符 (?) などのメタ文字を、LDAP ドメイン名のリテラル文字として扱い
ます。

ユーザーのポリシーグループメンバーシップを調査するには
1. 次のいずれかを行います。

• コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。次にグループの名前
をクリックして［ユーザーの検索］をクリックします。

• コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ユーザーの検索］を選択します。

2. ［ユーザー電子メールアドレス］ボックスにユーザーの電子メールアドレスを入力します。

3. ［ユーザーの検索］をクリックします。

ポリシーグループの優先度順に、指定したユーザーが存在する有効なポリシーグループがコントロールセンターに表
示されます。

ポリシーグループについて

ポリシーグループの作成

ポリシーグループへのメンバーの追加
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ポリシーグループの編集、削除、有効化、無効化
次のセクションでは、ポリシーグループに関する一般的な管理タスクを説明します。

1. 既存のポリシーグループを編集するには、コントロールセンターで、［管理］、［ユーザー］、［ポリシーグルー
プ］の順に選択します。

2. ポリシーグループ名をクリックするかポリシーグループの横にチェックマークを付けて、［編集］をクリックしま
す。

ポリシーグループの作成時と同様に、メンバーの追加や削除、フィルタ処理の変更などを行います。

ポリシーグループの作成

3. ポリシーグループを有効にするには、コントロールセンターで、［管理］、［ユーザー］、［ポリシーグループ］の
順に選択します。

4. 該当するポリシーグループにチェックマークを付けて、［有効］をクリックします。

ポリシーグループを無効にするには
5. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

6. 該当するポリシーグループにチェックマークを付けて、［無効］をクリックします。

7. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

8. ［ポリシーグループ］ページで、該当するポリシーグループにチェックマークを付けて、［削除］をクリックしま
す。

ポリシーグループに対するフィルタポリシーの選択について
デフォルトでは、作成したポリシーグループにはスパム、マルウェア、コンテンツフィルタポリシーに関するデフォルト
のフィルタポリシーが割り当てられます。

以下では、ポリシーグループにカスタムフィルターポリシーを割り当てる方法を説明します（必要に応じて、これらのタ
スクをどの順序でも実行できます）。

• ポリシーグループに対する電子メールマルウェアポリシーを選択する。
ポリシーグループのマルウェアポリシーの選択
利用可能なマルウェアポリシーのインデックスを使用して、ポリシーグループのカスタマイズに役立ててください。
マルウェアのカテゴリとデフォルトの処理

• ポリシーグループに対するスパムポリシーを選択する。
ポリシーグループのスパムポリシーおよび迷惑メールポリシーの選択

• ポリシーグループに対するコンテンツフィルタポリシーを選択する。
ポリシーグループのコンテンツフィルタポリシーの選択

SMG でポリシーをフィルタ処理する場合は、そのポリシーが少なくとも 1 つのポリシーグループに割り当てられて有効
になっている必要があります。

ポリシーグループのマルウェアポリシーの選択
ポリシーグループごとにマルウェアポリシーを指定できます。SMG には事前設定されたマルウェアポリシーが付属して
おり、デフォルトで有効になります。ポリシーグループのマルウェアポリシーを選択するときは、事前設定ポリシーから
選択します。

ただし、独自のカスタムマルウェアポリシーを作成し、ポリシーグループに適用することもできます。また、デフォルト
のマルウェアポリシーを修正して、微調整したり、範囲を拡大または縮小したりすることもできます。
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NOTE

デフォルトでは、マルウェアを含むメッセージと添付ファイルはクリーニングされます。大量メール送信型
ワームを含むインバウンドメッセージやアウトバウンドメッセージは削除されます。スキャン不能なメッセー
ジも削除されます。重要なメッセージが失われる懸念がある場合は、スキャン不能なメッセージに関するデ
フォルト設定を変更することもできます。異なる理由でスキャン不能なメッセージに、それぞれ異なる処理を
適用できます。

ポリシーグループのマルウェアポリシーを選択するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、マルウェアポリシーを選択するグループをクリックします。

3. ［マルウェア］タブをクリックします。

4. 必要な場合は、各ポリシーの横にある［表示］をクリックするとそのポリシーの詳細を表示できます。

5. 必要な場合は、［電子メール］以下の［このポリシーグループのインバウンド電子メールウイルススキャンを有効に
する］にチェックマークを付け、次のドロップダウンリストからポリシーを選択します。

• インバウンドウイルス対策ポリシー
• インバウンド大量メール送信型ワームポリシー
• インバウンド暗号化添付ファイルポリシー
• インバウンド解除ポリシー
• インバウンド疑わしい添付ファイルポリシー
• インバウンドスパイウェア/アドウェアポリシー
• 制限を超えたポリシーのためインバウンドのスキャン不能
• その他のポリシーのためインバウンドのスキャン不能
• 解除ポリシーのためインバウンドのスキャン不能

6. 必要な場合は、［電子メール］以下の［このポリシーグループのアウトバウンド電子メールウイルススキャンを有効
にする］にチェックマークを付け、次のドロップダウンリストからポリシーを選択します。

• アウトバウンドウイルス対策ポリシー
• アウトバウンド大量メール送信型ワームポリシー
• アウトバウンド暗号化添付ファイルポリシー
• アウトバウンド解除ポリシー
• アウトバウンド疑わしい添付ファイルポリシー
• アウトバウンドスパイウェア/アドウェアポリシー
• 制限を超えたポリシーのためアウトバウンドのスキャン不能
• その他のポリシーのためアウトバウンドのスキャン不能
• 解除ポリシーのためアウトバウンドのスキャン不能

7. ［保存］をクリックします。

ポリシーグループのスパムポリシーおよび迷惑メールポリシーの選択
スパムポリシーと迷惑メールポリシーは、インバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールをどう扱うかによって判
断します。条件は以下のとおりです。

• 電子メールがスパムの場合
パターンマッチング、フィルタ、ヒューリスティック分析で算出されるスコアに基づいて SMG がスパムとして識別
するメッセージ。

• 電子メールが迷惑なメッセージなら
迷惑メッセージは次から構成されます。
– スパムの疑い

 136



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

パターンマッチングやヒューリスティック分析で算出されるスコアに基づいて SMG が潜在的なスパムであると識
別するメッセージ。

– 顧客固有のスパム
顧客固有のルールセットに基づいて SMG がスパムとして識別するメッセージ。

– マーケティングメール
コマーシャルまたは資金集めのメッセージを含んでいる、ユーザーによって要求された可能性のあるメッセージ。

– ニュースレター
ユーザーが要求した可能性があり、特定の話題についてのコンテンツが入っていて定期的に（通常は週単位または
月単位で）届くメッセージ。

– リダイレクト URL を含む電子メール
リダイレクト URL には、スパムまたはマルウェアのペイロードを配信するために悪用される可能性のある無料の
企業/個人サイト集、URL の短縮サービス、および URL のリダイレクトサービスなどが含まれます。

SMG をインストールすると、ポリシーグループに適用できる、事前設定されたデフォルトの電子メールスパムポリシー
と迷惑メールポリシーもインストールされます。

NOTE

また、カスタム電子メールスパムポリシーと迷惑メールポリシーも適用できます。カスタムスパムポリシーを
選択メニューから選択可能にするには、最初にそれらを作成しておく必要があります。

ポリシーグループのスパムポリシーと迷惑メールポリシーを選択するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、スパムポリシーまたは迷惑メールポリシーを選択するポリシーグループをクリック
します。

3. ［スパム］タブをクリックします。

4. 必要な場合は、各ポリシーの横にある［表示］をクリックするとそのポリシーの詳細を表示できます。

5. インバウンドのスパムのスキャンを有効にするには、［このポリシーグループのインバウンド電子メールスパムと迷
惑メールのスキャンを有効にする］にチェックマークを付け、次にドロップダウンリストから必須のポリシーを選択
します。

6. ［このポリシーグループのインバウンド電子メールスパムと迷惑メールのスキャンを有効にする］の下の各項目で、
項目の横のドロップダウンリストをクリックし、処理を選択します。ポリシーの詳細を表示するには、［表示］をク
リックします。

顧客固有のスパムフィルタポリシーがドロップダウンリストに表示されるようにするには、顧客固有のスパム提出機
能が有効にされている必要があります。

7. アウトバウンドのスパムのスキャンを有効にするには、［このポリシーグループのアウトバウンド電子メールスパム
と迷惑メールのスキャンを有効にする］にチェックマークを付け、次にドロップダウンリストから必須のポリシーを
選択します。

アウトバウンドメッセージの事前設定済みの迷惑メールのポリシーは存在しません。迷惑メールのポリシーを作成し
なければ、ポリシーはドロップダウンリストに表示されません。

8. ［このポリシーグループのアウトバウンド電子メールスパムと迷惑メールのスキャンを有効にする］の下の各項
目で、項目の横のドロップダウンリストをクリックし、処理を選択します。ポリシーの詳細を表示するには、［表
示］をクリックします。

顧客固有のスパムフィルタポリシーがドロップダウンリストに表示されるようにするには、顧客固有のスパム提出機
能が有効にされている必要があります。
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9. 必要な場合は、［このポリシーグループのバウンス攻撃防止を有効にする］にチェックマークを付け、［バウンス攻
撃防止ポリシー］ドロップダウンリストから目的のポリシーを選択します。

SMG には、［Failed Bounce Attack Validation: Reject message］というデフォルトのポリシーが用意されています。
このポリシーを編集したり新しいポリシーを作成したりすることもできます。新しいポリシーには、［メッセージの
バウンス攻撃確認が失敗した場合］という条件と実際にバウンスアドレスタグの確認が失敗した場合に実行する処理
を含める必要があります。

10.［保存］をクリックします。

［ポリシーグループの編集］ページでスパムポリシーの詳細を変更することはできません。

ポリシーグループのコンテンツフィルタポリシーの選択
グループに適切なコンテンツフィルタポリシーを関連付けると、添付ファイルの種類を制限したり、キーワードや正規表
現を使ってメッセージの内容をチェックできます。メッセージの内容に応じて、注釈を追加したり、通知を送信したり、
メッセージのコピーを特定の電子メールアドレスに送信することもできます。コンテンツフィルタポリシーを使用して、
法的規制または組織的なポリシーのコンテンツフィルタを確認することもできます。

NOTE

デフォルトのコンテンツフィルタポリシーはないので、［ポリシーグループの編集］ページのドロップダウン
リストは最初は空白です。ポリシーグループのコンテンツフィルタポリシーを選択する前に、少なくとも 1 つ
のコンテンツフィルタポリシーを作成しておく必要があります。

ポリシーグループのコンテンツフィルタポリシーを選択するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、コンテンツフィルタポリシーを選択するポリシーグループをクリックします。

3. ［コンテンツフィルタ］タブをクリックします。

4. ［このポリシーグループのインバウンドコンテンツフィルタを有効にする］にチェックマークを付けます。

5. ［コンテンツフィルタポリシー］ドロップダウンリストから、適切なポリシーを選択します。

ポリシーをドロップダウンリストに表示するには、［電子メールコンテンツフィルタポリシーの編集］ページでその
ポリシーをグループにすでに適用している必要があります。

必要に応じ、［表示］をクリックしてコンテンツフィルタポリシーの概略を確認した後、［OK］をクリックし
て［ポリシーグループの編集］ページに戻ります。ドロップダウンリストから追加したコンテンツフィルタポリシー
は、下部のリストに表示され、ドロップダウンリスト上では選択できなくなります。

6. ［追加］をクリックします。

7. 必要に応じて［コンテンツフィルタポリシー］ドロップダウンリストからその他のポリシーを追加します。

8. グループのアウトバウンドコンテンツフィルタポリシーを設定するには、［このポリシーグループのアウトバウンド
コンテンツフィルタを有効にする］にチェックマークを付け、再度ステップ 5 からステップ 7 を行います。

9. ［保存］をクリックします。

［ポリシーグループの編集］ページでコンテンツフィルタポリシーの詳細 (条件や処理など) を変更することはできま
せん。このページでは、既存のポリシーをリストに追加することはできますが、新しいコンテンツフィルタポリシー
を追加することはできません。

ポリシーグループのエンドユーザー設定の有効化と無効化
エンドユーザー設定では、ポリシーグループに属するエンドユーザーがコントロールセンターにログインして、次のよう
な操作をすることができるかどうかを設定します。
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• 個人用の良い送信者と悪い送信者リストの設定
• 特定言語の電子メールの遮断または許可

NOTE

このページのアドレス解決用に設定されているデータソースが有効になっている必要があり、システムが設定
を実行するには認証とアドレス解決の両方のデータソースが必要です。

ポリシーグループのエンドユーザー設定を有効にするための前提条件

ユーザーは各自のブラウザからコントロールセンター管理者と同じ URL（https://<ホスト名>）にアクセスしてログイン
します。エンドユーザーのログイン名とパスワードは、各自の LDAP ログイン名とパスワードと同じです。

サポートされているブラウザについては、「SMG ###### ###」を参照してください。

NOTE

良い送信者リストと悪い送信者リストの場合、エンドユーザーがそれぞれのリストで指定できるエントリ数は
合計 200 個までに制限されています。

NOTE

SMG の言語識別技術は高精度ですが、誤った言語識別が行われる可能性があります。許可されていない言語で
書かれていると判断されたメッセージは削除されるので注意してください。

ポリシーグループのエンドユーザー設定を選択するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、エンドユーザーポリシーを選択するグループをクリックします。

3. ［エンド ユーザ］タブをクリックします。

4. ［このポリシー グループのエンド ユーザ プリファレンスを有効にする］にチェックマークを付けます。

5. 必要に応じて、［個人用の良い/悪い送信者リストを作成］にチェックマークを付けます。

6. 必要に応じて、［言語オプションの指定］にチェックマークを付けます。

7. ［保存］をクリックします。

言語に基づく電子メールの許可または遮断
SMG の言語識別機能を利用すると、指定した言語で書かれたメッセージをグループごとに遮断または許可できます。た
とえば、英語とスペイン語のメッセージのみ受信を許可したり、英語とスペイン語のメッセージを遮断し、それ以外のす
べての言語のメッセージを許可することも可能です。

ポリシーグループの作成

ポリシーグループへのメンバーの追加

言語を基準としてグループごとに電子メールの受信を許可または遮断するには
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1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、言語ポリシーを選択するグループをクリックします。

3. ［言語］タブをクリックします。

4. 適切な設定をクリックします。

5. ［次の言語のメールのみを受信する］や［次の言語のメールを受信しない］を選択した場合は、該当する言語に
チェックマークを付けます。

利用可能な言語設定は、中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルト
ガル語、ロシア語、スペイン語です。

6. ［保存］をクリックします。

SMG の言語識別技術は高精度ですが、誤った言語識別が行われる可能性があります。許可されていない言語で書か
れていると判断されたメッセージは削除されるので注意してください。

ポリシーグループの優先度の設定
［ポリシーグループ］ページでは特定の順序でポリシーグループが表示されます。リストで上にあるポリシーグループほ
ど高い優先度を持ちます。1 人のユーザーが複数のグループのメンバーになっている場合は、そのユーザーに対するメッ
セージの処理方法を決定する際、高い優先度のポリシーグループが適用されます。

デフォルトポリシーグループは常にリストの最後に表示されます。Default ポリシーグループの優先度は変更できませ
ん。プローブ参加を有効にしている場合は、［プローブアカウント］ポリシーグループがポリシーグループの一覧に表示
されます。

ポリシーグループの優先度を設定するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. 移動するグループをクリックし、必要な場所まで上下にドラッグします。

ポリシーグループについて
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ウイルス、マルウェア、悪質な攻撃の検出

ウイルス、マルウェア、悪質な攻撃の検出について
ウイルスやその他の種類の悪質な攻撃は、メールサーバーのクラッシュ、ネットワーク停止時間、社内データの危殆化や
破壊の原因となる場合があります。Symantec Messaging Gateway のマルウェアスキャンにより、電子メールストリー
ム内のウイルスや悪質な脅威を検出できます。

マルウェアポリシーを作成して、次の各種の攻撃に対してサーバーを保護します。

ウイルス Symantec Messaging Gateway は、一般的なファイルの種類（Microsoft Word ファイルなど）のウイルス、ワー
ム、トロイの木馬を検出します。これには圧縮ファイル形式も含まれます。
ウイルスと悪質な攻撃を検出する製品技術

大量メール送信
型ワーム

Symantec Messaging Gateway は、電子メールメッセージが大量メール送信型ワームまたはウイルスであることを
検出します。感染した電子メールメッセージと添付ファイルは自動的に削除できます。

疑わしい添付
ファイル

Symantec Messaging Gateway は、ウイルスの兆候を示している電子メールメッセージを検出します。また、電子
メールメッセージの添付ファイルのメッセージフローに新種のパターンが含まれるメッセージも検出します。

暗号化メッセー
ジ

感染ファイルは故意に暗号化されている場合があります。適切な解読ツールがない限り、暗号化ファイルは解読も
スキャンもできません。暗号化されたコンテナファイルを Symantec Messaging Gateway で処理する方法を設定で
きます。

潜在的に悪質な
コンテンツ

Symantec Messaging Gateway の解除テクノロジは Microsoft Office ドキュメントと Adobe PDF を含む電子メール
の添付ファイルから潜在的に悪質なコンテンツ（PMC）を検出し削除します。解除するドキュメントとコンテンツ
の種類を設定できます。マクロ、Javascript、Flash、その他の悪用可能なコンテンツを解除できます。

アドウェアとス
パイウェア

Symantec Messaging Gateway は、次のいずれかを行うセキュリティリスクを検出します。
• コンピュータシステムへの不正アクセスを行う
• キー操作の記録による個人情報の盗難や詐称
• 電子メールトラフィックのキャプチャ
• パスワードやログイン ID などの個人情報の採取
• 破壊活動や迷惑行為を働く
スパイウェア判定またはアドウェア判定の詳細

• Symantec Messaging Gateway がコンテナファイルを分解、スキャンして、ウイルスを検出できるようにしておく必
要があります。コンテナファイルの最大サイズと最大スキャンレベルを設定して、zip 爆弾やサービス拒否攻撃にさら
されるリスクを減らすことができます。
入れ子ファイルの限度の設定

• Symantec Messaging Gateway は、メッセージをスキャンしてマルウェアポリシー違反を検出すると、そのポリシー
で指定した判定を実行します。
電子メールのマルウェアポリシーを作成する

• ウイルス対策スキャン機能を実行し、更新された定義ファイルを取得するには、有効なウイルス対策ライセンスが必
要です。

保護を強化するために、Symantec Messaging Gateway と Symantec Content Analysis を統合して、ファイルと添付ファ
イルの高度な脅威をスキャンできます。

ウイルスと悪質な攻撃を検出する製品技術
「ウイルスと悪質な攻撃を検出する製品技術」は、ウイルス、悪質な攻撃、潜在的に悪質なコンテンツを検出するために
Symantec Messaging Gateway で採用されている技術についての説明です。
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Table 37: ウイルスと悪質な攻撃を検出する製品技術

技術 説明

ウイルス対策エ
ンジン

ウイルス対策エンジンによって、マルチスレッドのスキャンシステムを通じた迅速で信頼性のあるウイルス防止策
が実現されます。ウイルス対策エンジンは着信電子メールトラフィックと発信電子メールトラフィックをスキャン
します。ウイルスや関連する悪質な実行可能ファイルを含むメッセージを識別し、クリーニングします。また、電
子メール添付ファイル内のウイルスの修復も試みます。
ウイルス対策エンジン自体を修正することはできません。

人工知能技術 この製品は、静的および動的人工知能技術を使用してウイルスと考えられる動作を検出し、未知のウイルスを識別
します。人工知能の感度設定を調整すれば、ウイルス識別機能の強度を増減できます。
人工知能の感度の修正

ウイルス定義 ウイルス定義は、急速に広がる最新の脅威を防止するために、1 時間おきに入手できます。
Symantec LiveUpdate は、アプライアンスが最新のウイルス定義を受信するプロセスです。デフォルトでは、アプ
ライアンスは認定されたウイルス定義をダウンロードします。
更新された定義を取得する方法とタイミングは設定できます。
ウイルス定義の更新について

ウイルス対策ポ
リシー

ウイルスまたは悪質な攻撃を検出するためのポリシーを作成できます。ポリシーの作成時に、ポリシー違反が発生
した場合に Symantec Messaging Gateway で実行する処理を指定します。たとえば、感染した添付ファイルはク
リーニングするが、スパイウェアの添付ファイルはすべて削除するように指定できます。
ウイルス対策ポリシーは必要な数だけ作成できます。
電子メールのマルウェアポリシーを作成する

ゼロデイ検出 この機能では、ヒューリスティック分析に加えて、電子メール脅威についてのシマンテック社の見識も活用して、
ウイルス対策定義が利用可能になる前に疑わしい添付ファイルを識別します。疑わしい添付ファイルを含むメッ
セージは、ウイルス疑いの検疫に移動できます。Symantec Messaging Gateway は指定した時間（最長 24 時間）
だけ、そのメッセージを検疫に保持します。その後、メッセージを解放し、更新されたウイルス定義で再びスキャ
ンします。
疑わしいメッセージ添付ファイルを検疫する判定を含むウイルスポリシーを作成できます。また、添付ファイルが
ウイルス疑いの検疫に留まる時間を設定することもできます。

解除 解除は、潜在的に悪質なコンテンツ（PMC）を含む可能性のある Microsoft Office と PDF ドキュメントの電子メー
ルの添付ファイルをスキャンします。コンテンツにはマクロ、Flash ムービー、その他の悪用可能なコンテンツを
含みます。解除は、潜在的に悪質なコンテンツ（PMC）を含んでいる添付ファイルを分解し、PMC を削除し、再
構築してクリーニングされた添付ファイルを配信します。削除または再構築するドキュメントと PMC の種類を選
択できます。また、以降の取り込みで元のドキュメントをアーカイブすることもできます。
解除について

脅威対策 脅威対策は、Symantec Messaging Gateway と Symantec Content Analysis を統合して、高度な脅威を検出しま
す。その後、Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージに脅威対策を適用します。
［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［解除］タブでコンテンツの種類の［解除］を有効
にすると、脅威対策ポリシーも添付ファイルを解除できるようになります。

解除について
Symantec Messaging Gateway の解除技術により、電子メールの添付ファイルから潜在的に悪質なコンテンツ（PMC）
を検出して削除できます。PMC を含む可能性のある Microsoft Office と Adobe PDF 添付ファイルを検出するために、
インバウンドメッセージとアウトバウンドメッセージを両方スキャンできます。PMC の種類にはマクロ、スクリプ
ト、Flash コンテンツ、その他の悪用可能なコンテンツを含みます。

NOTE

解除を行っても、検出および削除したコンテンツが悪質なものであったかどうかはわかりません。それよりも
むしろ、悪用されている可能性がある、指定した種類のドキュメント内にある指定した種類のコンテンツの存
在を検出し、削除します。

 142



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

解除を有効にすると、添付ドキュメントにある PMC を検出し、添付ファイルを分解し、PMC を削除し、ドキュメント
を再構築します。削除するドキュメントと PMC の種類を選択できます。また、以降の取り込みで元のドキュメントを
アーカイブするように選択もできます。

解除は、Symantec Messaging Gateway のゼロデイ検出機能の機能拡張として実装されます。Symantec Decomposer の
機能を拡張して次ができるようになります:

• コンテナドキュメントの種類からすべての埋め込みオブジェクトを再帰的に抽出します。
• 潜在的に有害性があるコンテンツ(マクロ、スクリプト、実行可能ファイル、認識できないコンテンツ、非参照のオブ
ジェクト)をフィルタで除外します。

• 潜在的に有害性があるオブジェクトと無害または再構築されたバージョンを置換します。
• コンテナドキュメントを再構築して電子メールメッセージに再添付します。

解除は暗号化されたりパスワード保護された添付ファイルや、サポート外の形式（RAR など）を使用して圧縮された添
付ファイルのスキャンをサポートしません。サポート対象のコンテナドキュメントが他のサポート対象のドキュメント内
で入れ子になっている場合には、解除は最後の入れ子ドキュメントを処理するか、コンテナ制限に到達するまでドキュメ
ントを分解します。解除はその後、PMC をサポート対象の種類から削除し、再構築してドキュメントに再添付します。

入れ子ファイルの限度の設定

NOTE

ドキュメントの PMC の削除や再構築は視覚的な忠実性や機能に影響する可能性があります。テキストフォー
マットまたはイメージは再構築されたドキュメントで異なる表示になることがあります。元の文書がマクロ
を実装したテキスト入力フィールドのような要素を含んでいる場合には機能が失われることがあります。コ
ンテンツはメッセージの埋め込みファイルと添付ファイルの削除を選択した場合には失われる可能性があり
ます。また、特にすべてのサポート対象添付ファイルと PMC の種類のスキャンを選択した場合には、解除が
Symantec Messaging Gateway の全体的なスループット速度に影響する可能性があります。

解除をアクティブ化するには、解除するコンテンツの種類を指定する設定を有効にします。その後、解除を使用するマ
ルウェアまたは脅威対策ポリシーを作成し、そのポリシーをポリシーグループに適用します。コンテンツフィルタを選択
し、解除をバイパスすることもできます。

［解除］を使用して潜在的に悪質なコンテンツを削除

［解除］を使用して潜在的に悪質なコンテンツを削除
他のほとんどの電子メールマルウェアポリシーとは異なり、［解除: 添付ファイルを解除する］ポリシーの処理はデフォ
ルトで無効となっています。このポリシーを有効にするには、次の操作を実行する必要があります。

• 検出するコンテナドキュメントおよび PMC の種類を指定する電子メールスキャン設定を行います。
• コンテナドキュメント内で指定された種類の PMC を検出する電子メールマルウェアポリシーを設定し、PMC の解除
処理を含めます。

• このポリシーを 1 つ以上のポリシーグループに適用します。

また、PMC が削除された電子メールに注釈を付け、件名行をマークアップし、後で取得できるよう元のメッセージを
アーカイブします。他のマルウェアポリシーに追加可能なその他の処理を［解除: 添付ファイルを解除する］ポリシーに
追加することもできます。

NOTE

解除を使用するように脅威対策ポリシーを設定することもできます。

「潜在的に悪質なコンテンツの解除」は潜在的に悪質なコンテンツの検出と削除を実行するタスクについて説明します。
タスクは任意の順序で実行できます。
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Table 38: 潜在的に悪質なコンテンツの解除

タスク 説明

削除するドキュメントお
よび PMC の種類を指定
する電子メールスキャン
設定を行います。

次に［マルウェア］ページで、［電子メールスキャンの設定］を選択し、［解除］タブを選択します。検
出するドキュメントの種類を指定し、ドキュメントの種類ごとに、解除する潜在的に悪質なコンテンツの
種類を指定します。
［解除］によって PDF 添付ファイルに悪影響が及ぶ場合は、［準拠しない PDF の前処理］を有効にしま
す。
ドキュメントと PMC の種類について詳しくは「潜在的に悪質なコンテンツの詳細」を参照してくださ
い。

デフォルトのポリシーを
選択するか、新しく解除
ポリシーを作成します。

Symantec Messaging Gateway には事前設定された解除ポリシーが付属しており、有効になっています
が、ユーザーのグループには適用されていません。現状のままこのデフォルトのポリシーを使用するか、
または修正して自分自身のカスタムポリシーを作成できます。また、PMC 検出機能を、他の既存ポリ
シーに追加することもできます。
デフォルトの PMC ポリシーを使用するには:
［電子メールマルウェアポリシー］ページで［解除: 添付ファイルを解除する］を選択します。［処
理］領域で［添付ファイルを解除する］を選択し、［保存］をクリックします。
デフォルトの電子メールマルウェアポリシー
電子メールのマルウェアポリシーを作成する

解除ポリシーをポリシー
グループに適用します。

次のどちらの方法でも、解除ポリシーをポリシーグループに適用できます。
• ［電子メールマルウェアポリシー］ページで［解除: 添付ファイルを解除する］を選択します。［次の
ポリシーグループに適用する］領域で希望するポリシーグループを選択し、［保存］をクリックしま
す。

• ［管理］タブの［ユーザー］から、［ポリシーグループ］を選択します。リストからポリシーグルー
プを選択し、［マルウェア］タブをクリックします。マルウェアスキャンの［解除: 添付ファイルを解
除する］ポリシーを有効にし、［保存］をクリックします。解除は、デフォルトではインバウンドス
キャンに適用されていますが、アウトバウンド添付ファイルの解除に対しても選択することができま
す。

解除ポリシーの他の処理
を指定します。

解除ポリシーには、他のマルウェアポリシーに追加可能なその他の処理も追加できます。たとえば、PMC
が削除されたメッセージに注釈を付け、PMC があるメッセージの検疫、後で取得できるよう元のメッ
セージをアーカイブすることができます。
解除対象コンテンツの取得について

レポートを監視します。 レポートを調べ、PMC の検出やポリシーを追跡します。レポートには、組織が受信した潜在的な脅威の
量も記載されています。この情報は脅威検出の設定を最適化するうえで役立ちます。

潜在的に悪質なコンテンツの詳細
Symantec Messaging Gateway はさまざまな種類の共通電子メール添付ファイル（Word、Excel、PowerPoint、PDF）
の潜在的に悪質なコンテンツを検出できます。「潜在的に悪質なコンテンツのコンテナとコンテンツの種類の詳細」は
PMC の各種類を列挙して説明し、コンテナドキュメントからの削除がもたらす結果について説明します。
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Table 39: 潜在的に悪質なコンテンツのコンテナとコンテンツの種類の詳細

カテゴリ 説明

埋め込みファイ
ルと添付ファイ
ル
サポートされ
るファイルの
種類: Office
2003、Office
2007 以降およ
び PDF

別のファイルやドキュメントに埋め込まれたり添付されているマルウェアの検出は、電子メールメッセージに直
接含まれているマルウェアよりも複雑です。解除によって、メッセージ自体からのみでなく、メッセージの添付ド
キュメントから埋め込みファイルや添付ファイルを繰り返し再構築または削除することができます。それぞれの添
付ドキュメントまたは埋め込みドキュメントが開かれ、［SMTP プロトコルの設定］ページの［コンテナ限度］領
域で指定された上限まで、添付または埋め込みオブジェクトをスキャンします。ファイルの種類がサポートされて
いる場合、添付ファイルや埋め込みファイルは再構築されます。そうでない場合は削除されます。一般的に悪質で
ない、一部の種類のファイル（画像ファイルなど）は、再構築または削除されずに無視されます。
削除の結果:
埋め込みファイルや添付ファイルを削除すると、コンテンツが失われる可能性があります。後から内容を復元でき
るよう、埋め込みファイルや添付ファイルが削除されたメッセージをアーカイブすることができます。
添付ドキュメントには、埋め込まれた他のドキュメントを開くアイコンを含む場合があります。スキャンの解除
設定で埋め込みドキュメントの種類が無効となっている場合、解除を行うことで無効化されたドキュメントの種類
を、意図的に削除されたコンテンツを説明するテキストに置き換えます。このテキストは、アイコンをクリックす
ると表示されます。
PDF 添付ファイルが読めなくなってしまった場合は、［マルウェア］>［スキャンの設定］>［解除］タブにあ
る［準拠しない PDF の前処理］を有効にします。この機能は、発行済みの PDF 標準に準拠しなくなった PDF ド
キュメントの構造を識別し、修復を試みます。この前処理により、［解除］機能がスキャン後に PDF を正しく再
構成できます。

Flash
サポートされ
るファイルの
種類: Office
2003、Office
2007 以降およ
び PDF

Flash コンテンツ（特に Flash Player がパッチ設定されていない場合）は Web ページやドキュメントの両方におい
て、マルウェアの一般的な媒体です。
削除の結果:
Flash コンテンツは添付ファイルから削除され、黒色の境界線の白い長方形に置き換えられます。

マクロ
サポートされ
るファイルの
種類: Office
2003、Office
2007 以降

マクロは、ドキュメントに追加機能を提供するために使用されます。マクロはドキュメントを開いたときに実行さ
れることが多く、一般にマルウェアの媒体として悪用されます。
削除の結果:
カスタムアドイン、ダイアログボックスおよびデータ抽出処理などのマクロベースの機能の消失。

3D コンポーネ
ント
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

PDF 形式はユニバーサル 3D 形式を使用した 3D コンテンツの包含をサポートします。このオプションを選択する
ときは、解除によってすべての 3D コンポーネントが削除されます。
削除の結果:
3D プレビューのような機能の消失。

フォント
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

PDF ファイルに埋め込まれたフォントは、マルウェアの媒体として使用される場合があります。このオプションを
選択すると、解除によって埋め込みフォントが削除されます。
削除の結果:
置換フォントが利用可能でない場合、エンドポイントで視覚忠実性が変更される可能性があります。管理者は組織
内のエンドポイントへ既知の安全な置換えフォントを配布し、解除した添付ファイルで視覚忠実性の問題が発生す
ることを防ぐことができます。

トレーラ情報
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

PDF ファイルはヘッダー、本文、相互参照テーブルおよびトレーラーで構成されます。トレーラには、ルートオブ
ジェクトと相互参照テーブルについての情報が含まれています。トレーラに他のオブジェクトが追加されている場
合、トレーラが不正に使用される可能性があります。
削除の結果:
なし。機能または忠実性は失われません。
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カテゴリ 説明

JavaScript
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

PDF の JavaScript は、ほとんどの場合、あるイベントに応じてドキュメントの内容を変更するために使用され
ます。たとえば、JavaScript を使用して印刷前にドキュメントの一部を非表示にすることができます。また、ド
キュメントを開いたときにフォームフィールドにあらかじめ入力しておくために使用することもできます。さら
に、JavaScript は Acrobat Reader の処理の制限（PDF 形式のフィールドに入力されるデータの検証など）にも使
用されます。悪意のあるコードをドキュメントに導入するために使用される場合もあります。
削除の結果:
JavaScript によって提供される機能が失われます。

起動
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

Launch 関数は、PDF 内から実行可能ファイルを起動できる PDF の機能（デフォルトで有効）です。マルウェア
の作成者はしばらくの間この機能を悪用していました。Launch 関数はこのオプションを選択すると無効化されま
す。
削除の結果:
PDF では他の処理やアプリケーションを起動できなくなりました。他のドキュメントや処理の起動に依存するアド
イン、テンプレートおよびツールは、期待どおりに動作しなくなりました。

XFA（およびそ
の Javascript）
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

XFA（XML Forms Architecture の略称）は、Web フォーム処理の拡張に使用される専用 XML 仕様のグループで
す。このオプションを選択すると、解除によって、関連付けられた XFA と JavaScript の両方が削除されます。
削除の結果:
XFA によって提供される機能が失われます。通常はフォームの視覚レイアウトには影響はありませんが、対話型の
機能は失われる場合があります。

フルスクリーン
サポート対象の
ファイルの種類:
PDF

PDF ドキュメントのフルスクリーンモードが悪用され、GUI またはインターネット Web サイトを真似、ユーザー
をだまして機密情報を入力させる場合があります。これらの悪用を防ぐため、解除によって PDF 添付文書のフル
スクリーン機能の使用をブロックします。
削除の結果:
正当なフルスクリーン機能と、悪質なフルスクリーン機能の使用が同様に失われます。

解除対象コンテンツの取得について
解除を使用して電子メールの添付ファイルから潜在的に悪質なコンテンツ（PMC）を削除すると、再構築されたドキュ
メントの視覚的忠実性と機能の両方に影響を与える可能性があります。たとえば、埋め込みフォントが削除され、システ
ムフォントに置き換えられることで、ドキュメントの外観が変化する可能性があります。元のドキュメントにマクロを実
装した要素（テキスト入力フォームなど）が含まれていた場合、機能性が失われる場合があります。再構築されたドキュ
メントに入力フィールドが残されていても、添付ファイルがセキュリティ解除された後、入力検証や仮想フィードバック
が提供されなくなる場合があります。同様に、JavaScript が削除されると、JavaScript によって制御されていたマウス操
作やキーボード入力も作動しなくなる可能性があります。

また、PMC の削除によってドキュメントの機能性がグローバルに失われるだけでははく、内容が失われる場合もありま
す。たとえば、Microsoft Office ドキュメントのすべてのマクロを解除すると、マクロを使用する Excel スプレッドシー
トが意図したとおり作動しなくなる可能性があります。同様に、電子メールメッセージから埋め込みファイルや添付ファ
イルを再構築するよう選択すると、解除がサポートしていない添付や埋め込みコンテンツは破棄されます。

すべての機能を持った元のコンテンツを保持する唯一の方法は、添付ファイルの付いたすべてのメッセージをアーカイ
ブすることです。メッセージをアーカイブするためは、最初にアーカイブを格納する場所を指定します。次に、解除ポ
リシーの操作として「メッセージをアーカイブする」を選択します。［電子メールマルウェアポリシーの編集］ページ
の［処理］領域で、［追加］をクリックし、［処理の設定］ドロップダウンリストから「メッセージをアーカイブする」
を選択します。
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疑わしい添付ファイルへの対処
ポリシーを作成し、「メッセージに疑わしい添付ファイルが入っている場合」条件を選択すると、次のように追加オプ
ションが表示されます。

メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する メッセージとすべての添付ファイルを検疫する場合は、このオプ
ションを選択します。

添付ファイルを削除しメッセージをウイルス疑いの検疫に格納す
る

疑わしい添付ファイルを削除し、メッセージを検疫する場合は、
このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、
疑わしい添付ファイルを取り込むことはできません。

どちらの処理でもメッセージは検疫に移動します。指定した期間を過ぎると、メッセージは再スキャンされます。ただ
し、この場合、メッセージは利用可能な最新の定義でスキャンされます。

電子メールのマルウェアポリシーを作成する

スパイウェア判定またはアドウェア判定の詳細
Symantec Messaging Gateway にはセキュリティリスクを検出する機能があります。

セキュリティリスクとは、次のいずれかを行うプログラムです。

• コンピュータシステムへの不正アクセスを行う
• データの整合性、プライバシー、機密性、またはセキュリティを損なう
• 破壊活動や迷惑行為を働く

Symantec Messaging Gateway は検出したすべてのセキュリティリスクにスパイウェアまたはアドウェアの判定を適用
します。

ウイルス、マルウェア、悪質な攻撃の検出について

「スパイウェアまたはアドウェアの判定に含まれるセキュリティリスクのカテゴリ」は、Symantec Messaging Gateway
で検出可能なセキュリティリスクのカテゴリの一覧です。

Table 40: スパイウェアまたはアドウェアの判定に含まれるセキュリティリスクのカテゴリ

カテゴリ 説明

アドウェア 個人情報をひそかに収集し、インターネット経由でリモートコンピュータに送信する単体または付属のプ
ログラムです。
アドウェアは、宣伝のためにサイトのリンク先を書き換えることがあります。また、広告コンテンツを配
信するものもあります。

ハッキングツール ユーザーのコンピュータへ不正にアクセスするために使用されるプログラムです。
たとえば、キーストロークロガーは個々のキー操作を追跡して記録し、その情報をリモートコンピュータ
に送信します。リモートユーザーはポートスキャンや脆弱性スキャンを実行できます。また、ハッキング
ツールはウイルスの作成にも利用されることがあります。

ダイヤラー ユーザーに無断でダイヤル 900 番号や FTP サイトにインターネット経由でダイヤルするプログラムで
す。多くの場合、サービス利用料が請求されます。

ジョークプログラム コンピュータの操作にユーモアまたは迷惑を目的とした方法で改ざんや割り込みを行うプログラムです。
たとえば、ユーザーがごみ箱をクリックしようとするとジョークプログラムがそのごみ箱をマウスから遠
ざけることがあります。

リモートアクセスプログ
ラム

情報を収集したり、攻撃を実行したり、ホストコンピュータを改変することを目的として、リモートユー
ザーがインターネット経由でコンピュータにアクセスするために利用するプログラムです。
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カテゴリ 説明

スパイウェア システムの活動をひそかに監視するスタンドアロンのプログラムです。パスワードや他の秘密情報を検出
してからリモートコンピュータにこの情報を送り返すことができます。

ウイルス、マルウェア、悪質な脅威の検出
「ウイルス、マルウェア、悪質な脅威の検出」は、ウイルスと悪質な脅威の検出のために実行できるタスクの説明です。
一部のタスクを実行することも、全部のタスクを実行することもできます。実行順序は自由です。

Table 41: ウイルス、マルウェア、悪質な脅威の検出

タスク 説明

電子メールウイルス攻撃
認識機能

特定の IP アドレスから一定数のウイルス感染電子メールメッセージが届いた場合は、電子メールウイル
ス攻撃が行われているものと判断されます。デフォルトでは、攻撃を行っている送信者からの接続は保留
されます（遅延処理）。電子メールウイルス攻撃認識機能はデフォルトで無効になっているため、この機
能をアクティブにするには手動で有効にする必要があります。

電子メールマルウェアポ
リシーを作成して有効に
する

Symantec Messaging Gateway には事前設定されたマルウェアポリシーが付属しており、自動的に有効に
されています。これらのポリシーは修正できます。また、独自のカスタムポリシーを作成することもでき
ます。
デフォルトの電子メールマルウェアポリシー
電子メールのマルウェアポリシーを作成する

人工知能の感度を設定す
る

Symantec Messaging Gateway には、静的および動的人工知能技術が含まれています。この技術は感染
している可能性のあるメッセージの本文と添付ファイルを対象に、普通でない動作（自己増殖など）をス
キャンします。
デフォルトの設定は［中レベル］です。ただし、この設定を修正したり、検出をオフにしたりすることも
できます。人工知能スキャンでは、マルウェア検出率と誤検知の間でトレードオフが発生します。人工知
能の感度が低いと、多くのマルウェアを見逃す可能性がありますが、誤検知は少なくなります。人工知能
の感度が高いと、多くのマルウェアを検出できる可能性がありますが、誤検知の検出は高くなります。
人工知能の感度の修正

ウイルス対策スキャンか
ら除外できるファイルの
種類を指定する

ウイルス対策スキャンから除外するファイルの種類を指定できます。たとえば、一般に .mpg ファイルな
どの特定の種類のファイルにはウイルスが含まれていません。ウイルスが含まれないことを確信できる種
類のファイルは、ウイルススキャンから除外できます。これにより、システムリソースを節約できます。
Symantec Messaging Gateway には、デフォルトのファイルの種類の分類リストがあります。ただし、ス
キャンの除外リストを作成して、採用する分類を選択し、リストを有効にする必要があります。また、ス
キャンの除外リストにファイルの種類を追加したり、リストからファイルの種類を削除したりすることも
できます。
ウイルススキャン対象から除外するファイルの種類の指定

ウイルス疑いの検疫を設
定する

ウイルスポリシーを作成して、疑わしいメッセージ添付ファイルをウイルス疑いの検疫で検疫できます。
次のウイルス疑いの検疫設定にはデフォルトの値があります。ただし、これらの設定は必要に応じて変更
できます。
• メッセージを検疫に保持する最大時間
デフォルトの設定は 6 時間です。

• 検疫に利用可能なディスク容量
デフォルトの設定は 10 GB です。

定義の更新を有効にする デフォルトでは、LiveUpdate は有効になっています。プラチナム定義の更新は、月曜日から金曜日まで
10 分おきに行うようにスケジュール設定されています。ただし、更新を取得するタイミングと方法は修正
できます。
ウイルス定義の更新について
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タスク 説明

アウトブレーク通知警告
を設定する

警告通知を設定して、次のいずれかのウイルス関連イベントの発生を知ることができるようにします。
• アウトブレークの検出
• マルウェアフィルタが指定した期間を超過している
• 新しいマルウェアフィルタが利用可能
• ウイルス対策ライセンスが期限切れ

レポートを監視します。 レポートを監視して、ウイルス検出とポリシーの効果を判断します。レポートには、組織が受信した脅威
の量も記載されています。この情報は、ウイルス対策検出と脅威検出の設定を微調整するために役立ちま
す。

電子メールのマルウェアポリシーを作成する
Symantec Messaging Gateway をインストールすると、事前設定された複数のマルウェアポリシーがデフォルトで有効
になっています。これらのポリシーに加えて、独自のカスタムポリシーを作成して使用することもできます。コンテンツ
フィルタ、スパム、マルウェアのポリシー名はそれぞれ重複しないようにする必要があります。たとえば「XYZ」という
コンテンツフィルタポリシーがある場合、「XYZ」というスパムポリシーやマルウェアポリシーは作成できません。電子
メールのマルウェアポリシーを作成すると、デフォルトで有効になります。

デフォルトの電子メールマルウェアポリシー

電子メールのマルウェアポリシーを作成するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［ポリシー］、［電子メール］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［ポリシー名］ボックスにマルウェアポリシーの名前を入力します。

4. ［条件］で［適用先］ドロップダウンリストをクリックしてから、マルウェアポリシーを適用するメッセージの種類
を選択します。

• インバウンドメッセージ
• アウトバウンドメッセージ
• インバウンドとアウトバウンドのメッセージ
このオプションにより、ポリシーグループの設定時にこのマルウェアポリシーが［マルウェア］タブのどこに表示
されるかが指定されます。
たとえば、［インバウンドメッセージ］と［メッセージに大量メール送信型ワームが入っている場合］の条件を選
択したとします。その場合、このマルウェアポリシーはポリシーグループの設定時に［インバウンド電子メール大
量メール送信型ワームポリシー］リストのみに表示されます。

5. ［次の条件に合う場合］ドロップダウンリストをクリックして条件を選択します。

6. ［処理］で［追加］をクリックします。

［処理の設定］ページでドロップダウンリストをクリックし、処理を選択します。

選択した処理の種類によっては、下にあるフィールドで追加の情報を指定する必要があります。

たとえば、処理を［メッセージのコピーを転送する］に選択すると仮定します。メッセージを転送したい人の電子
メールアドレスを入力できるボックスが表示されます。

7. ［処理の追加］をクリックします。

必要に応じた数の処理を追加できますが、処理が他の処理と矛盾する場合は追加できません。
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8. ［ポリシーグループ］で、このポリシーを適用する 1 つ以上のグループにチェックマークを付けます。

9. ［保存］をクリックします。

デフォルトの電子メールマルウェアポリシー
Symantec Messaging Gateway をインストールすると、事前設定されたマルウェアポリシーもインストールされます。
これらのポリシーはデフォルトで有効になり、ポリシーグループに適用できます。ポリシーによる処理やポリシーの適用
先となるポリシーグループを無効にしたり修正したりできます。デフォルトのラベル付きの事前設定されたウイルスポリ
シーのポリシー名、ポリシーの適用先メッセージの種類、満たす必要のある条件は修正できません。

電子メールのマルウェアポリシーを作成する

Table 42: デフォルトの電子メールマルウェアポリシー

ポリシー名 適用される
メッセージ 次の条件に合う場合 処理 次のポリシーグ

ループに適用する デフォルトの状態

Virus: Clean
message (default)

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージにウイル
スが入っている

メッセージをクリー
ニングする

デフォルトグループ デフォルトで有効

Worm: Delete
message (default)

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージに大量
メール送信型ワーム
が入っている

メッセージを削除す
る

デフォルトグループ デフォルトで有効

解除に対してスキャ
ン不能: 通常どおり
に配信する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージが潜在的
に悪質なコンテンツ
のためスキャン不能

メッセージを通常ど
おりに配信する

なし デフォルトで有効

何らかの理由でマル
ウェアとコンテンツ
フィルタのスキャン
不能: メッセージを
削除する（デフォル
ト）

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージのマル
ウェアとコンテンツ
フィルタに対してス
キャン不能

メッセージを削除す
る

デフォルトグループ デフォルトで有効

Encrypted
Attachment: Modify
subject line with
"［WARNING
- ENCRYPTED
ATTACHMENT NOT
VIRUS SCANNED]"

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージに暗号化
添付ファイルが入っ
ている

「［WARNING
- ENCRYPTED
ATTACHMENT
NOT VIRUS
SCANNED]」を件
名の先頭に追加する

デフォルトグループ デフォルトで有効

Virus: Delete
message

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージにウイル
スが入っている

メッセージを削除す
る

なし デフォルトで有効

ウイルス: 件名
を「［VIRUS
INFECTED]」に変
更する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージにウイル
スが入っている

「［VIRUS
INFECTED]」を件
名の先頭に追加する

なし デフォルトで有効

Virus: Deliver
normally

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージにウイル
スが入っている

メッセージを通常ど
おりに配信する

なし デフォルトで有効

ワーム: クリーン
メッセージ

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージに大量
メール送信型ワーム
が入っている

メッセージをクリー
ニングする

なし デフォルトで有効
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ポリシー名 適用される
メッセージ 次の条件に合う場合 処理 次のポリシーグ

ループに適用する デフォルトの状態

ワーム: 件名
を「［WORM
INFECTED]」に変
更する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージに大量
メール送信型ワーム
が入っている

「［WORM
INFECTED]」を件
名の先頭に追加する

なし デフォルトで有効

ワーム: 通常どおり
に配信する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージに大量
メール送信型ワーム
が入っている

メッセージを通常ど
おりに配信する

なし デフォルトで有効

何らかの理由でマル
ウェアとコンテンツ
フィルタリングに対
してスキャン不能:
件名を「[WARNING
-NOT VIRUS
SCANNED]」に修
正する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージのマル
ウェアとコンテンツ
フィルタに対してス
キャン不能

「［WARNING
-NOT VIRUS
SCANNED]」を件
名の先頭に追加する

なし デフォルトで有効

何らかの理由でマル
ウェアとコンテンツ
フィルタのスキャン
不能: 通常どおりに
配信する

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージのマル
ウェアとコンテンツ
フィルタに対してス
キャン不能

メッセージを通常ど
おりに配信する

なし デフォルトで有効

解除: 添付ファイル
解除

デフォルトではイ
ンバウンドのみです
が、アウトバウンド
メッセージに適用す
るよう選択すること
も可能です。

メッセージに潜在
的に悪質なコンテン
ツがある添付ファイ
ルが含まれ、［マル
ウェア］>［スキャ
ンの設定］>［電子
メールスキャンの設
定］>［解除］タブ
で削除対象のコンテ
ナドキュメントと解
除コンテンツの種類
を選択した場合

添付ファイルを分
解し、潜在的に悪質
なコンテンツを削除
し、添付ファイルを
再構築し、通常どお
り配信する

なし デフォルトで有効です
が、［解除］タブでド
キュメントと解除コンテ
ンツの種類を選択し、
ポリシーをグループに適
用するまで適用されませ
ん。

脅威: 件名を
「[SPYWARE
OR ADWARE
INFECTED]」に変
更する（デフォル
ト）

インバウンドとアウ
トバウンドのメッ
セージ

メッセージにスパ
イウェアまたはアド
ウェアが入っている
スパイウェア判定ま
たはアドウェア判定
の詳細

「［SPYWARE
OR ADWARE
INFECTED］」を件
名の先頭に追加する

デフォルトグループ デフォルトで有効

インバウンドウイル
スの疑い: 添付ファ
イルを削除し、メッ
セージをウイルス疑
いの検疫に格納する
（デフォルト）

インバウンドメッ
セージ

メッセージに疑わ
しい添付ファイルが
入っている

「Parts of your
message have
been stripped
because they
were considered
suspect.」という
メッセージを表示し
たうえで、添付ファ
イルを削除しメッ
セージをウイルス疑
いの検疫に格納する

デフォルトグループ デフォルトで有効

Outbound suspect
virus: Hold message
in Suspect Virus
Quarantine (default)

アウトバウンドメッ
セージ

メッセージに疑わ
しい添付ファイルが
入っている

メッセージをウイル
ス疑いの検疫に格納
する

デフォルトグループ デフォルトで有効
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電子メールマルウェアポリシーの管理
「電子メールマルウェアポリシーの管理」では、電子メールマルウェアポリシーを管理する方法を説明します。必要に応
じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 43: 電子メールマルウェアポリシーの管理

タスク 説明

電子メールマルウェアポリシー
を修正する。

必要に応じて、電子メールマルウェアポリシーを修正できます。デフォルトの電子メールマルウェ
アポリシーを修正することも、独自のカスタムポリシーを修正することもできます。
電子メールマルウェアポリシーの変更

電子メールマルウェアポリシー
の有効と無効を切り替える。

電子メールに対して評価するためには、Symantec Messaging Gateway のポリシーを有効にする
必要があります。新しいポリシーを作成すると、そのポリシーはデフォルトで有効になります。ま
た、Symantec Messaging Gateway のプリインストールポリシーもデフォルトで自動的に有効にな
ります。
電子メールマルウェアポリシーの有効化または無効化

電子メールマルウェアポリシー
を削除する。

電子メールマルウェアポリシーが不要になった場合は削除できます。電子メールマルウェアポリ
シーを削除すると、完全に削除されて復元することはできません。
そのポリシーを完全に削除するかどうかをまだ決められない場合は、代わりにポリシーを無効にす
ることを検討してください。
電子メールマルウェアポリシーの削除

電子メールマルウェアポリシー
をコピーする。

既存のポリシーに類似した新しいポリシーの作成が必要になる場合があります。ポリシーをゼロか
ら作成する代わりに、既存のポリシーをコピーして、必要に応じて新しく作成されたポリシーを修
正します。
電子メールマルウェアポリシーのコピー

電子メールマルウェアポリシーの変更
デフォルトとカスタムの電子メールマルウェアポリシーを変更して、微調整したり、範囲を拡大または縮小したりできま
す。

「変更可能な電子メールマルウェアポリシーの設定」ではデフォルトの電子メールマルウェアポリシーとカスタム電子
メールマルウェアポリシーで変更可能な設定について説明します。

Table 44: 変更可能な電子メールマルウェアポリシーの設定

設定 デフォルトポリシーで変更可能 カスタムポリシーで変更可能

ポリシー名 いいえ はい
適用先 いいえ いいえ
次の条件に合う場合 いいえ いいえ
次の処理を実行 はい はい
次のポリシーグループに適用する はい はい

電子メールマルウェアポリシーを変更するには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］、［ポリシー］、［電子メール］の順に選択します。

2. 変更するポリシーの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. 必要な変更を行います。

4. ［保存］をクリックします。

電子メールマルウェアポリシーの有効化または無効化
デフォルトの電子メールマルウェアポリシーはデフォルトで有効になります。新しい電子メールマルウェアポリシーを作
成すると、デフォルトで有効になります。Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージをスキャンするとき
に使わないようにするポリシーは無効にできます。

マルウェアポリシーを無効にすることで電子メールマルウェアスキャンの問題をトラブルシューティングできます。アウ
トブレークが発生したときにカスタム電子メールマルウェアポリシーを作成して、アウトブレークが終了したときにポリ
シーを無効にすることもできます。別のアウトブレークのときにポリシーを有効にできます。

使わなくなったけれども削除したくはないポリシーを無効にすることもできます。

電子メールマルウェアポリシーを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［ポリシー］、［電子メール］の順に選択します。

2. 有効または無効にするポリシーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. 次のいずれかのオプションをクリックします。

有効 ポリシーを有効にすると、緑のチェックマークが［有効］列に表示されます。
無効 ポリシーを無効にすると、横線が［有効］列に表示されます。

電子メールマルウェアポリシーの削除

電子メールマルウェアポリシーの削除
不要になった電子メールマルウェアポリシーを削除できます。ただし、ポリシーを削除すると、そのポリシーを取り戻す
ことはできません。ポリシーを完全に削除してもよいかどうかがはっきりしない場合は、代わりに無効にできます。

電子メールマルウェアポリシーの有効化または無効化

電子メールマルウェアポリシーを削除するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［ポリシー］、［電子メール］の順に選択します。

2. 削除するポリシーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで「OK」をクリックします。

電子メールマルウェアポリシーのコピー
複雑な電子メールマルウェア対策ポリシーを作成し、その一部のみが異なる似たポリシーを作成したい場合がありま
す。Symantec Messaging Gateway では電子メールマルウェアポリシーをコピーできます。

電子メールマルウェアポリシーをコピーするときは、新しいポリシーを重複のない名前にする必要があります。たとえば
「XYZ」というコンテンツフィルタポリシーがある場合、「XYZ」というスパムポリシーやマルウェアポリシーは作成で
きません。電子メールのマルウェアポリシーを作成すると、デフォルトで有効になります。

電子メールマルウェアポリシーをコピーするには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］、［ポリシー］、［電子メール］の順に選択します。

2. コピーするポリシーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［コピー］をクリックします。

4. ［電子メールマルウェアポリシーの追加］ページで、ポリシーの新しい名前を入力します。

5. 必要な他の変更を行います。

6. ［保存］をクリックします。

リストを使ったウイルススキャンパフォーマンスの改善
ウイルススキャンから除外するファイルの種類のリストを作成できます。製品に付属しているデフォルトのリストを修正
して、カスタムリストを作成することができます。

「ウイルススキャンのリストの管理」では、これらのリストを使用して実行できるタスクを説明します。必要に応じて、
これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 45: ウイルススキャンのリストの管理

タスク 説明

ウイルススキャンをバイパスでき
るファイルの種類を含むリストを
作成する。複数のリストはファイ
ルの種類を分類するうえで役立ち
ます。

ウイルスと悪質な脅威は、通常は実行可能ファイルの種類に含まれています。実行可能ファイル
を含まないファイルの種類でスキャンのバイパスを許可することによって、スキャンパフォーマ
ンスを改善できます。
ウイルススキャン対象から除外するファイルの種類の指定

マルウェアスキャンポリシーを微
調整するときに、スキャンから
除外するファイルの種類を修正す
る。

たとえば、悪質な実行可能ファイルが無害なファイルの種類に見えるように変更されている可
能性があることに気付くことがあります。そのような場合は、偽装できるファイルの種類を、ス
キャンから除外するファイルのリストから削除します。
スキャンから除外するファイルの種類の変更

必要に応じてリストを有効または
無効にする。

スキャンから除外するファイルの種類のリストを複数使うことができます。ただし、リストを
有効にしない限り、リストに含まれるファイルの種類はウイルス対策スキャンをバイパスしませ
ん。リストを作成すると、デフォルトで有効になります。Symantec Messaging Gateway が電子
メールメッセージをスキャンするときに使わないようにするリストは無効にします。
リストを無効にすることで電子メールウイルススキャンの問題をトラブルシューティングできま
す。カスタムリストを作成してアウトブレーク用に使い、アウトブレークが終了したときにリス
トを無効にすることもできます。別のアウトブレークのときにリストを再び有効にできます。ま
た、不要になったものの削除はしないリストを無効にすることもできます。
スキャンから除外するファイルの種類のリストの有効化または無効化

不要になったスキャンから除外す
るファイルの種類のリストを削除
する。

リストを削除すると、そのリストの内容を取り戻すことはできません。
スキャンから除外するファイルの種類のリストの削除

スキャンから除外するファイルの
種類のリストをテキストファイル
にエクスポートする。

次のような理由でファイルの種類のエクスポートが必要になる場合があります。
• スキャンをバイパスするファイルの種類を知る必要がある組織内のユーザーに配布できるリ
ストを作成するため。

• リストのコピー、リストの変更、リストの削除を行う前にファイル種類のリストのアーカイ
ブコピーを作成するため。

スキャンから除外するファイルの種類のリストのエクスポート

ウイルススキャン対象から除外するファイルの種類の指定
Symantec Messaging Gateway では、ウイルススキャンから除外するファイルの種類のリストを作成できます。単一の
リストを作成してもよいですし、複数のリストを作成してファイルの種類を分類することもできます。
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リストの作成に役立つように、Symantec Messaging Gateway では類似したファイルの種類をグループ化するファイル
クラスが用意されています。ファイルクラスでは、すべてのファイルの種類を選択してもよいですし、ファイルの種類を
個別に選択してウイルススキャンから除外することもできます。［すべてのファイルクラス］を選択して、SMG で用意
されているすべてのファイルクラスを含むリストを作成することもできます。

脅威対策スキャンから除外するファイルの種類を指定するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［スキャンの除外］タブで、［追加］をクリックします。

3. ［スキャンの除外リスト名］ボックスにリストの名前を入力します。

4. ［ファイルクラス］リストで、スキャンから除外するファイルクラスを選択します。

• 複数のクラスを選択するには、Ctrl キーを押しながらファイルクラス名をクリックします。
• ［ファイルクラス］リストのすべてのファイルクラスを選択するには、［すべてのファイルクラス］をクリックし
ます。

5. ［ファイルの種類］リストに、選択したファイルクラスと関連付けられているすべてのファイルの種類が表示されま
す。

• ［ファイルの種類］リストのファイルの種類すべてをウイルススキャンから除外するには、［ファイルクラスの追
加］をクリックします。

• 除外リストからファイルの種類を削除するには、Ctrl キーを押しながら削除したいファイルの種類の選択を解除し
ます。完了したら、［ファイルクラスの追加］をクリックして、選択したその他のファイルの種類を追加します。

6. ［保存］をクリックします。

ファイルの種類名が［説明］リストに表示されます。

新しいリストを作成すると、そのリストはデフォルトで有効になります。SMG でスキャンの除外リストをスキャン時に
使用する場合は、該当するリストを有効にする必要があります。除外したファイルの種類と一致する添付ファイルがメッ
セージに含まれる場合は、SMG はそのファイルに対してウイルススキャンを実行しません。［マルウェア］ > ［設定］
> ［電子メールスキャンの設定］ > ［スキャンの除外］タブで、スキャンの除外リストを編集、削除、無効化、有効化、
エクスポートできます。

スキャンから除外するファイルの種類の変更
スキャンポリシーを微調整するときに、スキャンから除外するファイルの種類を変更できます。たとえば、悪質な実行可
能ファイルが無害なファイルの種類に見えるように変更されている可能性があることに気付くことがあります。そのよう
な場合は、偽装できるファイルの種類を、スキャンから除外するファイルのリストから削除します。

ウイルススキャン対象から除外するファイルの種類の指定

スキャンから除外するファイルの種類を変更するには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［スキャンの除外］タブをクリックします。

3. 修正する［スキャンの除外リスト］の横にあるボックスにチェックマークを付けます。

4. ［編集］をクリックします。

5. 次のいずれかのタスクを行います。

ファイルの種類をリスト
に追加するには

［ファイルクラス］リストで、スキャンから除外するファイルクラスを選択します。
複数のクラスを選択するには、Ctrl キーを押しながらファイルクラス名をクリックします。
特定のファイルの種類を除外するファイルクラスをクリックします。次に、［ファイルの種類］リストか
らファイルの種類を選択します。
Ctrl キーを押しながら複数のファイルの種類を選択します。
［ファイルの種類の追加］をクリックします。

ファイルの種類をリスト
から削除するには

［説明］で、削除するファイルの種類の横にあるチェックボックスにチェックマークを付け、［削除］を
クリックします。

6. ［保存］をクリックします。

スキャンから除外するファイルの種類のリストの有効化または無効化

スキャンから除外するファイルの種類のリストの有効化または無効化
スキャンから除外するファイルの種類のリストを複数使うことができます。ただし、リストを有効にしない限り、リスト
に含まれるファイルの種類はウイルス対策スキャンをバイパスしません。リストを作成すると、デフォルトで有効になり
ます。Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージをスキャンするときに使わないようにするリストは無効
にします。

リストを無効にすることで電子メールウイルススキャンの問題をトラブルシューティングできます。カスタムリストを
作成してアウトブレーク用に使い、アウトブレークが終了したときにリストを無効にすることもできます。別のアウトブ
レークのときにリストを再び有効にできます。

使わなくなったけれども削除したくはないリストを無効にすることもできます。

スキャンから除外するファイルの種類のリストを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［スキャンの除外］タブをクリックします。

3. 有効または無効にするリストの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. 次のいずれかのオプションを選択します。

有効 ポリシーを有効にすると、緑のチェックマークが［有効］列に表示されます。
無効 ポリシーを無効にすると、横線が［有効］列に表示されます。

スキャンから除外するファイルの種類のリストの削除

スキャンから除外するファイルの種類のリストの削除
スキャンから除外するファイルの種類のリストが不要になった場合は削除できます。ただし、リストを削除すると、その
リストの内容を取り戻すことはできません。リストを完全に削除してもよいかどうかがはっきりしない場合は、代わりに
無効にできます。リストを削除する前に、リストをエクスポートして記録用にリストを残すことができます。

スキャンから除外するファイルの種類のリストの有効化または無効化

スキャンから除外するファイルの種類のリストを削除するには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［スキャンの除外］タブをクリックします。

3. 削除するリストの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［削除］をクリックします。

5. 確認ダイアログボックスで「削除」をクリックします。

スキャンから除外するファイルの種類のリストのエクスポート
スキャンから除外するファイルの種類のリストをテキストファイルにエクスポートできます。

次のような理由でファイルの種類のエクスポートが必要になる場合があります。

• スキャンをバイパスするファイルの種類を知る必要がある組織内のユーザーに配布できるリストを作成するため。
• リストのコピー、リストの変更、リストの削除を行う前にファイル種類のリストのアーカイブコピーを作成するた
め。

スキャンから除外するファイルの種類のリストをエクスポートするには
1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［スキャンの除外］タブをクリックします。

3. エクスポートするファイルの種類を含むリストの横にチェックマークを付けます。

4. ［エクスポート］をクリックします。

5. 確認ダイアログボックスで、ファイルを開くか保存するかを指定します。

入れ子ファイルの限度の設定
Symantec Messaging Gateway では、特定の圧縮ファイルを処理するときにシステムメモリが枯渇する場合がありま
す。このようなコンテナファイルは「zip 爆弾」と呼ばれることがあります。Symantec Messaging Gateway は、サイズ
の大きい添付ファイルを自動的に除外して除去することにより、このような状況に対処することができます。この動作
は、そのようなファイルは zip 爆弾になる可能性があり、システムリソースの枯渇を招くのは望ましくないという前提に
基づいています。ファイル処理はあくまでそのサイズに基づいて行われるものであり、ウイルスなどの脅威を含む可能性
が認められるためではありません。

Symantec Messaging Gateway がメモリ内で処理する最大のファイルサイズと抽出レベルを指定できます。コンテナ
のスキャンに制限時間を設けることもできます。設定された制限値に達した場合は、Symantec Messaging Gateway
で［マルウェアとコンテンツフィルタに対してスキャン不能］カテゴリに指定した処理が実行されます。

コンテナをスキャン不能と判定するためのしきい値を設定できるオプションは次のとおりです。

コンテナの最大ス
キャンレベル

指定した値よりもコンテナファイル（.zip ファイル、電子メールメッセージなど）の入れ子の深さのほうが大
きいと、スキャン不能と判定されます。
この値を高くしすぎないでください。サービス拒否攻撃（入れ子レベルの深い zip 爆弾）に対して脆弱になる
おそれがあります。

コンテナを開く最大
時間

メッセージに添付されているコンテナ（.zip ファイルなど）のスキャンにかかる時間がここで指定した時間を
超えると、そのコンテナはスキャン不能と判定されます。
他のコンテナ設定値は超えていないものの、入れ子状のコンテナや、膨大な数のファイルや、サイズの大きい
ファイルを含むコンテナを検出するには、この設定を使います。

個々のファイルを開
くときの最大サイズ

コンテナを展開したときに含まれる各ファイルがここで指定したサイズを超えている場合、そのコンテナはス
キャン不能として扱われます。

ファイルを開くとき
の最大累積サイズ

コンテナを展開したときに全ファイルの合計サイズがここで指定したサイズを超えている場合、そのコンテナ
はスキャン不能として扱われます。
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入れ子ファイルの限度を設定するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］>［SMTP］>［設定］を選択してから［コンテンツスキャン］タブを選択し
ます。

2. ［コンテナ限度］の［コンテナの最大スキャンレベル］ボックスにコンテナのレベルの最大値を入力します。

3. ［コンテナを開く最大時間］ボックスに値を入力し、ドロップダウンメニューで［秒］、［分］、［時間］のいずれ
かを指定します。

4. ［個々のファイルを開くときの最大サイズ］ボックスに最大のファイルサイズを入力し、ドロップダウンメニュー
で［KB］、［MB］、［GB］のいずれかを選択します。

5. ［ファイルを開くときの最大累積サイズ］ボックスに最大の累積ファイルサイズを入力し、ドロップダウンメニュー
で［KB］、［MB］、［GB］のいずれかを選択します。

6. ［保存］をクリックします。

ウイルス定義を最新の状態に保持
「ウイルス定義を最新の状態に保持する方法」では、ウイルス定義を最新の状態に保持するすべての方法を説明します。
必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 46: ウイルス定義を最新の状態に保持する方法

タスク 説明

定義を最新の状態に保持する
必要がある理由と、Symantec
Messaging Gateway が定義を更新
する方法について理解を深める。

Symantec Messaging Gateway は最新の情報を使ってウイルスと脅威を検出します。問題を引
き起こす最も多い理由の 1 つは、ウイルス定義ファイルが最新ではないということです。シマ
ンテック社は、新しく発見されたすべてのウイルスと脅威について必要な情報を記載した最新の
ウイルス定義ファイルを定期的に提供しています。この情報を定期的に更新しておけば、最適な
セキュリティが確保され、感染やアウトブレークによるダウンタイムに対して組織が保護されま
す。
ウイルス定義の更新について

定義の更新の状態を監視する。 LiveUpdate の状態の詳細は次のとおりです。
• 前回の LiveUpdate 試行
• 前回のウイルス定義 LiveUpdate の状態
• ウイルス定義のバージョン（リビジョン）
• 現在のウイルス定義マニフェスト
ウイルス定義の状態の表示

自動更新をスケジュール設定し
て、保護された状態を絶え間なく
維持する。

ウイルス定義の自動更新のスケジュールを設定すると、使用可能な最新の定義をシマンテック社
から確実に入手できます。Symantec Messaging Gateway がウイルス定義の取得を試みる頻度を
指定できます。
ウイルス定義の自動更新のスケジュール設定

必要に応じて自動更新を無効にす
る。

自動更新を無効にすることが必要な場合があります。自動更新を無効にしたときは、オンデマン
ド更新を実行して新しいウイルス定義を取得する必要があります。
ウイルス定義の自動更新の無効化

最新の定義を必要とするときに定
義のオンデマンド更新を実行す
る。

自動更新のスケジュールを設定している場合であっても、いつでも LiveUpdate を開始できま
す。
ウイルス定義のオンデマンド更新の開始

定義の更新を取得する場所を指定
する。

ウイルス定義の取得元を次のように指定できます。
• シマンテック社の Web サイト
• LAN ホスト
ウイルス定義を取得する場所の指定
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ウイルス定義の更新について
Symantec Messaging Gateway は最新の情報を使ってウイルスと脅威を検出します。問題を引き起こす最も多い理由の 1
つは、ウイルス定義ファイルが最新ではないということです。シマンテック社は、新しく発見されたすべてのウイルスと
脅威について必要な情報を記載した最新のウイルス定義ファイルを定期的に提供しています。この情報を定期的に更新し
ておけば、最適なセキュリティが確保され、感染やアウトブレークによるダウンタイムに対して組織が保護されます。

Symantec Messaging Gateway は 10 分毎にシマンテック社のサーバーをポーリングし、更新が利用可能かどうかを確認
します。利用可能な場合は、［状態］ページにその情報が表示されます。ただし、更新のダウンロードは、指定のスケ
ジュールに基づいてのみ行われます。または、手動で定義の更新をダウンロードできます。

「最新のウイルス定義をシマンテック社から取得するための方法」は、最新のウイルス定義をシマンテック社から取得す
るための方法を示しています。

Table 47: 最新のウイルス定義をシマンテック社から取得するための方法

方法 説明

LiveUpdate LiveUpdate を使って自動的に保護を更新できます。LiveUpdate を実行すると、利用可能なウイルス定義ファイル
がダウンロードされ、インストールされます。
LiveUpdate はスケジュール設定して実行することも、オンデマンドで実行することもできます。デフォルトでは
LiveUpdate は有効になっており、月曜日から金曜日まで 10 分おきに定義を更新します。
ウイルス定義の自動更新のスケジュール設定
ウイルス定義のオンデマンド更新の開始

Rapid Response LiveUpdate Rapid Response 更新は廃止され、サポートされなくなりました。自動更新が、高い頻度のスケジュー
ルで発生するようになりました。
新しく登場した脅威を発見した場合の定義ファイルの取得

ウイルス定義の取得元は選択できます。組織に複数のアプライアンスがある場合、内部サーバー上の定義を取得できま
す。その後、すべての Symantec Messaging Gateway アプライアンスに定義を配布できます。この設定を使うと、シマ
ンテック社の LiveUpdate にアクセスするインターネットトラフィックの量を制限できます。このシナリオでは、LAN ホ
ストと必要に応じてプロキシの情報を指定する必要があります。

ウイルス定義を取得する場所の指定

定義ファイルをインストールするには、有効なコンテンツライセンスが必要です。コンテンツライセンスとはシマンテッ
ク社から与えられた許可のことで、このライセンスを使用して、最新の関連コンテンツ（新しい定義など）が含まれる
Symantec Corporation のソフトウェアを更新できます。コンテンツライセンスがないまたはライセンスの期限が切れて
いる場合、製品の最新定義を受信できません。このため、環境は攻撃に対して脆弱になります。

ウイルス定義の状態の表示
Symantec Messaging Gateway では、ウイルス定義の状態の詳細を確認できます。

LiveUpdate の状態の詳細は次のとおりです。

前回の LiveUpdate 試行 前回 Symantec Messaging Gateway がウイルス定義の更新を試行
した曜日、日付、時刻です。

前回のウイルス定義 LiveUpdate の状態 前回に試行したウイルス定義の更新が正常に完了していたかどう
か。

ウイルス定義のバージョン（リビジョン） 現在のウイルス定義のバージョンです。
現在のウイルス定義マニフェスト 今回の更新に含まれるウイルス定義のリストです。
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コントロールセンターで［マルウェア］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

［LiveUpdate の設定］ラベルの下に LiveUpdate の状態が表示されます。

ウイルス定義の自動更新のスケジュール設定
ウイルス定義の自動更新のスケジュールを設定すると、使用可能な最新の定義をシマンテック社から確実に入手できま
す。Symantec Messaging Gateway がウイルス定義の取得を試みる頻度を指定できます。

自動更新のスケジュールは LiveUpdate でのみ設定できます。

ウイルス定義を取得する場所の指定

ウイルス定義の自動更新の無効化

ウイルス定義の自動更新のスケジュールを設定するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

2. ［LiveUpdate スケジュール］の下にある［次のスケジュールで自動更新を有効にする］をクリックします。

3. 該当するボックスにチェックマークを付けて、LiveUpdate を開始する曜日を指定します。(推奨: すべてのボックスに
チェックマークを付けます)。

4. ［最初の試行］コントロールを使って、最初の LiveUpdate の試行を開始する時刻を指定します。

5. ［頻度］設定を選択して、初回以降に LiveUpdate を実行する頻度を指定します。

デフォルト値は 10 分に 1 回です。

6. LiveUpdate のウイルス定義のソースを選択します。

• ［認定済みウイルス定義をシマンテック社からダウンロードする］を選択すると、Symantec Messaging Gateway
はインターネットからウイルス定義を直接ダウンロードします。この設定がデフォルトです。

• 企業のネットワークに LiveUpdate Administrator サーバーがインストールされている場合は、［LAN ホストからウ
イルス定義をダウンロード］を選択できます。
LiveUpdate Administrator に認証が必要な場合は、Symantec Messaging Gateway が提供する LAN ホストアドレ
ス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
LiveUpdate Administrator との通信にプロキシを使う場合は、［プロキシを使う］にチェックマークを付け、プロ
キシサーバーとの通信に必要な［プロキシホスト］と［プロキシホストポート］の情報を入力します。プロキシ
サーバーに認証が必要な場合は、Symantec Messaging Gateway が提供するユーザー名とパスワードを入力しま
す。

7. 3 分から 60 分までの範囲の値を入力できます。デフォルトの設定は 20 分です。

8. ［保存］をクリックします。

ウイルス定義の自動更新の無効化
自動更新を無効にすることが必要な場合があります。自動更新を無効にしたときは、オンデマンド更新を実行して新しい
ウイルス定義を取得する必要があります。

WARNING

自動更新を無効にすると、ウイルスと悪意ある攻撃が環境に侵入するリスクを負うことになります。ウイルス
定義の自動更新により、使用可能な最新の保護で脅威からネットワークを常に守ることができます。

ウイルス定義の自動更新を無効にするには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

2. ［自動更新を無効にする］をクリックします。

3. ［保存］をクリックします。

ウイルス定義のオンデマンド更新の開始
自動更新のスケジュールを設定している場合であっても、いつでも LiveUpdate を開始できます。

ウイルス定義のオンデマンド更新を開始するには
1. ［マルウェア］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

2. ［今すぐ LiveUpdate］をクリックします。

ウイルス定義の状態の表示

新しく登場した脅威を発見した場合の定義ファイルの取得

ウイルス定義を取得する場所の指定

ウイルス定義を取得する場所の指定
ウイルス定義の取得元を次のように指定できます。

シマンテック社
の Web サイト

シマンテック社の LiveUpdate サーバーからウイルス定義を直接ダウンロードします。
このオプションがデフォルトの設定です。

LAN ホスト 組織に複数のアプライアンスがある場合、内部サーバー上の定義を取得できます。その後、すべての Symantec
Messaging Gateway アプライアンスに定義を配布できます。この設定を使うと、シマンテック社の LiveUpdate に
アクセスするインターネットトラフィックの量を制限できます。このシナリオでは、LAN ホストと必要に応じてプ
ロキシの情報を指定する必要があります。

ウイルス定義の自動更新のスケジュール設定

ウイルス定義のオンデマンド更新の開始

新しく登場した脅威を発見した場合の定義ファイルの取得

1. Symantec LiveUpdate サーバーからウイルス定義を取得するには、コントロールセンターで［マルウェア］ > ［電
子メールスキャンの設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

2. ［送信元］で、［認定済みウイルス定義をシマンテック社からダウンロードする］をクリックします。

LiveUpdate は、［管理］、［ホスト］、［設定］、［編集］ページの順に選択して、［プロキシ］タブで定義されて
いるプロキシを使います。

3. ［保存］をクリックします。

4. LAN ホストからウイルス定義を取得するには、コントロールセンターで［マルウェア］ > ［電子メールスキャンの
設定］ > ［LiveUpdate］をクリックします。

5. ［送信元］で、［LAN ホストからウイルス定義をダウンロード］をクリックします。

LAN ホストからウイルス定義をダウンロードする場合、［プロキシを使う］でプロキシを指定した場合にのみ
LiveUpdate はプロキシを使います。

LAN ホストのセットアップ方法について詳しくは『LiveUpdate ######』を参照してください。

6. ［アドレス］フィールドに、LAN ホストのアドレスを入力します。

ホスト名ではなく URL を使います。
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7. LAN ホストにアクセスするために必要な場合は、［ユーザー名］フィールドと［パスワード］フィールドに、ユー
ザー名とパスワードを入力します。

8. プロキシサーバーを使う場合は、［プロキシを使う］にチェックマークを付けます。

9. ［プロキシホスト］フィールドに、有効なホスト名を入力します。

10.［プロキシポート］フィールドに、有効なポート番号を入力します。

11.プロキシホストにアクセスするために必要な場合は、［ユーザー名］フィールドと［パスワード］フィールドに、
ユーザー名とパスワードを入力します。

12.［保存］をクリックします。

人工知能の感度の修正
デフォルトでは、Messaging Gateway は静的および動的人工知能とウイルス定義を使用して悪質なコンテンツを遮断し
ます。システムがマルウェアの検出に人工知能を使用する方法と、既知の定義が存在しない脅威をスキャンする方法は感
度で決定します。既知の脅威のスキャン (静的) に加えて、Messaging Gateway は人工知能技術を使用して、感染してい
る可能性のあるメッセージの本文と添付ファイルを対象に普通でない動作をスキャン (動的) します。

人工知能スキャンでは、マルウェア検出率と誤検知の間でトレードオフが発生します。人工知能の感度が低いと、多くの
マルウェアを見逃す可能性がありますが、誤検知は少なくなります。人工知能の感度が高いと、多くのマルウェアを検出
できる可能性がありますが、誤検知の検出は高くなります。多くの誤検知を許容できる環境では、［検出感度高］を選択
して悪質なコンテンツの遮断を増やします。誤検知を最小限に抑えるには、［検出感度低］を選択して、最小限の誤検知
コストで悪質なコンテンツの最適な遮断を実現します。

感度を修正するには
1. ［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］をクリックします。

2. ［全般］タブをクリックします。

3. で、設定するレベルをクリックします。

デフォルト設定は、［検出感度中］です。

4. ［保存］をクリックします。

ウイルス、マルウェア、悪質な脅威の検出
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ウイルスの疑いの検疫

ウイルス疑いの検疫について
Symantec Messaging Gateway では、疑わしい添付ファイルが付いているメッセージをスキャンする際に、そのメッ
セージをウイルス疑いの検疫に格納します。

ウイルス疑いの検疫を使うには、マルウェアポリシーで、疑わしい添付ファイルに対して次のいずれかの処理を実行する
必要があります。

• メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する
• 添付ファイルを削除しメッセージをウイルス疑いの検疫に格納する

次のいずれかの状況が生じるまで、メッセージはウイルス疑いの検疫に格納されます。

メッセージが指定された時間、検疫に格納さ
れる。

疑わしい添付ファイルが付いているメッセージを検疫に格納する期間を指定できま
す。デフォルト値は 6 時間です。
メッセージが検疫に格納されている間に、再スキャン用の最新ウイルス定義がリリー
スされます。メッセージが更新済みの定義で再スキャンされる場合、未感染か感染し
たかの判定を受信します。

Note: 注意: デフォルト値を修正する場合は、必ず Symantec Messaging Gateway が
最新のウイルス定義をダウンロードできるように適切な時間を割り当ててください。

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定
ウイルス疑いの検疫からメッセージを手動で
解放または削除する。

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除
ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの解放

ウイルス疑いの検疫のサイズが上限を超え
る。

検疫のサイズが上限を超えると、新しいメッセージの収容スペースを確保するため
に、検疫内のメッセージが自動的に削除されます。
サイズの上限を指定できます。
ウイルス疑いの検疫に割り当てたディスク容量の変更

既存のポリシーが評価され、適用される。 Symantec Messaging Gateway はポリシーを評価し、疑わしい添付ファイルが付いて
いるメッセージに対して指定された処理を実行します。

ウイルス疑いの検疫内のナビゲートについて
次のナビゲートアイコンは、［ウイルス疑いメッセージ検疫］ページのメッセージ間を移動する際に役立ちます。

先頭のメッセージに移動します。
最後のページ、または 50 ページ先（ページ数が 50 ページを超える場合）に移動します。
前のページに移動します。
次のページに移動します。
現在のページの前後最大 500 ページを選択します。

別のページにナビゲートしたとき、もとのページのチェックボックスの状態は保存されません。たとえば、1 ページ目で
3 つのメッセージを選択して次のページに移動すると、次に 1 ページ目に戻ったときにはすべてのメッセージのチェック
マークがはずされています。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数の指定
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検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージのソート

ウイルス疑い検疫メッセージの検索

ウイルス疑いメッセージの設定
「ウイルスメッセージの設定」では、ウイルス疑いメッセージのオプションを設定するすべての方法を説明します。必要
に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 48: ウイルスメッセージの設定

タスク 説明

必要な場合は言語エンコード
を選択する。

ほとんどの場合は、自動検出の設定により、ウイルス疑いの検疫のメッセージの言語エンコードが正
しく判別されます。ただし、一部のメッセージについてはコントロールセンターが適切な言語エン
コードを判断できないことがあります。メッセージが文字化けしている場合は、そのメッセージで使
われている可能性が最も高いエンコードを選択してください。
ウイルスの疑いがあるメッセージの言語エンコードの選択

検疫ビューをカスタマイズす
る。

1 ページに表示する検疫メッセージエントリの数を指定できます。
1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数の指定

Symantec Messaging
Gateway が［ ウイルス疑い
の検疫 ］内のメッセージを
自動的に解放するスケジュー
ルを設定する。

ウイルス疑いの検疫にメッセージを保持する最大時間を選択できます。指定した期間が過ぎると、
メッセージは自動的にウイルス疑いの検疫から解放され、最新のウイルス定義ファイルを使って再ス
キャンされます。
ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定

システムのリソースを最適化
するために、検疫が使用する
ディスク領域の上限を指定す
る。

ウイルス疑いの検疫で使用するディスク容量を指定できます。
ウイルス疑いの検疫に割り当てたディスク容量の変更

ウイルスの疑いがあるメッセージの言語エンコードの選択
ほとんどの場合は、自動検出の設定により、ウイルス疑いの検疫のメッセージの言語エンコードが正しく判別されます。
ただし、一部のメッセージについてはコントロールセンターが適切な言語エンコードを判断できないことがあります。
メッセージが文字化けしている場合は、そのメッセージで使われている可能性が最も高いエンコードを選択してくださ
い。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

ウイルス疑いの検疫内のナビゲートについて

検疫内のメッセージの言語エンコードを選択するには、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

ウイルスの疑いがあるメッセージの言語エンコードを選択するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイルスの疑い］の順に選択します。

2. 表示するメッセージの件名をクリックします。

3. メッセージ詳細ページで、ドロップダウンリストから言語エンコードを選択します。

1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数の指定
1 ページに表示する検疫メッセージエントリの数を指定できます。

ウイルス疑いの検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数を指定するには
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1. コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイルスの疑い］の順に選択します。

2. ［ページあたりのエントリ］ドロップダウンリストをクリックし、数字を選択します。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

ウイルス疑いの検疫内のナビゲートについて

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージのソート

ウイルス疑い検疫メッセージの検索

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定
ウイルス疑いの検疫にメッセージを保持する最大時間を、最長 24 時間までで選択できます。指定した期間が過ぎると、
メッセージは自動的にウイルス疑いの検疫から解放され、最新のウイルス定義ファイルを使って再スキャンされます。

定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

ウイルス疑いの検疫に割り当てたディスク容量の変更

ウイルス疑いの検疫から手動でメッセージを削除することもできます。

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除

ウイルス疑いの検疫の設定を変更するには、完全管理権または修正権限が必要です。

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間を指定するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［設定］、［ウイルスの疑いの設定］の順に選択します。

2. ［メッセージの解放］で、［メッセージを自動的に解放するまで］ドロップダウンリストをクリックし、メッセージ
を検疫に保存する時間数を選択します。

デフォルトの設定は 6 時間です。最長の設定は 24 時間です。

3. ［保存］をクリックします。

ウイルス疑いの検疫に割り当てたディスク容量の変更
ウイルス疑いの検疫で使用するディスク容量を指定できます。デフォルトのディスク容量は 10 GB です。

ウイルス疑いの検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権または設定の修正権限が必要です。

ウイルス疑いの検疫に割り当てたディスク容量を変更するには
1. ［マルウェア］、［設定］、［ウイルスの疑いの設定］の順に選択します。

2. ［ウイルス疑いの検疫の最大サイズ］にチェックマークを付けてしきい値を有効にします。

3. ウイルス疑いの検疫に割り当てるディスク容量を指定します。

デフォルトの設定は 10 GB です。

4. ［保存］をクリックします。

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの解放

ウイルス疑いメッセージの管理
「ウイルス疑いメッセージの管理」では、［ウイルス疑いの検疫］内のメッセージを使用して実行できるタスクを説明し
ます。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。
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Table 49: ウイルス疑いメッセージの管理

タスク 説明

検疫内のメッセージを表示し
て、実行する処理を判断す
る。

ウイルス疑いの検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が
必要です。
検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

検疫内のメッセージをソート
する。

メッセージの分類や特定のメッセージの検索を容易にするために、ウイルス疑いの検疫内のメッセー
ジを日付順にソートできます。デフォルトでは、メッセージは日時降順に表示されます。最も新しい
メッセージがページの先頭に表示されます。
検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージのソート

特定のメッセージを検索す
る。

この機能を使えば、特定のメッセージを簡単に見つけて表示、削除、解放できます。
ウイルス疑い検疫メッセージの検索
ウイルス疑いメッセージ検索の基準とヒント

検疫からメッセージを完全に
削除する。

ウイルス疑いの検疫内のメッセージは削除できます。1 つずつ削除することも、複数のメッセージを
1 回で削除することもできます。削除すると、そのメッセージにはアクセスできなくなります。
ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除

検疫からメッセージを解放し
て本来の受信者に配信する。

ウイルス疑いの検疫からメッセージを解放して、最新のウイルス定義で再スキャンできま
す。Symantec Messaging Gateway がウイルスを修復できず、ウイルスの疑いを検疫するポリシー
が設定されている場合は、Symantec Messaging Gateway によりメッセージは検疫に戻されます。
メッセージを 1 つずつ解放することも、すべてのメッセージを同時に解放することもできます。ま
た、ウイルス疑いメッセージの自動解放と再スキャンを設定できます。
ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの解放
ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示
ウイルス疑いの検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

次のいずれかを行います。

［ウイルス疑いメッセージ検疫］ページを表示していない場合 コントロールセンターで［ウイルス］、［検疫］、［電子メール
ウイルスの疑い］の順に選択します。

現在表示している［ウイルス疑いメッセージ検疫］ページで新た
に到着したメッセージを見る場合

［ウイルス］、［検疫］、［電子メールウイルスの疑い］の順に
選択して表示されたページで、［すべて表示］アイコンが表示さ
れていなければ［フィルタを表示］をクリックしてから、［すべ
て表示］をクリックします。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージのソート
メッセージの分類や特定のメッセージの検索を容易にするために、ウイルス疑いの検疫内のメッセージを日付順にソート
できます。デフォルトでは、メッセージは日時降順に表示されます。最も新しいメッセージがページの先頭に表示されま
す。

ウイルス疑いの検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

検疫内のウイルスの疑いのあるメッセージをソートするには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイルスの疑い］の順に選択します。

2. 昇順または降順でソートするには、［日時］列見出しをクリックします。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数の指定

ウイルス疑いの検疫内のナビゲートについて
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ウイルス疑い検疫メッセージの検索

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除
ウイルス疑いの検疫内のメッセージは削除できます。1 つずつ削除することも、複数のメッセージを 1 回で削除すること
もできます。削除すると、そのメッセージにはアクセスできなくなります。検疫内のメッセージを削除するには、管理者
に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

また、パージユーティリティを使って、ウイルス疑いの検疫からメッセージを自動的に削除することもできます。この
ユーティリティを使うと、ディスク領域の解放のために検疫から手動でメッセージを削除する手間が省けます。ユーティ
リティは、指定したスケジュールに基づいてメッセージをパージします。

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定

1. 検疫内のメッセージを個別に削除するには、コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイ
ルスの疑い］の順に選択します。

2. 削除する各メッセージの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. 検疫内のメッセージをすべて削除するには、コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイ
ルスの疑い］の順に選択します。

5. ウイルス疑いの検疫内のすべてのメッセージを、他のページのメッセージと共に削除するには、［すべて削除］をク
リックします。

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの解放
ウイルス疑いの検疫からメッセージを解放して、最新のウイルス定義で再スキャンできます。Symantec Messaging
Gateway がウイルスを修復できず、ウイルス疑いを検疫するポリシーが設定されている場合は、メッセージはウイルス
疑いの検疫に戻されます。

メッセージを 1 つずつ解放することも、すべてのメッセージを同時に解放することもできます。また、ウイルス疑い
メッセージの自動解放と再スキャンを設定できます。

ウイルス疑いメッセージを検疫に保存する期間の指定

メッセージを解放するには、コントロールセンターの IP アドレスにアクセスできる必要があります。インバウンドまた
はアウトバウンドの SMTP アクセスを制限している場合は、［インバウンドメールの設定］と［アウトバウンドメール
の設定］を確認してください。

検疫からメッセージを解放するには、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

ウイルスの疑いのあるメッセージの検疫からの削除
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1. 検疫から個別にメッセージを解放するには、コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイ
ルスの疑い］の順に選択します。

2. 解放する各メッセージの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［解放］をクリックします。

4. 検疫からすべてのメッセージを解放するには、コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウ
イルスの疑い］の順に選択します。

5. ウイルス疑いの検疫内のすべてのメッセージを、他のページのメッセージと共に解放するには、［すべて解放］をク
リックします。

ウイルス疑い検疫メッセージの検索
ウイルス疑いの検疫内のメッセージを検索できます。この機能を使えば、特定のメッセージを簡単に見つけて表示、削
除、解放できます。ウイルス疑いの検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が
必要です。

ウイルス疑い検疫メッセージを検索するには
1. コントロールセンターで［マルウェア］、［検疫］、［電子メールウイルスの疑い］の順に選択します。

2. メッセージ一覧ページで、［フィルタを表示］をクリックします。

3. 次のいずれかを実行して検索します。

メッセージエンベロープの「To」で指定されている受信者を検索
するには

メッセージ エンベロープの RCPT TO: ヘッダに特定の受信者が
指定されているメッセージを検索するには、［送信先］ボックス
に名前またはアドレスを入力します。
検索できるのは、表示名、電子メールアドレスのユーザー
名部分、表示名または電子メールユーザー名の任意の部分
です。完全な電子メールアドレスを［送信先］ボックスに
入力した場合は、Symantec Messaging Gateway によって
user_name@example.com のユーザー名部分のみが検索されま
す。検索の対象はエンベロープの To: に限定されます。この情報
は、メッセージ詳細ページに表示される To: ヘッダと異なる場合
があります。

From ヘッダーを検索するには From: ヘッダに特定の送信者が指定されているメッセージを検索
するには、［送信元］ボックスに名前またはアドレスを入力しま
す。
検索できるのは、表示名、電子メールアドレス、表示名または電
子メールアドレスの任意の部分です。検索の対象はメッセージに
含まれる From: ヘッダに限定されます。通常、スパム メッセー
ジではこのヘッダが偽造されています。メッセージに含まれる
From: ヘッダは、メッセージ エンベロープに含まれる情報と異
なる場合があります。

Subject ヘッダーを検索するには Subject: ヘッダに特定の内容を含むメッセージを検索するに
は、［件名］ボックスに検索条件を入力します。

時間範囲を指定して検索するには ［時間範囲］ドロップダウンリストをクリックし、指定した時間
帯中に受信されたすべてのメッセージを表示します。

4. ［検索結果を表示］をクリックします。

検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージの表示

1 ページに表示するウイルスの疑いのあるメッセージのエントリ数の指定

ウイルス疑いの検疫内のナビゲートについて
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検疫内でのウイルスの疑いのあるメッセージのソート
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スパムのフィルタ処理

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について
Symantec Messaging Gateway は一連のデフォルトのスパムと迷惑メールのポリシーを提供します。新規インストール
では、迷惑メールのポリシーはどのグループにも割り当てられていません。以前のリリースからアップグレードする場
合、迷惑メールポリシーは無効になり、どのグループにも割り当てられません。これらのポリシーの処理を修正すること
も、独自のポリシーを作成することもできます。

デフォルトの電子メールスパムと迷惑メールのポリシー

スパム、スパムの疑いのあるメール、マーケティングメール、ニュースレター、リダイレクト URL のポリシー設定を修
正できます。

「迷惑メールのカテゴリ」に迷惑メールのカテゴリを示します。

Table 50: 迷惑メールのカテゴリ

迷惑メールのカテゴリ 説明

マーケティングメール コマーシャルまたは資金集めのメッセージを含んでいる、ユーザーによって要求され
た可能性のある電子メールメッセージです。これらのメッセージは機能のオプトアウ
ト機能を含んでいないことがあります。

ニュースレター 定期的に（毎週または毎月など）送信される、特定の内容を含む電子メールメッセー
ジです。ユーザーがこれらの発行物の受信を要求した可能性があります。機能辞退機
能は一般に利用可能です。

リダイレクト URL リダイレクト URL には、スパムまたはマルウェアのペイロードを配信するために悪用
される可能性のある無料の企業/個人サイト集、URL の短縮サービス、および URL の
リダイレクトサービスなどが含まれます。Symantec Messaging Gateway は 1つ以上
のリダイレクト URL を含んでいる電子メールメッセージに対してフィルタ処理できま
す。

Symantec Messaging Gateway では次の迷惑メールの判定と関連している誤検知と見逃しの提出をサポートしていま
す。

• マーケティングメール
• ニュースレター
• リダイレクト URL

スパムメール、スパムの疑いのあるメール、迷惑メールの処理方法を指定できます。たとえば、スパムの疑いのあるメッ
セージをスパム検疫に送信することができます。または件名の先頭に追加して、スパムの疑いのあるメッセージであるこ
とをユーザーに知らせることもできます。

NOTE

迷惑メールのフィルタ処理では、正当なメッセージもフィルタ処理されることがあります。件名のマークアッ
プまたは検疫などの処理から開始することを推奨します。

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する

スパムの疑いを判断するためのしきい値の設定
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スパムと迷惑メールの検出の設定
「スパムと迷惑メールの検出を設定する」では、スパムおよび迷惑メールの検出と検出機能の拡張のために実行できるタ
スクを説明します。

Table 51: スパムと迷惑メールの検出を設定する

タスク 説明

電子メールスパムと迷惑
メールのポリシーを作成
して有効にします。

Symantec Messaging Gateway をインストールすると、一連のデフォルトのスパムメールと迷惑メール
ポリシーもインストールされます。新規インストールまたはアップグレード時に、デフォルトのスパムポ
リシーは自動的に有効になり、デフォルトのポリシーグループに割り当てられます。新規インストールの
場合、事前設定済みの迷惑メールポリシーは有効になりますが、どのグループにも割り当てられません。
以前のリリースからアップグレードする場合、事前設定済みの迷惑メールポリシーは無効になり、どのグ
ループにも割り当てられません。これらのポリシーを修正することも、独自のカスタムポリシーを作成す
ることもできます。
デフォルトの電子メールスパムと迷惑メールのポリシー
スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する
スパムと迷惑メールのポリシーの変更
スパムと迷惑メールの検出の設定

スパムの疑いのレベルを
設定する

Symantec Messaging Gateway でメッセージがスパムかどうかを評価する場合、メッセージごとに 1 から
100 までのスパムスコアを計算します。このスコアは各種のスパム対策技術の結果に基づいています。
「スパムの疑い」を構成するスコアの範囲を 25 から 89 の間で定義できます。ポリシーを使用すると、ス
パムと判断されたメッセージとスパムの疑いがあると判断されたメッセージにそれぞれ異なる処理を指定
できます。
シマンテック社では、サイトにおけるフィルタ処理のパターンをある程度把握するまで、スパムのしきい
値を調整しないことを推奨しています。パターンを把握したら、誤検知メッセージの数が許容可能なレベ
ルに達するまで、しきい値の設定を毎週 1 ポイントから 5 ポイントずつ徐々に下げてください。
スパムの疑いを判断するためのしきい値の設定

より良いスパムフィルタ
を作成するのを助ける情
報をシマンテック社に提
供する機能を有効にする

次の機能を有効にすると、より良いスパムフィルタを作成するためにシマンテック社を助けることができ
ます。
• URI（Uniform Resource Identifier）レポート

URI レポートを有効にすると、Symantec Messaging Gateway はシマンテックセキュリティレスポン
スにレポートを送ります。レポートには、Symantec Messaging Gateway がスパムをスキャンした
メッセージに出現する URI が含まれます。シマンテック社は新しい URI ベースのフィルタを発達させ
るためにこの情報を使います。
シマンテック社への URI レポートの有効化または無効化

• プローブアカウント
未使用の電子メールアドレスまたは無効な電子メールアドレスを Symantec Probe Network に転送で
きます。シマンテック社はスパマーを引き付けるためにこれらの電子メールアドレスを使います。シ
マンテック社は、これらのアドレスで受信したスパムメッセージを使って、より良いスパムフィルタ
を作成します。
プローブ参加の有効化
無効な受信者の電子メールアドレスからのプローブアカウントの作成
プローブアカウントの有効化

スパム検疫を設定する スパム、スパムの疑い、または迷惑メールをスパム検疫に配送できます。ユーザーは、スパム検疫にアク
セスし、検疫のメッセージが誤検知かどうかを判断します。ユーザーは、正当なメッセージであるにもか
かわらずスパム検疫に格納されているものを解放して受信ボックスに転送できます。ユーザーは管理者に
誤検知について通知でき、管理者はそれに基づいてスパムの設定とスパムおよび迷惑メールポリシーを継
続的に調整できます。概略通知がユーザーの受信ボックスに配信されるように設定することもできます。
しきい値を設定して、スパム検疫に割り当てられる領域を制御できます。

レポートを監視します。 レポートを監視して、スパムポリシーがどの程度有効か判断します。レポートには社内の部署が受信した
スパムの量も示されます。この情報はスパム検出の設定を最適化するうえで役立ちます。
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タスク 説明

テキストベースの添付
ファイルのスキャン

Symantec Messaging Gateway では、スパムに対応するために、電子メールの添付ファイルで次の拡張子
が付いているものをスキャンすることができます。
• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml
デフォルトでは、このオプションは新規インストールでは有効で、アップグレードの場合は無効です。こ
のオプションを有効にすると、Symantec Messaging Gateway のパフォーマンスが低下することがありま
す。 このオプションが無効になっている場合、Symantec Messaging Gateway は添付ファイルのスパム検
査に対しすべてのスキャン機能は使いません。
テキストベースの添付ファイルのスキャン

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について

テキストベースの添付ファイルのスキャン
Symantec Messaging Gateway では、スパムに対応するために、電子メールの添付ファイルで次の拡張子が付いている
ものをスキャンすることができます。

• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml

テキストベースの添付ファイルをスキャンするには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］を選択します。

2. ［テキストベースの添付ファイルのスキャン］で、［テキストベースの添付ファイルをスキャン］をクリックしま
す。

デフォルトでは、このオプションは新規インストールで有効に、アップグレードでは無効になっています。このオプ
ションを有効にすると、Symantec Messaging Gateway のパフォーマンスが低下することがあります。このオプショ
ンが無効になっている場合、Symantec Messaging Gateway は添付ファイルのスパム検査に対しすべてのスキャン機
能は使いません。

スパムと迷惑メールの検出の設定

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する
電子メールスパムポリシーを作成して、スパムに関する特定の条件が満たされた場合に実行する処理を決定できます。

Symantec Messaging Gateway をインストールすると、いくつかのポリシーが事前に設定されています。これらのポリ
シーはそのまま使用することも、用途に合わせて編集することもできます。また、独自のカスタムポリシーを作成するこ
ともできます。

デフォルトの電子メールスパムと迷惑メールのポリシー

新しいスパムポリシーを作成すると、デフォルトで有効になります。
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スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成するには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［電子メールスパムポリシーの追加］ページで、［ポリシー名］ボックスにスパムポリシーの名前を入力します。

コンテンツフィルタ、スパム、マルウェアのポリシー名はそれぞれ重複しないようにする必要があります。たとえば
「XYZ」というコンテンツフィルタポリシーがある場合、「XYZ」というスパムポリシーやマルウェアポリシーは作
成できません。

4. ［条件］で［適用先］ドロップダウンリストをクリックしてから、ポリシーの適用先として、インバウンドメッセー
ジ、アウトバウンドメッセージ、その両方、のいずれかを選択します。

5. ［次の条件に合う場合］ドロップダウンリストをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。

メッセージがリダイレクト URL を含
んでいる場合

メッセージがリダイレクト URL を含んでいる場合、指定した処理を実行する。

メッセージのバウンス攻撃確認が失敗
した場合

確認を通過しなかったのが非配信の通知メッセージであれば、指定した処理を実行する。こ
の条件はインバウンドメッセージにのみ使用できます。

メッセージがマーケティングメールの
場合

メッセージが広告用メールの場合、指定した処理を実行する。

メッセージがニュースレターの場合 メッセージがニュースレターの場合、指定した処理を実行する。
メッセージが顧客固有のスパムの場合 メッセージが顧客固有のスパムルールに基づいてスパムとして識別された場合、指定した処

理を実行する。
メッセージがスパムの場合 メッセージがスパムの場合、指定した処理を実行する。
メッセージがスパムまたはスパムの疑
いの場合

メッセージがスパムである、またはスパムの疑いがある場合、指定した処理を実行する。

メッセージがスパムの疑いの場合 スパムの可能性がある場合、指定した処理を実行する。スパムの疑いのレベルは、［スパ
ム］の［設定］の［スキャンの設定］ページで調整可能です。

6. ［処理］で［追加］をクリックします。

7. ［処理の設定］ページで、ドロップダウンリストをクリックし、指定されたスパム条件を満たすメッセージに対し実
行する処理を選択します。

選択した処理の種類によっては、追加の情報を指定する必要があります。

8. ［処理の設定］ページで、［処理の追加］をクリックします。

必要に応じて処理を追加できます。

9. ［次のポリシーグループに適用する］で、このポリシーを適用すべきポリシーグループにチェックマークを付けます
(複数選択可能)。

10.［保存］をクリックします。

迷惑メールのフィルタ処理の誤検知の削減
誤検知のインシデント数を削減するように設定の微調整が必要になる場合があります。

「誤検知を削減する方法」では、予期していた電子メールをユーザーが受け取れない場合に設定を微調整する方法を説明
します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。
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Table 52: 誤検知を削減する方法

タスク 説明

フィルタポリシーを無効にするか、有
効または再有効にするか、修正しま
す。

誤検知のインシデントをトラブルシューティングするには、その問題の発生源と思われるポ
リシーを無効にします。修正が必要なポリシーを特定できるまで、ポリシーを 1 つずつ無効
にして再有効にすることができます。修正する必要があるポリシーを特定したら、編集して
再有効化します。

フィルタポリシーで指定した処理を、
重大度の低いものに変更します。

たとえば、メッセージを削除する代わりに、スパム検疫にメッセージを送るか、件名行の
マークアップを使用します。
スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する

そのフィルタポリシーを使うポリシー
グループを変更します。

別の解決策としてユーザーのサブセットのフィルタ処理をオフにできます。

サードパーティの良い送信者グループ
に送信者を追加します。

送信者のレピュテーションについて確信がある場合は、サードパーティの良い送信者グルー
プに送信者を追加できます。このグループの送信者からのメッセージは、スパムフィルタを
自動的にバイパスします。

コンテンツフィルタポリシーを追加し
ます。

ポリシーには、間違ってフィルタ処理された特定のメッセージを見つける条件が設定されて
いる必要があります。次に、［スパムスキャンをバイパスする］処理を指定します。

スパムと迷惑メールのポリシーの有効化と無効化
新しいスパムと迷惑メールのポリシーはデフォルトで有効になります。新規インストールまたはアップグレード時に、デ
フォルトのスパムポリシーは自動的に有効になり、デフォルトのポリシーグループに割り当てられます。新規インストー
ルの場合、事前設定済みの迷惑メールポリシーは有効になりますが、どのグループにも割り当てられません。以前のリ
リースからアップグレードする場合、事前設定済みの迷惑メールポリシーは無効になり、どのグループにも割り当てられ
ません。Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージをスキャンするときに使わないようにするポリシーは
無効にできます。

スパムポリシーを無効にすることでスパム対策スキャンの問題をトラブルシューティングできます。たとえば、使わなく
なったけれども削除したくはないポリシーは無効にできます。

迷惑メールは次のように定義されます。

• スパムの疑い
• マーケティングメール
• ニュースレター
• 1 つ以上のリダイレクト URL を含んでいる電子メールメッセージ

スパムまたは迷惑メールのポリシーを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. 有効または無効にするリストの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

有効 ポリシーを有効にすると、緑のチェックマークが［有効］列に表示されます。
無効 ポリシーを無効にすると、横線が［有効］列に表示されます。

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する

スパムと迷惑メールのポリシーの変更

スパムポリシーのコピー
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スパムポリシーの削除

スパムと迷惑メールのポリシーの変更
スパムと迷惑メールのポリシーを変更して、微調整したり、範囲を拡大または縮小したりできます。

「変更可能なスパムと迷惑メールのポリシーの設定」ではデフォルトのスパムポリシーとカスタムスパムポリシーで変更
可能な設定について説明します。

Table 53: 変更可能なスパムと迷惑メールのポリシーの設定

設定 デフォルトポリシーで変更可能 カスタムポリシーで変更可能

ポリシー名 いいえ はい
適用先 いいえ いいえ
次の条件に合う場合 いいえ いいえ
次の処理を実行 はい はい
次のポリシーグループに適用する はい はい

スパムと迷惑メールのポリシーを変更するには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. 変更するポリシーの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. 必要な変更を行います。

4. ［保存］をクリックします。

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する

スパムと迷惑メールのポリシーの有効化と無効化

スパムポリシーのコピー

スパムポリシーの削除

スパムポリシーのコピー
複雑なスパムポリシーを作成し、その一部のみが異なる似たポリシーを作成したい場合があります。Symantec
Messaging Gateway ではスパムポリシーをコピーできます。

スパムポリシーをコピーするときは、新しいポリシーを重複のない名前にする必要があります。たとえば「XYZ」という
コンテンツフィルタポリシーがある場合、「XYZ」というスパムポリシーやマルウェアポリシーは作成できません。スパ
ムポリシーを作成すると、デフォルトで有効になります。

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する

スパムと迷惑メールのポリシーの有効化と無効化

スパムと迷惑メールのポリシーの変更

スパムポリシーの削除

スパムポリシーをコピーするには
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1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. コピーするポリシーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［コピー］をクリックします。

4. ［電子メールスパムポリシーの追加］ページで、ポリシーの新しい名前を入力します。

5. 必要な他の変更を行います。

6. ［保存］をクリックします。

スパムポリシーの削除
不要になったスパムポリシーを削除できます。ただし、ポリシーを削除すると、そのポリシーを取り戻すことはできませ
ん。ポリシーを完全に削除してもよいかどうかがはっきりしない場合は、代わりに無効にできます。

スパムと迷惑メールのポリシーの有効化と無効化

スパムポリシーのコピー

スパムと迷惑メールのポリシーの変更

スパムポリシーを削除するには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. 削除するポリシーの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで「削除」をクリックします。

スパムの疑いを判断するためのしきい値の設定
Symantec Messaging Gateway でメッセージがスパムかどうかを評価する場合、メッセージごとに 1 から 100 までのス
パムスコアを計算します。このスコアはパターンマッチングやヒューリスティック分析などの技術に基づいています。

Symantec Messaging Gateway ではスパムスコアを次のように分類しています。

90 - 100 電子メールのスコアが 90 から 100 と判定された場合、そのメールはスパムと定義されます。シマンテック社がど
のメッセージがスパムかを決定します。この決定は変更できません。

89 - 25 スパムの
疑いのしきい値
デフォルトは 75

スコアの範囲は 25 から 89 の間で定義できます。この範囲内のスコアのメッセージが、「スパムの疑い」と判断さ
れます。ポリシーを使用すると、スパムと判断されたメッセージとスパムの疑いがあると判断されたメッセージに
それぞれ異なる処理を指定できます。
たとえば、スパムの疑いのスコア範囲を 80 から 89 で設定したとします。着信メッセージのスパムスコアが 83 の
場合、Symantec Messaging Gateway はこのメッセージをスパムの疑いがあると判断します。このメッセージに
は、スパムの疑いのあるメッセージに対して指定された処理（件名にタグを追加する［件名を修正する］など）が
適用されます。

スパムの疑いの
しきい値未満

メッセージのスコアがスパムの疑いのしきい値より小さい場合は、その電子メールはスパムではないと判断されま
す。

シマンテック社では、サイトにおけるフィルタ処理のパターンをある程度把握するまで、スパムのしきい値を調整しない
ことを推奨しています。パターンを把握したら、誤検知メッセージの数が許容可能なレベルに達するまで、しきい値の設
定を毎週 1 ポイントから 5 ポイントずつ徐々に下げてください。スパムスコアの効果を検証する 1 つの方法に、スパム
ポリシーを設定してスパムの疑いのあるメッセージをスパム検疫に保留する方法があります。次に、指定したメールボッ
クスに誤検知の報告が受信されるよう設定し、スパムスコアのしきい値を変更したときの誤検知数を監視します。
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NOTE

シマンテック社は、正当なメッセージがスパムの疑いの判定を受けてもそれを誤検知とは見なしません。スパ
ムの疑いの判定を受けてシマンテックセキュリティレスポンスに提出されたメッセージが確認されることもあ
りません。各社が設定するスパムの疑いのしきい値をシマンテック社が制御することはできないからです。こ
れが、シマンテック社がスパムの疑いの判定に基づいてフィルタを作成したり修正したりしない理由です。設
定が低すぎるスパムの疑いのしきい値に基づいてシマンテック社がフィルタを作成すると、すべてのお客様の
スパム効果が影響を受けるおそれがあります。

電子メールスパムと迷惑なメッセージのフィルタ処理について

スパムの疑いを判断するためのしきい値を設定するには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］を選択します。

2. ［メッセージにスパムの疑いとしてフラグを付けますか?］で［はい］または［いいえ］をクリックします。

3. ［スパムの疑いのしきい値を 25 から 89 までの間で選択します］でスライダーをドラッグして、スパムの疑いがある
メッセージと判定される範囲の下限値を設定します。または、ボックスに値を入力します。

4. ［保存］をクリックします。

シマンテック社への URI レポートの有効化または無効化
URI（Uniform Resource Identifier）に基づいてメッセージを遮断するスパムフィルタの改良に関して、シマンテック社に
協力できます。URI レポートを有効にすると、Symantec Messaging Gateway はシマンテックセキュリティレスポンス
にレポートを送ります。レポートには、Symantec Messaging Gateway がスパムをスキャンしたメッセージに出現する
URI が含まれます。シマンテック社は新しい URI ベースのフィルタを発達させるためにこの情報を使います。これらの
更新されたフィルタは、コンジット経由で配信されます。

URI レポート機能は、製品のパフォーマンスにはほとんど影響しません。

シマンテック社への URI レポートを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［スパム］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］を選択します。

2. ［URI (Uniform Resource Identifier) レポート］で、次のいずれかを行います。

URI レポートを有効にす
るには

［URI をシマンテックセキュリティレスポンスに報告］にチェックマークを付けます。
新規インストールではこの機能がデフォルトで有効になっています。

URI レポートを無効にす
るには

［URI をシマンテックセキュリティレスポンスに報告］のチェックマークをはずします。
移行インストールではこの機能がデフォルトで無効になっています。

3. ［保存］をクリックします。

URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化または無効化
URL レピュテーションのフィルタ処理を有効にすると、Symantec Messaging Gateway は電子メールに含まれる URL を
スキャンし、レピュテーションルックアップのためにシマンテック社に DNS クエリーを送信します。この機能は大規模
で世界的な評価データのプール内の URL をチェックするため、URL に基づいたスパムに対するルールの効果を高めま
す。

URL レピュテーションのフィルタ処理を有効または無効にするには
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1. コントロールセンターで［スパム］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］を選択します。

2. ［URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化］で、次のいずれかを行います。

URL レピュテーションの
フィルタ処理を有効化す
るには

［URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化］にチェックマークを付けます。
新しくインストールした場合、［URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化］は、デフォルトで有効
になっています。
アップグレードした場合で、以前のリリースの［スパム］>［スキャンの設定］ページで［URI (Uniform
Resource Identifier) レポート］機能を無効にしなかった場合は、［URL レピュテーションのフィルタ処
理の有効化］はデフォルトで有効になっています。

URL レピュテーションの
フィルタ処理を無効化す
るには

［URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化］のチェックマークをはずします。
アップグレードした場合で、以前のリリースで［URI (Uniform Resource Identifier) レポート］機能を無
効にしていた場合は、［URL レピュテーションのフィルタ処理の有効化］はデフォルトで無効になってい
ます。

3. ［保存］をクリックします。

シマンテック社への URI レポートの有効化または無効化

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について
見逃されたスパムメッセージや、管理者およびエンドユーザーが提出する誤検知メッセージに基づき、組織専用のカスタ
ムのスパムルールを取得できます。

この機能には次のメリットがあります。

• Symantec Messaging Gateway のスパム検出機能を向上させて、管理者が誤検知インシデントを管理しやすいように
します。

• これにより、見逃されたスパムメッセージあるいは誤検知メッセージを、分析およびルールセット作成のために
Symantec に提出することがより簡単にできるようになります。

• これは提出状態とルールセット作成についての可視性を提供します。

ルールの作成方法、およびメッセージからカスタムルールが作成されない理由

この機能を設定すると、管理者およびエンドユーザーは電子メールメッセージを見逃したスパムまたは誤検知メッセージ
として Symantec に提出できます。数分以内に、Symantec はカスタムルールセットを作成します。コンジットはルール
セットを入手し、そのルールセットが設定されたスキャナに適用されます。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

顧客固有のスパム提出機能を使用したい場合は、提出者 ID を取得する必要があります。提出者 ID により、カスタム
ルールは指定されたコントロールセンターが管理するスキャナに対してのみ利用可能になります。

顧客固有のスパム提出に対する提出者 ID のプロビジョニング

Symantec Messaging Gateway を使用すると、カスタムルールのメッセージを提出できる人物を指定することができま
す。逆に、メッセージを提出できない人物を指定することもできます。制限されたユーザーのメッセージは提出されます
が、そのメッセージはカスタムルールに対して検討されません。制限されたユーザーの提出は、レポートには［遮断］と
して表示されます。

顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定する

Symantec Messaging Gateway がカスタムルールに基づいて検出するメッセージに指定するアクションを実行するスパ
ムポリシーを作成することができます。たとえば、条件が［メッセージが顧客固有のスパムの場合］で、処理が［検疫イ
ンシデントを作成する］であるスパムポリシーを作成できます。この処理によって、カスタムルールに違反したメッセー
ジを監視することができ、ルールの有効性を監視して問題をトラブルシューティングすることができます。

スパムと迷惑メールを検出するポリシーを作成する
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［状態］、［提出］、［提出の詳細］ページでスパム提出の状態を確認することができます。コントロールセンターの
ダッシュボードには、提出サービスに関する情報、および顧客固有のルールが含まれています。スパム提出データは、レ
ポートにも含めることができます。

この機能を無効にし、顧客のスパム提出データをすべて削除することもできます。また、既存のルールをすべて削除し、
新規のルールから始めることもできます。Symantec Messaging Gateway では、顧客のスパム提出データをすべて削除
することができます。このデータには、提出者 ID、すべての関連ルール、提出者リストの電子メールアドレス、レポー
ト情報などが含まれます。ただし、いったん削除されたデータを取り戻したり復元したりすることはできません。

顧客固有のスパムデータの削除

Symantec は、顧客固有のスパム提出機能が有効かどうかに関わらず、提出されたすべてのメッセージを、グローバル
ルールに対してスパムであるかスパムでないかのどちらかとして判断します。デフォルトでは、顧客スパムの提出機能は
無効です。この機能を有効にすると、提出されるすべてのメッセージは顧客固有のルール生成に対して検討されます。さ
らに、誤検知によってはルールが除去される場合があります。機能を無効にすると、提出されるメッセージは顧客固有の
ルールを生成するか、あるいはルールを除去するかに対して検討されます。Symantec は引き続き新規ルールを作成しま
すが、その新規ルールは配備されません。顧客固有のスパムフィルタポリシーは、これらのルールをメールフローに対し
て適用するように制限されます。機能を再度有効にすると、Symantec が配信するルールは、機能が最初に無効になった
以前の状態から変更されます。顧客固有のスパムフィルタポリシーが有効になり、これらのポリシーは最新の顧客固有の
ルールを適用します。すべての提出データを削除すると、提出されるメッセージはすべて、グローバルルールを生成する
かルールを除去するかについてのみ検討されます。

BodyHash ルールは、電子メールメッセージの正確なフィンガープリントを対象にしているため極めて正確で
す。BodyHash ルールは、スパマーや他の攻撃者が使うショートメッセージや繰り返しメッセージを撃退するのに特に有
効です。

BrightSig3 ルールは、悪質な電子メールをランダム化して混乱させるスパマーに適応しています。これらのルールは、サ
ンプルメッセージに関して統計的な類似性があるメッセージを対象にしています。特に、メッセージ間に著しい類似性が
あるスパム攻撃を撃退するのに有効です。これらのルールでは、ファジイ論理のアルゴリズムを用いて、不明化や亜種の
手法を使って従来の多くのシグネチャを回避しようとするスパマーを打ち負かします。

BodyHash ルールと BrightSig3 ルールを組み合わせれば、ショートメッセージを使う攻撃者や、スパマーがさまざまな
攻撃不明化手法を使う攻撃に対して、非常に効果的なシールドとなります。これらの技術は、グローバルな電子メール脅
威ベクトルの安全性を確保するためにシマンテック社が使う 20 種類の異なる技術のうちの代表的な 2 つです。顧客固有
のスパムルールのユーザーは、BodyHash と BrightSig3 の追加ルールにより保護手段を補強できます。さらに、これら
のルールは、個々の組織が通常経験する脅威を特に適用対象としています。

スパム提出設定を有効化、設定、変更または削除するには、スパム提出管理に対する完全管理権または修正権限が必要で
す。

ルールの作成方法、およびメッセージからカスタムルールが作成されない理由
Symantec は、以下の処理を実行して、提出されたメッセージに基づいてルールセットを作成するかどうかを判断しま
す。

1. 顧客固有のスパム提出機能が有効であることを確認する。
顧客固有のスパムの送信の有効化または無効化

2. メッセージが有効なソースで作成されたことを確認する.
顧客固有のスパム提出に対する提出者 ID のプロビジョニング

3. メッセージを提出した人物が［許可］リストに含まれていること、あるいは［遮断］リストに含まれていないことを
確認する。
顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定する

4. メッセージ自体が有効であるかどうかを判断します。
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以下に、Symantec によってメッセージが無効であると判断され、カスタムルールセットに使用されない場合の理由
を示します。
– RFC5322に準拠しないメッセージは無効とみなされます。

NOTE

.msgファイルとして保存される Outlook メッセージは、RFC 準拠ではなく、有効な提出とはみなされま
せん。

有効な RFC5322 メッセージをコントロールセンターにアップロードまたは貼り付けることができます。
RFC5322 要件の詳細については、インターネットで次の URL に移動してください。
http://tools.ietf.org/html/rfc5322

– メッセージは、送信中に変更され、Symantec に達するまでに忠実性が失われることがあります。忠実性が失われ
たメッセージは、カスタムルールには使用できません。忠実性はさまざまな理由で失われることがあります。

5. グローバルルールがすでに存在するかどうかを判断します。
Symantec は、グローバルルールがすでに存在していても、削除または無効になった場合の安全対策としてカスタム
ルールを作成する場合があります。

6. 適用レベルが満たされているかを判断します。
適用レベルが中の場合、メッセージがルールに対して検討される前に、複数ユーザーが同じメッセージを提出しなけ
ればなりません。
顧客固有のスパム提出の適用レベルの設定

7. 先行する条件すべてが満たされれば、スパムメッセージが提出されると、Symantec は新しいルールを作成します。
誤検知メッセージが提出されると、新しいルールは作成されず、Symantec は誤検知となったカスタムルールを削除
する場合があります。

顧客固有のスパム提出のセットアップ
「顧客固有のスパム提出機能のセットアップ」は、顧客固有のスパム提出機能を設定するための処理の説明です。これら
のタスクを実行するには、完全管理、設定管理、またはスパム提出管理の修正権限が必要です。

Table 54: 顧客固有のスパム提出機能を設定します。

手順 タスク 説明

ステップ 1 顧客固有のスパム提出機能を有効にし
ます。

Symantec でカスタムルールを作成するには、この機能を有効にしな
ければなりません。
この機能はデフォルトでは無効になっています。
顧客固有のスパムの送信の有効化または無効化

ステップ 2 提出者 ID を取得するか、既存の提出
者 ID を指定します。

提出者 ID により、カスタムルールセットは特定のコントロールセン
ターが管理するスキャナに対してのみ利用可能になります。
顧客固有のスパム提出に対する提出者 ID のプロビジョニング

ステップ 3 提出の適用レベルを指定します。 提出されるすべてのメッセージをカスタムルールに対して検討するか
どうかを指定することができます。あるいは、メッセージを検討する
前に異なるユーザーから複数回提出するかどうかを指定することもで
きます。
顧客固有のスパム提出の適用レベルの設定

ステップ 4 カスタムルールに対するメッセージを
誰が提出できるか、または誰が提出で
きないかを指定します。

Symantec Messaging Gateway を使用すると、カスタムルールのメッ
セージを提出できる人物を指定することができます。逆に、メッセー
ジを提出できない人物を指定することもできます。
顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定する
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手順 タスク 説明

ステップ 5 顧客固有のルールを使用するポリシー
を有効にします。

顧客固有のポリシーを、着信メッセージに適用される顧客固有のルー
ルに対して有効にしなければなりません。
スパムと迷惑メールのポリシーの有効化と無効化
デフォルトの電子メールスパムと迷惑メールのポリシー

ステップ 6
省略可能

コンテンツ検疫インシデントフォルダ
に表示されるようにオプション［これ
はスパムです］および［これはスパム
ではありません］を設定します。

管理者がコンテンツ検疫インシデントフォルダから顧客固有のルール
に対するメッセージを提出できるようにするには、これらのオプショ
ンを、［インシデント］詳細ページに表示されるように設定しなけれ
ばなりません。
これらのオプションを、オプションを表示させたい各コンテンツ検疫
インシデントフォルダに対して有効にします。

Note: このオプションは情報インシデントフォルダには使用できませ
ん。

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

ルールの作成方法、およびメッセージからカスタムルールが作成されない理由

顧客固有のスパムの送信の有効化または無効化
顧客固有のスパム提出機能を有効にして、管理者およびエンドユーザーによって見逃されたスパムまたは誤検知として識
別された電子メールメッセージに基づいて顧客固有のスパムルールを取得します。メッセージは、この機能を無効にして
いても Symantec に提出されます。ただし、カスタムルールは作成されません。

機能を有効にした後は、この機能を完全に設定するために必要な以降の手順を確実に実行するようにしてください。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

環境内で顧客固有のルールを今後利用しない場合は、この機能を無効にすることができます。関連するルールとデータを
すべてを削除することもできます。

顧客固有のスパムデータの削除

この機能を有効または無効にするには、完全管理、設定管理、またはスパム提出管理の修正権限が必要です。

1. 顧客固有のスパム提出を有効にするには、コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選
択します。

2. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［顧客固有のスパム提供を有効にする］にチェックマークを付けます。

この機能はデフォルトでは無効になっています。

3. プライバシーポリシー契約を読み、［プライバシーポリシーの条項に同意します。］にチェックマークを付けます。

プライバシー契約は、この機能を初めて有効にする場合にのみ表示されます。

4. ［顧客固有のスパム提供を有効にする］をクリックします。

［保存］をクリックする前に提出者 ID をプロビジョニングする必要があります。

顧客固有のスパム提出に対する提出者 ID のプロビジョニング

5. 顧客固有のスパム提出を無効にするには、コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選
択します。

6. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［顧客固有のスパム提供を有効にする］のチェックマークをはずします。

7. ［保存］をクリックします。

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について
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顧客固有のスパム提出に対する提出者 ID のプロビジョニング
Symantec では、カスタムルールに対するメッセージを提出する各コントロールセンターが提出者 ID を持っている必要
があります。Symantec は、その ID を持つコントロールセンターから提出されたメッセージに基づいてカスタムルール
を作成します。これらのルールは、その提出者 ID を持つコントロールセンターが管理するスキャナに適用されます。

各コントロールセンターに対して一意の提出者 ID を持つことも、複数のコントロールセンター間で提出者 ID を共有す
ることもできます。提出者 ID を共有するコントロールセンターはまた、同じカスタムルールを共有します。

「提出者 ID の使用についての推奨事項」は、コントロールセンターが一意の提出者 ID を使用すべきか、提出者 ID を共
有すべきかについてのガイダンスを提供します。

Table 55: 提出者 ID の使用についての推奨事項

シナリオ 推奨事項

単一のコントロールセンター
（典型的な構成）

一意の提出者 ID を取得して使用します。
顧客固有のスパム提出のための新しい提出者 ID をプロビジョニングするには

複数のコントロールセンターでルー
ルを共有する場合
（典型的な構成）

たとえば、2 つのコントロールセンターがあるとします。どちらのコントロールセンターが
ルールセット作成に対するスパムメッセージを提出するかに関係なく、両方のコントロール
センターで同じカスタムルールを使用したいと考えています。
1 つのコントロールセンターに対して一意の提出者 ID を取得します。次に、その提出者 ID を
残りのコントロールセンターに適用します。
顧客固有のスパム提出のための既存の提出者 ID を指定するには
Symantec は、コントロールセンターから提出されるすべてのメッセージに基づいてルールを
作成します。これは、すべてのコントロールセンターに同じルールを適用します。

複数のコントロールセンターで一意
のルールを使用する場合
(拡張設定)

たとえば、2 つのコントロールセンターがあるとします。一方のコントロールセンターには、
もう一方のコントロールセンターよりも多くの異なる設定および使用があります。そこで、
各コントロールセンターがそれ自身のカスタムルールに対するメッセージを提出するように
します。
各コントロールセンターの一意の提出者 ID を取得します。各コントロールセンターは、その
コントロールセンターから提出されるスパムメッセージに基づいて自分自身のカスタムルー
ルセットを受け取ります。

新しい提出者 ID を取得する場合も、既存の提出者 ID をプロビジョニングする場合も、管理者は、操作を確認し提出者
ID 番号を含む電子メールメッセージを Symantec から受け取ります。Symantec、はこの電子メールを参照できるように
保管しておくことを推奨します。これらの電子メールの通知を受信するには、管理者の警告通知を有効にする必要があり
ます。

顧客固有のスパムデータを削除する場合は、提出者 ID も削除します。提出者 ID はまた、出荷時リセットを実行した場
合にも失われます。完全バックアップまたは構成バックアップを実行する場合は、提出者 ID をバックアップします。ID
は、バックアップが正しく復元されると利用可能になります。

顧客固有のスパムデータの削除
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これらのタスクを実行するには、完全管理、スパムの提出管理、または設定管理の修正権限が必要です。また新しい提出
者 ID を取得するには、有効なライセンスが必要です。

1. 顧客固有のスパム提出のための新しい提出者 ID をプロビジョニングするには、コントロールセンターで［スパ
ム］、［設定］、［提出の設定］の順に選択します。

2. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［今新しい提出者 ID を登録する］をクリックします。

3. ［提出者 ID の登録］ダイアログボックスで、［登録］をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで［閉じる］をクリックします。

5. ［保存］をクリックします。

6. 顧客固有のスパム提出のための既存の提出者 ID を指定するには、コントロールセンターで［スパム］、［設定］、
［提出の設定］の順に選択します。

7. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［既存の提出者 ID の入力］をクリックします。

8. ［複数のコントロールセンター］ダイアログボックスで、既存の提出者 ID を入力します。

9. ［提出者 ID の検証］をクリックします。

10.［提出者 ID の登録］ダイアログボックスで、［登録］をクリックします。

11.確認ダイアログボックスで［閉じる］をクリックします。

12.［保存］をクリックします。

13.カスタムルールを共有したい各コントロールセンターに対してこの手順を繰り返します。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

顧客固有のスパム提出の適用レベルの設定
Symantec Messaging Gateway は、管理者およびエンドユーザーが提出するメッセージに基づいてカスタムルールを作
成します。デフォルトでは、Symantec は管理者が提出するメッセージに対するルールのみを作成します。さらに、エン
ドユーザーが提出するメッセージに対するルールを作成するように Symantec を設定することができます。エンドユー
ザーによる提出のデフォルト設定を使用すると、誤って行なわれた提出や間違った提出に基づいてルールを取得してしま
う事態をより効果的に回避できます。ただし、エンドユーザーが提出するすべてのメッセージを使用してカスタムルール
を作成するように指定することもできます。

この設定を変更するには、完全管理、スパム提出管理、設定管理の修正権限が必要です。

顧客固有のスパム提出の適用レベルを設定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選択します。

2. ［顧客固有のスパム提供］ページの［提出の適用レベル］で、次のオプションのいずれかを選択します。

• ［中 - 複数の提出を持つメッセージのみがルールを取得します。］
複数のエンドユーザーは同じメッセージを提出する必要があります。Symantec はそのメッセージを新しいルール
に対して検討します。

• ［強 - すべての提出がルールを取得します。］
提出されるメッセージによっては、新しいルールセットが検討されない場合があります。
ルールの作成方法、およびメッセージからカスタムルールが作成されない理由

デフォルトの設定は［中］です。

3. ［保存］をクリックします。

顧客固有のスパム提出のセットアップ
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顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定する
Symantec Messaging Gateway を使用すると、カスタムルールのメッセージを提出できる人物を指定することができま
す。逆に、カスタムルールに対するメッセージを提出できない人物を指定することもできます。制限ユーザーのメッセー
ジが提出されますが、そのメッセージはルールセット作成には考慮されません。制限されたユーザーの提出は、レポート
には［遮断］として表示されます。

ユーザは、以下のいずれかの方法で［提出者の電子メール アドレス］リストに追加できます。

• 手動で入力する。
複数の電子メールアドレスはカンマで区切ります。

• ユーザーリストをインポートする。
インポートするユーザーリストはテキストファイル（.txt）形式で作成し、エントリごとに改行で区切る必要がありま
す。

WARNING

電子メールアドレスをインポートする場合、すべての既存の電子メールアドレスは、リストに追加されるの
ではなく、インポートされたファイル内の電子メールアドレスに置き換わります。

NOTE

ワイルドカードはサポートされず、有効な電子メールアドレスを入力しなければなりません。

［提出者の電子メールアドレス］リストには最大で 1,000 件の電子メールアドレスを含めることができます。Symantec
Messaging Gateway は、エントリを検証して、有効な電子メールアドレスが使用されていること、重複するエントリが
ないことを確認します。

必要に応じて、リスト内のすべての電子メールアドレスを削除、エクスポート、および表示することもできます。

提出者の電子メールアドレスリストの管理

［提出者の電子メールアドレス］リストは完全バックアップまたは設定バックアップを実行するときにバックアップさ
れます。Symantec は、定期バックアップをスケジュールし、最新の［提出者の電子メールアドレス］リストを検索でき
るようにすることを推奨します。また、定期的に［提出者の電子メールアドレス］リストをエクスポートし、変更内容を
バックアップとして維持することもできます。

完全管理権、スパム提出管理の修正権、設定管理の修正権を持つ管理者は、ルールに対するメッセージを提出できます。
これらの設定を変更するには、これらの権限の 1 つが必要です。

スパム提出管理の修正権と検疫管理/検疫インシデントの表示権または修正権を含む限定管理権で管理者が提出できるの
で、顧客固有のスパムルールを作成できます。

提出者 ID がプロビジョニングされているかぎり、顧客固有のスパム提出機能の有効と無効を切り替えても提出や顧客固
有のルール生成に影響しません。顧客固有のスパム提出機能が無効でも、提出者 ID がプロビジョニングされていれば顧
客固有のスパムルールを作成できます。

ただし、作成されたルールは顧客固有のスパム提出機能が有効な場合にのみダウンロードされます。

顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選択します。

2. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［提出者一覧］タブをクリックします。

3. ［提出者の電子メールアドレス］にリストされたユーザーがスパムルールに対するメッセージを提出できるようにす
るか、遮断するかを指定するオプションを選択します。

デフォルト設定は［許可 - この一覧に記載された管理者と電子メールアドレスのみがメッセージを提出することがで
きます］です。

 184



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

4. 次のいずれかのタスクを行います。

電子メールアドレスを手動で追加する
には

［電子メールアドレスを手動で追加］フィールドに電子メールアドレスを入力し、次に［追
加］をクリックします。

電子メールアドレスをインポートする
には

次のタスクをすべて行います。
• ［参照］をクリックします。
• インポートしたいファイルを見つけて選択します。
• ［インポート］をクリックします。

Warning! 電子メールアドレスをインポートする場合、すべての既存の電子メールアドレ
スは、リストに追加されるのではなく、インポートされたファイル内の電子メールアド
レスに置き換わります。

5. ［保存］をクリックします。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

提出者の電子メールアドレスリストの管理
以下に、［スパム > 提出の設定 > 提出者一覧］タブの［提出者の電子メールアドレス］リストを使用してできることを
示します。

1 つ以上のエントリを削除します。 一度に 1 つ以上のエントリを削除できます。また、一度にリストのすべてのエントリを削除
することもできます。エントリを削除すると、検索することはできません。
1 つまたは複数のエントリを一度に削除するには

エントリのエクスポート 電子メールアドレスを 1 つのコントロールセンターの［提出者の電子メールアドレス］から
エクスポートし、別のコントロールセンターにインポートすることができます。この機能に
よって、すべての電子メールアドレスエントリを再入力する必要がなくなります。
［提出者の電子メールアドレス］リストから電子メールアドレスをエクスポートするには

エントリの表示 ［提出者の電子メールアドレス］には最大 1,000 件の電子メールアドレスを含めることがで
きます。Symantec Messaging Gateway は、このリスト内をより簡単にナビゲートするため
のアイコンを提供します。
［提出者の電子メールアドレス］リストをナビゲートするには

これらの設定を修正するには、完全管理権、スパム提出管理、または設定管理の修正権限が必要です。

1 つまたは複数のエントリを一度に削除するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選択します。

2. ［顧客固有のスパム提供］ページで、［提出者一覧］タブをクリックします。

3. 次のいずれかのタスクを実行します。

1つ以上の電子メールアドレスを削除するには 次のいずれかのタスクを行います。
• 削除したい電子メールアドレスの横にあるチェックボックスを選択し、［削
除］をクリックします。

• 表示された［提出者の電子メールアドレス］リスト内のすべてのアドレスを選
択するには、［提出者の電子メールアドレス］の横にあるチェックボックスに
チェックマークを付け、［削除］をクリックします。

［提出者の電子メールアドレス］リストのす
べての電子メールアドレスを削除するには

［すべて削除］をクリックし、確認ダイアログボックスで OK をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

［提出者の電子メールアドレス］リストから電子メールアドレスをエクスポートするには
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5. ［エクスポート］をクリックします。

6. Web ブラウザのダイアログボックスの手順に従って、エクスポートファイルを保存する場所を指定します。

［提出者の電子メールアドレス］リストをナビゲートするには
7. 次のいずれかのタスクを行います。

ページごとに表示したいアドレスの数を指定
するには

［ページあたりのエントリ］ドロップダウンの矢印をクリックし、ページごとに表示
したいエントリの数を選択します。
ページごとに表示できるアドレスの数は 10、25、50、または 100 です。デフォルト
値は 25 です。

表示したい電子メールアドレスのページを指
定するには

［表示］ドロップダウンの矢印をクリックし、ページ番号を選択します。

別のページに進むには 次のナビゲーションアイコンのいずれかを選択します。
•
提出者の電子メールアドレスの最初のページにナビゲートします。

•
提出者の電子メールアドレスの前のページにナビゲートします。

•
提出者の電子メールアドレスの次のページにナビゲートします。

•
提出者の電子メールアドレスの最後のページにナビゲートします。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

顧客固有のルールに対するメッセージを提出できる人物を指定する

顧客固有のルールに対するメッセージをコントロールセンターを通して提出する
ルールに対するメッセージをスパム検疫およびコンテンツフィルタインシデントフォルダから提出することに加えて、管
理者はメッセージをコントロールセンターから直接提出することもできます。

コントロールセンターを通して提出するメッセージは、ヘッダーおよび本文の両方を含み、有効な RFC5322 メッセージ
である必要があります。

NOTE

.msgファイルとして保存される Outlook メッセージは、RFC 準拠ではなく、有効な提出とはみなされません。

ルールの作成方法、およびメッセージからカスタムルールが作成されない理由

管理者からの提出は、エンドユーザーからの提出に比べて、ルールの作成に対する検討の可能性がより高くなります。た
だし、管理者が提出するメッセージは、コントロールセンター、スパム検疫、またはコンテンツインシデントフォルダの
どこから提出されたものでもすべて同等に検討されます。

顧客固有のスパム提出機能が無効の場合、Symantec はスパム検疫から提出するメッセージも引き続き分析します。これ
はグローバルスパムルールまたはグローバル誤検知ルールに対するメッセージを検討します。ただし、カスタムルールは
作成されません。

完全管理権またはスパム提出管理の修正権限を持つ管理者のみがコントロールセンターを通してメッセージを提出するこ
とができます。

NOTE

提出メッセージのサイズは 5 MB を超えることはできません。この限度を超過するメッセージを提出しようと
するとエラーメッセージが表示されます。
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顧客固有のルールに対するメッセージをコントロールセンターを通して提出するには
1. コントロールセンターで、［スパム > 提出 > メッセージを提出］をクリックします。

2. ［メッセージの種類］で、メッセージが見逃されたスパムまたはスパムと誤検知されたものであることを示す適切な
ボックスにチェックマークを付けます。

3. 次のいずれかのタスクを実行します。

既存のメッセージをアップ
ロードするには

［メッセージをアップロード］をクリック、［参照］をクリックします。アップロードしたいメッ
セージを見つけて選択し、［開く］をクリックします。

メッセージの内容を貼り付け
るには

ソースからメッセージの内容をコピーし、［メッセージを貼り付け］フィールドにメッセージの内容
を貼り付けます。

4. ［メッセージを提出］をクリックします。

顧客固有のスパム提出のセットアップ

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について

顧客固有のスパムデータの削除
Symantec Messaging Gateway は、管理者およびエンドユーザーがルールセット作成に対して提出するメッセージにつ
いてのデータを付属のルールとともに保持します。顧客固有のスパムデータを削除して以前のルールを削除し、まったく
新しいルールから開始することもできます。環境内で顧客固有のルールを今後利用しない場合は、すべての顧客固有のス
パムデータを永久に削除することができます。後で、機能を無効にする必要もあります。

顧客固有のスパムの送信の有効化または無効化

顧客固有のスパムデータを削除する場合は、以下のすべてを削除します。

• ルール作成のために提出されたすべてのデータ
• Symantec がそのデータに基づいて作成したすべてのルール
• スパム提出レポート内で使用されるデータ
• 提出者 ID
• ［提出者の電子メールアドレス］リスト内のすべての電子メールアドレス

WARNING

いったん削除された顧客固有のスパムデータを取り戻すことはできません。

さらに、適用レベルオプションはデフォルト設定に戻り、Symantec Messaging Gateway はスパムポリシー条件［メッ
セージが顧客固有のスパムの場合］に対して指定する処理を実行しなくなります。

このタスクを実行するには、完全管理権、スパム提出管理、または設定管理の修正権限が必要です。

顧客固有のスパムデータを削除するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［提出の設定］の順に選択します。

2. ［設定］タブの［顧客固有のスパムデータの保有］で［すべての顧客固有のスパムデータを削除する］をクリックし
ます。

3. 確認ダイアログボックスで、警告を読み、［すべての顧客固有のスパムデータを削除する］をクリックします。

顧客固有のスパムルールに対するメッセージの提出について
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スパムの検疫

スパムの検疫について
管理者とユーザーが必要に応じてメッセージにアクセスして誤検知を確認できるように、スパムまたはスパムの疑い、あ
るいはその両方をスパム検疫にルーティングできます。スパム検疫は、スパム設定とスパムポリシーを調整するうえで役
立ちます。誤検知が多すぎる場合は、スパム設定が厳しすぎるために変更する必要がある可能性があります。スパム検疫
の使用は任意です。

スパム検疫にスパムメッセージが格納されると、Web ベースのユーザーと管理者がそれらのメッセージにアクセスでき
るようになります。ユーザーは、LDAP ユーザー名と LDAP 認証を使ってスパム検疫にアクセスします。ユーザーは、
正当なメッセージであるにもかかわらずスパムまたはスパムの疑いのマークが付いているものを解放して受信ボックスに
転送できます。ユーザーは管理者に誤検知について通知でき、管理者はそれに基づいてスパムの設定とスパムポリシーを
継続的に調整できます。概略通知がユーザーの受信ボックスに配信されるように設定することもできます。

しきい値を設定して、スパム検疫に割り当てられる領域を制御できます。

スパム検疫を使う前に

エンドユーザー検疫の設定

管理者とユーザーでのスパム検疫の違い

スパム検疫を使う前に
ユーザーにスパム検疫へのアクセスを許可する場合は、スパム検疫を使う前に、次のことをすべて行う必要があります。

スパムとスパムの疑いを
検疫するスパムポリシー
を作成して有効にしま
す。

メッセージを検疫するフィルタポリシーが、1 つ以上のポリシーグループに関連付けられている必要があ
ります。たとえば、デフォルトグループに対してスパムの疑いがあるインバウンドメッセージを検疫する
スパムポリシーを作成できます。

LDAP サーバーを設定し
て正しく動作することを
確認します。

コントロールセンターが認証を使って LDAP サーバーへアクセスできるようになっていないと、ユー
ザーはスパム検疫にログインして検疫内のメッセージを確認することができません。また、LDAP の電
子メールエイリアスの展開や［未解決の電子メールアドレスに送信されるメッセージを削除］の設定に
も、LDAP 認証が必要になります。

使用可能な SMTP メール
サーバーがあることを確
認します。

スパム検疫は、通知の送信時や誤検知メッセージの再送信時には独立した SMTP メールサーバーを必要
としません。ただし、スパム検疫から送信された通知や誤検知メッセージを受信するための SMTP メー
ルサーバーを設定する必要があります。通知や誤検知メッセージはフィルタ処理を必要としないので、ス
キャナのダウンストリームに設置されている SMTP サーバーを選択することを推奨します。

スパムの検疫について

未解決の電子メールアドレスに送信されるスパムの検疫
アドレス解決用に LDAP が設定されている場合、 LDAP ルックアップで見つからない電子メールアドレスに送信された
メッセージはデフォルトでは削除されます。コントロール センターで［スパム］ > ［設定］ > ［検疫の設定］の順に選
択して表示されるページで［未解決の電子メール アドレスに送信されるメッセージを削除］のチェックマークをはずす
と、これらのメッセージはスパム検疫の postmaster メールボックスに格納されます。

アドレス解決用に LDAP が設定されていない場合は、［未解決の電子メールアドレスに送信されるメッセージを削
除］のチェックマークはデフォルトではずれていてグレーで表示されます。
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NOTE

LDAP サーバーに接続できない場合、または LDAP 設定が正しくない場合は、［未解決の電子メールアドレス
に送信されるメッセージを削除］にチェックマークが付いているかどうかにかかわらず、未解決の電子メール
アドレスに送信された検疫メッセージはスキャナの遅延キューに送られ、コントロールセンターとスキャナ間
の SMTP 接続が閉じられます。スキャナの遅延の再試行制限またはタイムアウト制限に達したとき、メッセー
ジは送信者に戻されます。

未解決の電子メールアドレスに送信されるスパムを検疫するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［全般の設定］セクションで［未解決の電子メールアドレスに送信されるメッセージを削除］のチェックマークをは
ずします。

3. ［保存］をクリックします。

スパム検疫内のナビゲートについて
次のアイコンは、スパム検疫メッセージ一覧ページ内のナビゲート方法を示しています。

先頭のメッセージに移動します。
最後のページ、または 50 ページ先（ページ数が 50 ページを超え
る場合）に移動します。
前のページに移動します。
次のページに移動します。
現在のページの前後のページで 1 ページあたり最大 500 エントリ
を選択します。

次のアイコンは、スパム検疫メッセージ詳細ページ内のナビゲート方法を示しています。

前のメッセージに移動します。
次のメッセージに移動します。

別のページにナビゲートしたとき、もとのページのチェックボックスの状態は保存されません。たとえば、1 ページ目で
3 つのメッセージを選択して次のページに移動すると、次に 1 ページ目に戻ったときにはすべてのメッセージのチェック
マークがはずされています。

スパム検疫の設定
スパム検疫とは、Symantec Messaging Gateway がスパムと判定したメッセージのリポジトリです。

「スパム検疫の設定」では、スパム検疫設定の指定方法を説明します。必要に応じて、これらのタスクのいずれかをどの
順序でも実行できます。
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Table 56: スパム検疫の設定

タスク 説明

個々のポリシーグループに
対するスパム検疫を設定し
ます。

LDAP ディレクトリサーバーを設定した場合には、特定のポリシーグループのみがアクセスできるよう
にスパム検疫を設定できます。管理者のみにアクセスを設定するには、検疫をグローバルに有効にし
た後で管理者用のポリシーグループのみにエンドユーザー検疫を有効にします。
エンドユーザー検疫の設定

必要な場合は言語エンコー
ドを有効にします。

ほとんどの場合、自動検出の設定により、スパム検疫内のメッセージの言語エンコードは正しく判別
されます。ただし、一部のメッセージについてはコントロールセンターが適切な言語エンコードを判
断できないことがあります。メッセージが文字化けしている場合は、そのメッセージで使われている
可能性が最も高いエンコードを選択してください。
スパムメッセージの言語エンコードを選択する

アプライアンスで使用する
容量を最低限に抑えるよう
に検疫のしきい値を設定し
ます。

スパム検疫のしきい値によってスパム検疫の最大サイズを制御できます。検疫抹消を使うと、スパム
検疫のしきい値設定を施行できます。
スパム検疫のしきい値の修正
スパム検疫のしきい値についての注意事項

検疫メッセージの保持期間
を指定します。

スパムメッセージが削除されるまでの保存期間を変更できます。検疫メッセージが使用するディスク
領域が多すぎる場合は、保存期間を短縮することをお勧めします。
スパムメッセージを検疫に保存する期間の指定

［抹消］を設定します。 検疫抹消がパージ処理を開始する時刻と頻度を指定できます。抹消によりスパム検疫を管理可能なサ
イズに維持することができます。
スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定

誤検知通知を設定します。 ローカル管理者またはシマンテック社、あるいはその両方に自動的にコピーを送信することもでき
ます。これらのメッセージは、組織で誤検知メッセージを監視する管理者に送信して、Symantec
Messaging Gateway の有効性を判断してもらう必要があります。
誤検知メッセージ送信先の指定

エンドユーザー検疫の設定
エンドユーザー検疫を使用すると、各ユーザーは、スパム検疫内の自分のメッセージにアクセスしたり、検疫通知を受信
したりすることができます。LDAP ディレクトリサーバーを設定した場合には、特定のポリシーグループのみがアクセス
できるようにスパム検疫を設定できます。

エンドユーザー検疫を有効にするには、以下の基本的な手順を完了する必要があります。

• ステップ 1: ディレクトリデータソースの設定を選択する
• ステップ 2: エンドユーザー検疫をグローバルに有効にする
• ステップ 3: エンドユーザー検疫の権限をグループに割り当てる

ステップ 1: ディレクトリデータソースの設定を選択する

エンドユーザー検疫は、LDAP 情報を使用して、ログオンして自分の検疫メッセージを表示しようとするエンドユー
ザーを認証します。検疫は、アドレス解決のために、また検疫メッセージを個々のユーザー検疫に割り当てるために
も、LDAP 情報を使用します。

次の手順では、すでにディレクトリデータソースの追加と設定が済んでいると想定しています。
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1. エンドユーザー検疫に必要な LDAP 設定を有効にするには、コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［ディレ
クトリ統合］を選択します。

2. ［ディレクトリ統合］ページでディレクトリデータソースを選択し、［編集］をクリックします。

3. ［認証］タブで［認証を有効にする］を選択します。ドロップダウンメニューで、［コントロールセンター認証の
み］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択します。

4. ［アドレス解決］タブで［アドレス解決を有効にする］を選択します。ドロップダウンメニューで、［電子メールス
キャンのみ］または［コントロールセンター認証と電子メールスキャンの両方］を選択します。

5. ［保存］をクリックします。

ステップ 2: エンドユーザー検疫をグローバルに有効にする

LDAP を設定したら、エンドユーザー検疫を有効にできます。この手順は、エンドユーザー検疫のグローバルなオ
ンとオフのスイッチのように機能します。

6. エンドユーザー検疫をグローバルに設定するには、［スパム］>［設定］>［検疫の設定］を選択します。

7. ［エンドユーザー設定］パネルで、［検疫を有効にする］を選択します。

NOTE

ディレクトリデータソースを接続しなかった場合、［検疫を有効にする］は無効です。

8. 必要に応じて、［スパム検疫ログイン URL］を編集します。

NOTE

デフォルトのスパム検疫ログイン URL は https://<host_FQDN>:41443/brightmail です。ホストの完全修飾
ドメイン名 (FQDN) を変更すると、デフォルトの URL は自動的に変更されます。ただし、［スパム検疫ロ
グイン URL］をカスタマイズしてからホストの FQDN を変更した場合は、カスタマイズした URL を手動
で変更する必要があります。

9. ［保存］をクリックします。

10.コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

11.［ポリシーグループ］ページで、グループを選択して［編集］をクリックするか、［追加］をクリックして新しいポ
リシーグループを追加します。

12.［エンドユーザー］タブで［エンドユーザー検疫を有効にする］を選択します。

13.オプション: このポリシーグループの［エンドユーザー設定を有効化］を選択します。次に、［個人用の良い/悪い送
信者リストを作成］と［言語オプションの指定］を有効にします (これらの権限をグループのメンバーに付与する場
合)。

エンドユーザーが自分の設定を変更できないようにする場合は、これらの設定を無効のままにします。

14.［保存］をクリックします。

管理者のみに対するエンドユーザー検疫の設定

管理者のみにログインとエンドユーザー検疫の使用を許可するには、「ステップ 1: ディレクトリデータソースの設定を
選択する」と「ステップ 2: エンドユーザー検疫をグローバルに有効にする」を実行します。その後「ステップ 3: エンド
ユーザー検疫の権限をグループに割り当てる」で、管理ポリシーグループのみにエンドユーザー検疫を割り当てます。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

管理者とユーザーでのスパム検疫の違い
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スパムメッセージの言語エンコードを選択する
ほとんどの場合、自動検出の設定により、スパム検疫内のメッセージの言語エンコードは正しく判別されます。ただし、
一部のメッセージについてはコントロールセンターが適切な言語エンコードを判断できないことがあります。メッセージ
が文字化けしている場合は、そのメッセージで使われている可能性が最も高いエンコードを選択してください。

検疫内のメッセージの言語エンコードを選択するには、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

検疫内のスパムと疑いのあるメッセージの日時順ソート

スパムメッセージの言語エンコードを選択するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. 表示するメッセージの件名をクリックします。

3. メッセージ詳細ページで、ドロップダウンリストから言語エンコードを選択します。

スパム検疫のしきい値の修正
スパム検疫のしきい値によってスパム検疫の最大サイズを制御できます。検疫抹消を使うと、スパム検疫のしきい値設定
を施行できます。検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権または設定の修正権限が必要です。

NOTE

抹消によってスパム検疫の最大サイズが維持されるので、次にスケジュールされている抹消が実行されるまで
に検疫が最大しきい値を超える場合があります。

スパムメッセージを検疫に保存する期間の指定

スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定

スパム検疫のしきい値を修正する前に、その影響と考慮事項について理解しておく必要があります。

スパム検疫のしきい値についての注意事項

「スパム検疫のしきい値」に、設定できるスパム検疫のしきい値を示します。

Table 57: スパム検疫のしきい値

しきい値 説明

検疫の最大サイズ 全ユーザーの検疫メッセージに使用されるディスク領域の上限。
検疫の最大サイズには、メッセージストアにある各メッセージファイルのディスク上の実際のサ
イズが反映されます。データベーステーブルやインデックスなど、他の計算できないディスク使
用量があるため、実際のディスク使用量がわずかに大きくなることがあります。

ユーザーあたりの最大サイズ 各ユーザーの検疫メッセージに使われるディスク領域の上限。
メッセージの最大数 全ユーザーのメッセージ数の上限（1 つのメッセージが複数の受信者に送信された場合は 1 件と

して数えられます）。
ユーザーあたりのメッセージの最
大数

各ユーザーの検疫メッセージ数の上限。

スパム検疫のしきい値を修正するには
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1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［しきい値］で、設定するしきい値の種類ごとにチェックマークを付けて、サイズまたはメッセージ数のしきい値を
入力します。

しきい値は複数設定できます。

3. ［保存］をクリックします。

スパムメッセージを検疫に保存する期間の指定
スパムメッセージが削除されるまでの保存期間を変更できます。検疫メッセージが使用するディスク領域が多すぎる場合
は、保存期間を短縮することをお勧めします。ただし、保存期間を短縮した場合、ユーザーが確認する前にメッセージが
削除される可能性が高まります。デフォルトの保存期間は 7 日間です。検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理
権または設定の修正権限が必要です。

デフォルトでは、毎日午前 1 時に抹消が実行され、保存期間を過ぎたメッセージが削除されます。たとえば、保存期間
が 7 日間の場合は、抹消が実行されると 7 日間より古いメッセージがすべて削除されます。スパム検疫のメッセージと
サイズのしきい値を適用するために、必要に応じて抹消が実行されてメッセージが削除されることもあります。

スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定

スパム検疫のしきい値の修正

スパム検疫から手動でメッセージを削除することもできます。

検疫内のスパムメッセージの削除

スパムメッセージを検疫に保存する期間を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［スパム検疫抹消］で［削除する前に検疫に格納する日数］フィールドに日数を入力します。

3. ［検疫の設定］ページで［保存］をクリックします。

スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定
検疫抹消がパージ処理を開始する時刻と頻度を指定できます。抹消によりスパム検疫を管理可能なサイズに維持すること
ができます。パージされたメッセージを取り込むことはできません。検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権ま
たは設定の修正権限が必要です。

スパムメッセージを検疫に保存する期間の指定

スパム検疫のしきい値の修正

検疫内のスパムメッセージの削除

定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

スパム検疫をパージする時刻と頻度を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［検疫抹消の頻度］ドロップダウンリストをクリックして抹消を実行する頻度を指定します。

3. ［検疫抹消の開始時刻］ドロップダウンリストで抹消を開始する時刻を指定します。

4. ［保存］をクリックします。

誤検知メッセージ送信先の指定
ユーザーまたは管理者は、スパム検疫内で誤検知メッセージを見つけた場合、［解放］をクリックできます。［解放］
をクリックすると、選択したメッセージがユーザーの通常の受信ボックスに再配信されます。ローカル管理者またはシマ
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ンテック社、あるいはその両方に自動的にコピーを送信することもできます。これらのメッセージは、組織で誤検知メッ
セージを監視する管理者に送信して、Symantec Messaging Gateway の有効性を判断してもらう必要があります。

提出されるメッセージは、シマンテックセキュリティレスポンスが分析して、フィルタの変更が必要かどうかを判断しま
す。ただし、シマンテックセキュリティレスポンスからメッセージを提出した管理者またはユーザーに、誤検知メッセー
ジが提出されたことの確認メッセージは送信されません。提出に基づいてフィルタが変更されることは保証されません。

NOTE

シマンテック社は、正当なメッセージがスパムの疑いの判定を受けてもそれを誤検知とは見なしません。スパ
ムの疑いの判定を受けてシマンテックセキュリティレスポンスに提出されたメッセージが確認されることもあ
りません。各社が設定するスパムの疑いのしきい値をシマンテック社が制御することはできないからです。こ
れが、シマンテック社がスパムの疑いの判定に基づいてフィルタを作成したり修正したりしない理由です。設
定が低すぎるスパムの疑いのしきい値に基づいてシマンテック社がフィルタを作成すると、すべてのお客様の
スパム効果が影響を受けるおそれがあります。

検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権または設定の修正権限が必要です。

スパムと誤検知されたメッセージの検疫からの解放

誤検知メッセージ送信先を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. 誤検知メッセージをシマンテック社に報告するには、［誤検知メッセージ］で［シマンテックセキュリティレスポン
ス］をクリックします。

このオプションはデフォルトで選択されています。

3. 誤検知メッセージのコピーをローカル管理者に送信するには、［誤検知メッセージ］で［管理者］をクリックし、適
切な電子メールアドレスを入力します。

この電子メールアドレスは、admin@symantecexample.com のように、ドメイン名を含む完全な形式で入力してくだ
さい。管理者の電子メールアドレスはエイリアスにはできません。誤検知メッセージのコピーが管理者の電子メール
アドレスに配信されなくなります。

4. ［保存］をクリックします。

スパム検疫内のメッセージの表示
「スパム検疫内のメッセージの表示」では、スパム検疫内のメッセージを表示するために実行できるタスクについて説明
します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 58: スパム検疫内のメッセージの表示

タスク 説明

ユーザーのスパム検疫と管
理者のスパム検疫の違いを
説明します。

このトピックでは、その違いを説明する表を示します。
管理者とユーザーでのスパム検疫の違い

スパム検疫内のメッセージ
を表示します。

スパム検疫内のメッセージを表示すると、メッセージがスパムなのか誤検知なのかを判断できます。
検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

postmaster メールボックス
に送信されるメッセージを
表示します。

該当する受信者が見つからないメッセージがスパム検疫に届き、こうしたメッセージを削除しないよう
に設定されている場合、postmaster メールボックスに配信されます。postmaster メールボックスには、
管理者のスパム検疫からアクセスできます。
ネットワークの構成によっては、スパム検疫の postmaster メールボックスとは別に、メールクライアン
トからアクセスできる postmaster メールボックスが存在する場合もあります。LDAP 設定に問題がある
場合は、スパム検疫の postmaster メールボックスにスパムメッセージが配信されることもあります。
postmaster メールボックスに送信されたスパムとスパムの疑いがあるメッセージの表示
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管理者とユーザーでのスパム検疫の違い
「管理者とユーザーでのスパム検疫の違い」は、管理者とユーザーではスパム検疫がどのように異なるのかについて説明
しています。

Table 59: 管理者とユーザーでのスパム検疫の違い

ページ 相違点

メッセージ一覧ページ メッセージ一覧ページには次のような違いがあります。
• ユーザーとしてログインしている場合、表示または削除できる検疫メッセージは自分自身のメッセー
ジのみです。検疫管理者は、すべてのユーザーの検疫メッセージを表示、削除することができます。
管理者は 1 件ずつメッセージを削除することも、すべてのメッセージを削除することも、検索結果に
含まれるメッセージを削除することもできます。

• ユーザーが［解放］をクリックすると、自分自身の受信ボックスにメッセージが配信されます。検疫
管理者が［解放］をクリックすると、本来の受信者の受信ボックスにメッセージが配信されます。

• 管理者のメッセージ一覧ページには、各メッセージの本来の受信者を示す［送信先］列があります。
ユーザーが表示できるのは自分自身のメッセージのみであるため、［送信先］列は不要です。

• ユーザーはスパム検疫のみにアクセスできます。コントロールセンターの他の部分にはアクセスでき
ません。

Note: ユーザーとしてスパム検疫にアクセスするには、コントロールセンターにログインしま
す。LDAP サーバーで必要なユーザー名とパスワードを使います。

メッセージ詳細ページ ユーザーとしてログインしている場合、表示または削除できる検疫メッセージは自分自身のメッセージの
みです。検疫管理者は、すべてのユーザーの検疫メッセージを表示、削除できます。

検索フィルタ 検疫管理者は受信者を検索できます。
ユーザーとしてログインしている場合、検索結果で削除できるのは自分自身の検疫メッセージのみです。
検疫管理者は、すべてのユーザーの検疫メッセージを削除できます。

エンドユーザー検疫の設定

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示
スパム検疫内のメッセージを表示すると、メッセージがスパムなのか誤検知なのかを判断できます。

検疫内のスパムメッセージを表示するには、管理者に完全管理権または検疫の管理の表示権限が必要です。ただし、検疫
の管理の表示権限しか持たない管理者は、スパム検疫内のメッセージの解放や削除はできません。スパム検疫のメッセー
ジの表示、削除、解放を行うには、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

メッセージ一覧ページでメッセージの件名をクリックすると、メッセージ詳細ページに内容が表示されます。スパムメッ
セージの詳細の確認が済んだら、メッセージ一覧ページに戻れます。

メッセージ詳細ページの次の動作に注意してください。

グラフィックはグ
レーの四角形として
表示される

メッセージ内のグラフィックがグレーの四角形に置き換えられます。これは、不快な画像を表示しないように
することと、その電子メールアドレスが有効であることをスパム発信者に知らせないようにすることを目的と
しています。［解放］をクリックしてメッセージを解放した場合、本来の受信者はもとのグラフィックを表示
できます。スパム検疫内でもとのグラフィックを表示することはできません。

添付ファイルは表示
できない

添付ファイルの名前がメッセージの下部に表示されますが、実際の添付ファイルをスパム検疫内で表示するこ
とはできません。ただし、［解放］をクリックしてメッセージを再配信した場合、そのメッセージと添付ファ
イルは本来の受信者の受信ボックスからアクセスできるようになります。
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NOTE

メッセージ一覧ページの［送信先］列には、メッセージエンベロープで指定されている各メッセージの本来の
受信者が表示されます。スパマーはこのヘッダーを偽装することが多いため、この情報を判断する際には注意
が必要です。

スパム検疫内のナビゲートについて

エンドユーザー検疫の設定

管理者とユーザーでのスパム検疫の違い

1. 検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージを表示するには、次のいずれかを行います。

［スパムメッセージ検疫］ページを表示していない場合 コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールス
パム］の順に選択します。

［スパムメッセージ検疫］ページを表示中に、新たに到着した
メッセージを確認したい場合

［すべて表示］オプションが表示されていない場合は［フィルタ
を表示］をクリックしてから、［すべて表示］をクリックしま
す。

2. スパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの内容を表示するには、メッセージの件名をクリックします。

メッセージ詳細ページが表示されます。

3. メッセージ一覧に戻るには、［メッセージ一覧に戻る］をクリックします。

postmaster メールボックスに送信されたスパムとスパムの疑いがあるメッセージの
表示
ネットワークの構成によっては、スパム検疫の postmaster メールボックスとは別に、メールクライアントからアク
セスできる postmaster メールボックスが存在する場合もあります。LDAP 設定に問題がある場合は、スパム検疫の
postmaster メールボックスにスパムメッセージが配信されることもあります。 8.0.3 以前のバージョンを実行しており、
該当する受信者が見つからないメッセージがスパム検疫に届き、こうしたメッセージを削除しないように設定されている
場合、そのメッセージはスパム検疫からアクセス可能な postmaster メールボックスに配信されます。

通知メッセージは postmaster メールボックスには送信されません。

postmaster メールボックス内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

postmaster メールボックスに送信されたスパムとスパムの疑いがあるメッセージを表示するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. ［フィルタを表示］をクリックします。

3. ［送信先］ボックスに「postmaster」と入力します。

4. 必要に応じてその他のフィルタを指定します。

5. ［検索結果を表示］をクリックします。

使用する Symantec Messaging Gateway のバージョンに応じて、次の動作に注意してください。

8.0.3 以前 表示されるのは、未解決の受信者宛てのスパムメッセージだけです。
9.0 以降 表示されるのは、解決された（有効な）受信者と未解決の（無効な）受信者宛てのスパムメッセージで

す。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

エンドユーザー検疫の設定
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管理者とユーザーでのスパム検疫の違い

スパム検疫内のメッセージの管理
「スパム検疫内のメッセージの管理」では、スパム検疫内のメッセージで実行できるタスクについて説明します。必要に
応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 60: スパム検疫内のメッセージの操作

タスク 説明

メッセージリストのページ
をカスタマイズします。

メッセージ一覧ページに同時に表示するエントリの数を指定できます。
スパム検疫メッセージ一覧ページに表示するエントリ数の指定

スパム検疫内のメッセージ
をソートします。

メッセージの分類や特定のメッセージの検索を容易にするために、スパム検疫内のメッセージをソート
できます。デフォルトでは、メッセージは日時降順に表示されます。最も新しいメッセージがページの
先頭に表示されます。
検疫内のスパムと疑いのあるメッセージの日時順ソート

スパム検疫内のメッセージ
を検索します。

スパム検疫内のメッセージを検索できます。この機能を使えば、特定のメッセージを簡単に見つけて表
示したり削除したりできます。
検疫されたスパムメッセージの検索
スパムメッセージ検索の基準とヒント

スパムメッセージヘッダー
を表示します。

スパムメッセージのヘッダーを表示すると、メッセージの送信元に関する手がかりを入手できることが
あります。ただし、通常はスパマーがメッセージヘッダーの一部を偽造しているので注意が必要です。
スパムメッセージのヘッダーの表示

スパム検疫から誤検知され
たメッセージを解放しま
す。

場合によっては、スパムではないメッセージがスパム検疫内に見つかることもあります。こうしたメッ
セージは本来の受信者に再配信できます。
スパムと誤検知されたメッセージの検疫からの解放

ディスク領域を解放するに
は、スパム検疫からスパム
メッセージを削除します。

管理者のスパム検疫内のメッセージを削除すると、そのメッセージはユーザーのスパム検疫からも削除
されます。管理者またはユーザーがメッセージを削除すると、そのメッセージにはアクセスできなくな
ります。
検疫内のスパムメッセージの削除

スパム検疫メッセージ一覧ページに表示するエントリ数の指定
メッセージ一覧ページに同時に表示するエントリの数を指定できます。スパム検疫内のメッセージを表示するには、完全
管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

スパム検疫メッセージ一覧ページに表示するエントリ数を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. ［ページあたりのエントリ］ドロップダウンリストで、数字を選択します。

検疫内のスパムと疑いのあるメッセージの日時順ソート
メッセージの分類や特定のメッセージの検索を容易にするために、スパム検疫内のメッセージをソートできます。デフォ
ルトでは、メッセージは日時降順に表示されます。最も新しいメッセージがページの先頭に表示されます。

日時列に、昇順または降順のソート順序を示す三角形が表示されます。列見出しをクリックすると、昇順または降順を
切り替えることができます。デフォルトでは、メッセージは日時降順に表示されます。つまり、最も新しいメッセージが
ページの先頭に表示されます。

スパム検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

 197



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

検疫されたスパムメッセージの検索

スパムメッセージのヘッダーの表示

検疫内のスパムと疑いのあるメッセージを日時順にソートするには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. ［日時］列見出しをクリックすると、日時順にメッセージがソートされます。

検疫されたスパムメッセージの検索
スパム検疫内のメッセージを検索できます。この機能を使えば、特定のメッセージを簡単に見つけて表示したり削除した
りできます。スパム検疫内のメッセージを表示するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

検疫内のスパムと疑いのあるメッセージの日時順ソート

検疫されたスパムメッセージを検索するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. メッセージ一覧ページで、［フィルタを表示］をクリックします。

3. 次のいずれかを実行して検索します。

メッセージエンベロープ
の「To」で指定されてい
る受信者を検索するには

メッセージ エンベロープの RCPT TO: ヘッダに特定の受信者が指定されているメッセージを検索するに
は、［送信先］ボックスに名前またはアドレスを入力します。
検索できるのは、表示名、電子メールアドレスのユーザー名部分、表示名または電子メールユーザー
名の任意の部分です。完全な電子メールアドレスを［送信先］ボックスに入力した場合は、Symantec
Messaging Gateway によって user_name@example.com のユーザー名部分のみが検索されます。検
索の対象はエンベロープの To: に限定されます。この情報は、メッセージ詳細ページに表示される To:
ヘッダと異なる場合があります。ドメインを入力することで、電子メールアドレスのドメイン部分を検索
できます。

From ヘッダーを検索す
るには

From: ヘッダに特定の送信者が指定されているメッセージを検索するには、［送信元］ボックスに名前ま
たはアドレスを入力します。
検索できるのは、表示名、電子メールアドレス、表示名または電子メールアドレスの任意の部分です。検
索の対象はメッセージに含まれる From: ヘッダに限定されます。通常、スパム メッセージではこのヘッ
ダが偽造されています。メッセージに含まれる From: ヘッダは、メッセージ エンベロープに含まれる情
報と異なる場合があります。

メッセージ ID ヘッダー
を検索するには

すべてのメッセージ内のメッセージ ID を検索するには、［メッセージ ID］ボックスを入力します。
［すべてのヘッダーを表示］をクリックすることで、スパム検疫内のメッセージ詳細ページ上でそのメッ
セージ ID を見ることができます。さらに、大部分の電子メール クライアントでは、メッセージ ID が含ま
れている完全なメッセージヘッダーを表示できます。たとえば、Outlook 2000 の場合は、メッセージをダ
ブルクリックするとメッセージが別ウィンドウに表示されます。ここで、［表示］、［オプション］の順
にクリックします。
スパムメッセージのヘッダーの表示

Subject ヘッダーを検索
するには

Subject: ヘッダに特定の内容を含むメッセージを検索するには、［件名］ボックスに検索条件を入力し
ます。

時間範囲を指定して検索
するには

［時間範囲］ドロップダウンリストから時間範囲を選択すると、その時間範囲に受信したすべてのメッ
セージが表示されます。
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4. ［検索結果を表示］をクリックします。

スパムメッセージのヘッダーの表示
スパムメッセージのヘッダーを表示すると、メッセージの送信元に関する手がかりを入手できることがあります。ただ
し、通常はスパマーがメッセージヘッダーの一部を偽造しているので注意が必要です。スパム検疫内のメッセージを表示
するには、完全管理権または検疫の表示または修正権限が必要です。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

スパムと誤検知されたメッセージの検疫からの解放

検疫内のスパムと疑いのあるメッセージの日時順ソート

1. スパムメッセージのヘッダーをすべて表示するには、コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メール
スパム］の順に選択します。

2. 表示するメッセージの件名をクリックします。

3. スパム検疫で利用可能なすべてのヘッダーを表示するには、［すべてのヘッダーを表示］をクリックします。

4. スパムメッセージのヘッダーを簡易表示するには、コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールス
パム］の順に選択します。

5. 表示するメッセージの件名をクリックします。

6. From:、To:、Subject:、Date: ヘッダのみを表示するには、［簡易ヘッダを表示］をクリックします。

スパムと誤検知されたメッセージの検疫からの解放
場合によっては、スパムではないメッセージがスパム検疫内に見つかることもあります。こうしたメッセージは本来の受
信者に再配信できます。メッセージを再配信すると、スパム検疫からメッセージが削除されます。スパム検疫の設定によ
り、このメッセージのコピーを管理者、シマンテック社、またはこれらの両方に送信することもできます。これにより、
電子メール管理者とシマンテック社はスパム設定とフィルタの効果を監視することができます。

誤検知メッセージ送信先の指定

検疫からメッセージを解放するには、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。

検疫内のスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージの表示

スパム検疫内のナビゲートについて

スパム検疫のしきい値の修正

スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定
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検疫内のスパムメッセージの削除

1. スパムと誤検知されたメッセージを検疫メッセージ一覧ページから解放するには、コントロールセンターで［スパ
ム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. 誤検知メッセージを本来の受信者に再配信するには、メッセージの横にあるチェックボックスにチェックマークを付
けてから［解放］をクリックします。

3. スパムと誤検知されたメッセージを検疫メッセージ詳細ページから解放するには、コントロールセンターで［スパ
ム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

4. 再配信するかどうかを確認するスパムメッセージの件名をクリックします。

5. メッセージ詳細ページで、［解放］をクリックします。

検疫内のスパムメッセージの削除
ディスク領域を解放するには、スパム検疫からスパムメッセージを削除します。管理者のスパム検疫内のメッセージを削
除すると、そのメッセージはユーザーのスパム検疫からも削除されます。たとえば、管理者のスパム検疫内のスパムメッ
セージを削除したとします。メッセージの宛先になっているユーザーのスパム検疫にはこれらのメッセージが表示されな
くなります。

ユーザーはメッセージを検疫から解放または削除するときにメッセージを削除します。管理者またはユーザーがメッセー
ジを削除すると、そのメッセージにはアクセスできなくなります。

スパムと誤検知されたメッセージの検疫からの解放

メッセージは、メッセージ一覧ページまたはメッセージ詳細ページから削除できます。検疫内のメッセージを削除するに
は、管理者に完全管理権または検疫の修正権限が必要です。ユーザーが自身の検疫からメッセージを削除する場合、特別
な権限は必要ありません。

抹消機能を使ってスパム検疫からメッセージを自動的に削除することもできます。この機能を使うと、ディスク領域の解
放のためにスパム検疫から手動でメッセージを削除する手間が省けます。抹消機能は、指定したスケジュールに基づいて
メッセージをパージします。

スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定

1. メッセージ一覧ページから個別にメッセージを削除するには、コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電
子メールスパム］の順に選択します。

2. 削除する各メッセージの左にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. メッセージ一覧ページからすべてのメッセージを削除するには、コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、
［電子メールスパム］の順に選択します。

5. スパム検疫内のすべてのメッセージを、他のページのメッセージと共に削除するには、［すべて削除］をクリックし
ます。

このタスクにより、ユーザーのスパム検疫内のすべてのスパムメッセージが削除されます。ユーザーの検疫にメール
が表示されなくなります。

6. メッセージ詳細ページからスパムメッセージを削除するには、コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電
子メールスパム］の順に選択します。

7. 表示するメッセージの件名をクリックします。

8. 現在表示されているメッセージを削除するには、［削除］をクリックします。

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定
通知を自動的にユーザーに送信する頻度を変更できます。デフォルトの頻度は 1 日 1 回です。通知メッセージの送信を
無効にする場合は、［通知の頻度］を［NEVER］に変更します。
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通知頻度を修正する場合は、通知回数が増えることの影響を考慮してください。ユーザーの数が多いと、1 日 2 回以上の
通知はユーザーにとって大きい負担になる可能性があります。頻繁な通知はネットワークパフォーマンスにも影響を与え
ます。大規模な配備では通知は 1 日 1 回を超えないようにすることをお勧めします。

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻を指定するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［通知の設定］の［通知あたりの概略エントリの最大数］ボックスで概略通知メッセージに含める項目数を指定しま
す。

デフォルトの設定は 100 です。

3. ［通知の頻度］ドロップダウンリストをクリックして通知を送信する頻度を選択します。

4. ［通知の開始時刻］ドロップダウンリストをクリックして通知を送信する時刻を指定します。

5. ［保存］をクリックします。

顧客固有のルールに対するメッセージをスパム検疫から提出する
顧客固有のルール作成のためにスパム検疫内のメッセージを Symantec に提出することができます。メッセージを提出す
るには、完全管理権またはスパム提出管理の修正権限が必要です。また、スパム検疫にアクセスするには、スパム検疫管
理の修正または表示権限も必要です。

顧客固有のスパム提出機能が無効の場合、Symantec はスパム検疫から提出するメッセージも引き続き分析します。これ
はグローバルスパムルールまたはグローバル誤検知ルールに対するメッセージを検討します。ただし、カスタムルールは
作成されません。

顧客固有のルールに対するメッセージをスパム検疫から提出するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］の順に選択します。

2. ［スパムメッセージ検疫］ページで、カスタムルールのために提出したいメッセージの横のチェックボックスに
チェックマークを付けます。

提出するメッセージは複数選択することができます。

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

これはスパムです メッセージはスパムで、そのように識別する必要があります。
これはスパムではありません メッセージは正当なメッセージで、スパムとして識別するべきではありません。

4. 確認ダイアログボックスで、［スパムとして提出］または［スパムではないとして提出］をクリックします。

提出が成功すると、提出の種類が選択したメッセージの［提出状態］列に表示されます。

スパム検疫通知の設定
「スパム検疫通知を設定する」は、スパム検疫通知を作成するために設定できるオプションの説明です。必要に応じて、
これらのタスクをどの順序でも実行できます。
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Table 61: スパム検疫通知を設定する

タスク 説明

スパム通知メッセージについて
説明します。

デフォルトでは通知処理が毎日午前 4:00 に実行されます。前回の通知処理後に新しいスパムメッ
セージがスパム検疫に届いたかどうかが確認されます。届いている場合は、スパム検疫内を確認
するように求めるメッセージがユーザーに送信されます。その処理で、配布リストに含まれるユー
ザーに通知ダイジェストを送信することもできます。
ユーザー用と配布リスト用の通知ダイジェストの設定について
配布リストに送信されたスパムの処理方法について

ユーザーのスパム検疫内のメッ
セージが通知される頻度を指定
します。

通知を自動的にユーザーに送信する頻度を変更できます。デフォルトの頻度は 1 日 1 回です。
検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

スパム通知テンプレートを修正
します。

通知ダイジェストテンプレートでは、ユーザーに送信される通知メッセージの外観だけでなく、
メッセージの件名と送信元アドレスも設定できます。
スパム通知メッセージダイジェストテンプレートの修正
スパム通知メッセージの変数

通知ダイジェストのフォーマッ
トを指定します。

通知ダイジェストテンプレートでは、ユーザーに送信される通知メッセージの MIME エンコーディ
ングを設定します。メッセージに［表示］リンクや［解放］リンクを表示するかどうかも設定でき
ます。
通知ダイジェストのフォーマットの選択

ユーザー用と配布リスト用の通知ダイジェストの設定について
デフォルトでは通知処理が毎日午前 4:00 に実行されます。前回の通知処理後に新しいスパムメッセージがスパム検疫に
届いたかどうかが確認されます。届いている場合は、スパム検疫内のスパムメッセージを確認するように求めるメッセー
ジがユーザーに送信されます。その処理で、配布リストに含まれるユーザーに通知ダイジェストを送信することもできま
す。

NOTE

LDAP が設定されていない場合、または管理者のみに制限されたアクセスが有効になっている場合、通知メッ
セージおよび通知設定は無効になります。

配布リストに送信された検疫メッセージ用の通知テンプレートと、通常の電子メールアドレスに送信された検疫メッセー
ジ用の通知テンプレートはデフォルトで別々に用意されています。テンプレートが別になっているので、検疫メッセージ
の種類ごとに通知テンプレートをカスタマイズできます。

配布リストに送信されたスパムの処理方法について

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

配布リストに送信されたスパムの処理方法について
スパム検疫が有効になっている場合、ユーザーの電子メールアドレスと 1 対 1 に対応するエイリアスに送信されたスパ
ムメッセージは、そのユーザーの通常の検疫メールボックスに配信されます。たとえば、「tom」が「tomevans」のエイ
リアスである場合、「tom」または「tomevans」に送信された検疫メッセージはすべて「tomevans」のスパム検疫アカ
ウントに届きます。

NOTE

UNIX で使用される「エイリアス」または Windows で使用される「配布リスト」とは、1 つ以上の他の電子
メールアドレスに変換される電子メールアドレスです。このテキストでは、配布リストとは、複数の電子メー
ルアドレスに変換される電子メールアドレスです。

Symantec Messaging Gateway は、配布リストに送信されたスパムメッセージを、該当する受信者のスパム検疫メール
ボックスには配信しません。そのメッセージは、配布リスト専用のスパム検疫メールボックスに配信されます。ただし、

 202



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

スパム検疫では、配布リスト用メールボックス内のメッセージに関する通知ダイジェストを、この配布リストに含まれる
受信者に送信するように設定できます。このオプションを設定するには、［検疫の設定］ページの［配布リストの通知］
チェックボックスにチェックマークを付けます。

NOTE

1 つ以上のアドレス解決 DDS ソースがあり、［配布リストを展開］オプションが有効になっている場合、メッ
セージが検疫に送信される前に配布リストが個々のユーザーの受信者リストに展開されます。この場合、個々
のユーザーは配布リストのテンプレートではなく、ユーザーテンプレートから通知を受信します。

［表示リンクを含める］チェックボックスにチェックマークが付いている場合、検疫配布リストメッセージのリストが
通知ダイジェストに挿入されます。各メッセージには表示リンクが含まれていて、ユーザーがこのリンクをクリックする
と、スパム検疫内のメッセージを表示できます。［解放リンクを含める］チェックボックスにチェックマークが付いてい
る場合、ダイジェストに一覧になっている各メッセージには解放リンクが挿入されています。ユーザーがこのリンクをク
リックすると、スパム検疫にアクセスしなくても配布リストメッセージを解放できます。ある受信者が、配布リスト用の
検疫メールボックスに届いたメッセージの横にある［解放リンク］をクリックした場合、メッセージは配布リストに含ま
れるすべての受信者の通常の受信ボックスに配信されます。通知形式がテキストのみになっている場合、表示リンクと解
放リンクは表示されません。

「配布リストの通知と配信例」は、配布リストのメンバーにメッセージが配信される方法についての例です。

Table 62: 配布リストの通知と配信例

シナリオ 結果

Ruth、Fareed、Darren
という受信者を含む
mktng という配布リスト

mktng に送信され、検疫するように設定されたスパムは、Ruth、Fareed、Darren のスパム検疫受信ボッ
クスには配信されません。

［検疫の設定］ペー
ジの［配布リストの通
知］チェックボックスに
チェックマークが付いて
いる

mktng 宛ての検疫メッセージに関する電子メール通知が Ruth、Fareed、Darren に送信されます。

［検疫の設定］ページ
で［表示リンクを含め
る］チェックボックスに
チェックマークが付いて
いる

通知ダイジェストの表示リンクをクリックすることによって Ruth、Fareed、Darren は mktng 宛ての検疫
メッセージを表示できます。

［解放リンクを含める］
チェックボックスにも
チェックマークが付いて
いる

通知ダイジェストの［解放］オプションをクリックすることによって Ruth、Fareed、Darren は mktng 宛
ての検疫メッセージを再配信できます。

Ruth が mktng 宛ての検
疫メッセージの［解放］
オプションをクリックす
る

メッセージが Ruth、Fareed、Darren の通常の受信ボックスに配信されます。

スパム通知メッセージダイジェストテンプレートの修正
通知ダイジェストテンプレートでは、ユーザーに送信される通知メッセージの外観だけでなく、メッセージの件名と送信
元アドレスも設定できます。デフォルトの通知テンプレートは次のようなテキストです。配布リスト用の通知テンプレー
トにはログイン方法に関する情報がありません。ブラウザではテキストが折り返されないため、一部の行を表示するには
横方向のスクロールが必要です。このレイアウトによって、HTML フォーマットで通知を送信したときに不自然な改行や
無駄な行が現れなくなります。
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Spam Quarantine Summary for %USER_NAME%

There are %NEW_MESSAGE_COUNT% new messages in your Spam Quarantine

since you received your last Spam Quarantine Summary. These messages

will automatically be deleted after %QUARANTINE_DAYS% days.

To review the complete text of these messages, go to 

%QUARANTINE_URL%

and log in. 

===================== NEW QUARANTINE MESSAGES ===================== 

%NEW_QUARANTINE_MESSAGES%

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

テンプレート内の変数は位置を変えたり削除したりしても問題ありません。検疫の設定を修正するには、管理者に完全管
理権または設定の修正権限が必要です。

ユーザー用と配布リスト用の通知ダイジェストの設定について

配布リストに送信されたスパムの処理方法について

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

配布リスト用通知ダイジェストの有効化

通知ダイジェストのフォーマットの選択

スパム通知メッセージダイジェストテンプレートを修正するには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［通知の設定］で［通知テンプレート］の横にある［編集］をクリックします。

3. ［エンコード］ドロップダウンリストから通知メッセージの文字エンコードを選択します。

欧州言語の場合は、ISO-8859-1 と UTF-8 が適しています。日本語の場合は、Windows-31j、EUC-JP、または
ISO-2022-JP が適しています。

4. ［送信元］ボックスに、通知ダイジェストの送信元として表示される電子メールアドレスを入力します。

ユーザーはこの電子メールアドレスに質問などを返す可能性があるので、管理者が監視可能なアドレスを入力す
る必要があります。この電子メールアドレスは、 のように、ドメイン名を含む完全な形式で指定してください。
admin@symantecexample.com

5. ［件名］ボックスに、通知ダイジェストの Subject: ヘッダに表示されるテキストを入力します（「スパム疑いの概
略」など）。

［件名］ボックスにメッセージ変数は入力できません。

［送信元］と［件名］の設定は、ユーザー用通知テンプレートと配布リスト用通知テンプレートで同じです。

6. 必要に応じてユーザー用の通知と配布リスト用の通知を編集します。

通知メッセージの変数

通知を HTML で送信する場合は、改行を手動で挿入しないでください。

7. 次のいずれかのアイコンをクリックします。

保存 変更を保存して適用します。
デフォルト 現在の情報を消去してデフォルト設定に戻します。
キャンセル テンプレートに加えた変更を破棄してテンプレート編集ウィンドウを閉じます。
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8. ［検疫の設定］ページで［保存］をクリックします。

配布リスト用通知ダイジェストの有効化
スパム検疫では、配布リスト用のメールボックスに届いたメッセージに関する通知ダイジェストを、配布リストに含まれ
る受信者に送信するように設定することができます。検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権または設定の修正
権限が必要です。

ユーザー用と配布リスト用の通知ダイジェストの設定について

配布リストに送信されたスパムの処理方法について

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

スパム通知メッセージダイジェストテンプレートの修正

通知ダイジェストのフォーマットの選択

配布リスト用通知ダイジェストを有効にするには
1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［通知の設定］で［配布リストの通知］にチェックマークを付けます。

3. ［保存］をクリックします。

通知ダイジェストのフォーマットの選択
通知ダイジェストテンプレートでは、ユーザーに送信される通知メッセージの MIME エンコーディングを設定します。
メッセージに［表示］リンクや［解放］リンクを表示するかどうかも設定できます。

表示リンクと解放リンクの詳細は次のとおりです。

表示 ユーザーが通知ダイジェストメッセージ内の表示リンクをクリックすると、デフォルトのブラウザでスパム検
疫が開き、選択したメッセージが表示されます。このチェックボックスは、通知フォーマットとして［マルチ
パート（HTML とテキスト）］または［HTML のみ］を選択した場合のみ有効になります。通知ダイジェスト
テンプレートから %NEW_QUARANTINE_MESSAGES% 変数を削除すると、表示リンクを含む新しいメッセージの
概略は表示されません。

解放 解放リンクは、誤って検疫に転送されたメッセージに対して使うためのものです。ユーザーが通知ダイジェス
トメッセージ内で解放リンクをクリックすると、該当するメッセージがスパム検疫から解放され、そのユー
ザーの通常の受信ボックスに送信されます。このチェックボックスは、通知フォーマットとして［マルチパー
ト（HTML とテキスト）］または［HTML のみ］を選択した場合のみ有効になります。通知ダイジェスト テン
プレートから %NEW_QUARANTINE_MESSAGES% 変数を削除すると、［解放］リンクを含む新しいメッセージの
概略は表示されません。

ユーザー用と配布リスト用の通知ダイジェストの設定について

配布リストに送信されたスパムの処理方法について

検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

スパム通知メッセージダイジェストテンプレートの修正

配布リスト用通知ダイジェストの有効化

検疫の設定を修正するには、管理者に完全管理権または設定の修正権限が必要です。

通知ダイジェストのフォーマットを選択するには
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1. コントロールセンターで［スパム］、［設定］、［検疫の設定］の順に選択します。

2. ［通知の設定］の［通知の形式］ドロップダウンリストで次のいずれかの項目をクリックします。

マルチパート（HTML とテキス
ト）

通知メッセージを MIME マルチパートフォーマットで送信します。ユーザーが使う電子メールクラ
イアントの種類と設定に応じて HTML バージョンまたはテキストバージョンが表示されます。テキ
ストバージョンの概略メッセージでは、各メッセージの横に表示リンクや解放リンクは表示されま
せん。

HTML のみ MIME の種類が text/html のみの通知メッセージを送信します。
テキストのみ MIME の種類が text/plain のみの通知メッセージを送信します。［テキストのみ］を選択した場合

は、概略メッセージに含まれる各メッセージの横に［表示］リンクと［解放］リンクは表示されま
せん。

3. 通知ダイジェストで、メッセージ概略に含まれる各メッセージの横に［表示］リンクを表示する場合は、［表示リン
クを含める］にチェックマークを付けます。

4. 通知ダイジェストのメッセージ概略に含まれる各メッセージの横に［解放］リンクを表示するには、［解放リンクを
含める］にチェックマークを付けます。

5. ［保存］をクリックします。

スパム検疫のトラブルシューティング
「スパム検疫の問題」にスパム検疫で起きる可能性がある問題を示します。

Table 63: スパム検疫の問題

問題 説明/解決策

ログファイルに
「error.mail.transport.
connect=メールを
解放できません。利
用可能などの MTA
サービスにも接続で
きません」というエ
ラーが書き込まれる

このエラーは、［管理］［ホスト］［設定］の［ホスト設定の追加/編集］ページにある［SMTP］タブのイン
バウンドメールとアウトバウンドメールに使用するコントロールセンターの IP アドレスが指定されていない
場合に起きることがあります。

ユーザーがスパム
検疫内の配布リスト
メッセージを表示で
きない

スキャナは、配布リストに送信されたスパムメッセージを、該当する受信者の検疫メールボックスには配信し
ません。そのメッセージは、配布リスト専用のスパム検疫メールボックスに配信されます。
配布リストに送信されたスパムの処理方法について

配信不能の検疫メッ
セージがスパム検疫
の postmaster に転
送される

該当する受信者が見つからないメッセージが Symantec Messaging Gateway に届くと、そのメッセージはス
パム検疫からアクセス可能な postmaster メールボックスに配信されます。ただし、［検疫の設定］ページで
［未解決の電子メールアドレスに送信されるメッセージを削除］を指定すれば配信されません。ネットワーク
の構成によっては、スパム検疫の postmaster メールボックスとは別に、メールクライアントからアクセスで
きる postmaster メールボックスが存在する場合もあります。ただし、LDAP サーバーに障害が発生したり、正
しく設定されていない場合は、LDAP が認識しないアドレスへのスパムメッセージがスキャナの遅延キューに
（配信の再試行およびタイムアウト期限まで）保持され、スパム検疫 postmaster メールボックスには保持さ
れません。

Note: 通知メッセージは postmaster メールボックスには送信されません。

postmaster メールボックスに送信されたスパムとスパムの疑いがあるメッセージの表示
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問題 説明/解決策

ユーザーが通知メッ
セージを受け取る
が、メッセージにア
クセスできない

自分のメッセージにアクセスできないユーザーが、自分のメッセージにアクセスできるユーザーと異なる
Active Directory ドメインに属する場合は、コントロールセンターの［ディレクトリ統合］でグローバルカタロ
グを使用するように設定します。または、各 Active Directory ドメインのディレクトリデータソースがあるこ
とを確認してください。
Active Directory グローバルカタログにアクセスできるように設定するには、［管理］ > ［設定］を選択し、
［ディレクトリデータソースの追加］ページでグローバルカタログ用のポート (通常は 3268) を指定します。

スパム検疫に重複す
るメッセージが表示
される

管理者としてスパム検疫にログインした場合は、同じメッセージのコピーが複数存在している場合がありま
す。これらのメッセージの 1 つを読むと、すべてのメッセージに既読のマークが付きます。この動作は意図的
なものです。1 通のメッセージが複数のユーザー宛てに届いた場合、メッセージの状態（既読、削除）はユー
ザーごとに保存されますが、スパム検疫データベースには 1 つのコピーのみが保存されます。管理者にはすべ
てのユーザーのメッセージが表示されるため、そのようなメッセージのコピーがすべて表示されます。管理者
が［解放］をクリックした場合は、関係するすべてのユーザーのメールボックスにメッセージのコピーが再配
信されます。

スパム検疫のメッ
セージ数の最大数

検疫の合計サイズはメッセージストア内の各メッセージファイルのブロックサイズ（ディスク上のサイズ) の
総計によって計算されます。データベーステーブルやインデックスなど、その他のディスク使用量もあるた
め、実際のディスク使用量はさらに大きくなることに注意してください。
スパム検疫のしきい値の修正

「メッセージを解放
できません」という
メッセージが表示さ
れる

このメッセージは、インバウンドまたはアウトバウンドメールフローのメッセージトラフィックに問題がある
場合に表示されることがあります。これは、設定されたどの非ローカルリレー (デフォルト) にもメッセージを
配信できない場合、または［管理］の［コントロールセンター］の［SMTP］ページで設定された SMTP ホス
トにメッセージを配信できない場合に発生します。また、スキャナがコントロールセンターと同じアプライア
ンスにインストールされておらず、MTA を持つホストに SMTP ホストが設定されていない場合にも表示され
ます。これは、スパム検疫からメッセージを解放するときに配信の問題が発生する原因になります。

スパムメッセージと
スパムの疑いがある
メッセージの検疫に
時間がかかりすぎる

この問題は LDAP サーバーへのアクセスが遅いために発生することがあります。
次の操作を試してみてください。
• LDAP サーバーのグローバルカタログサーバーとして Active Directory を設定している場合は、ポート 389
の代わりに 3268 を使うようにします。

• ベース DN クエリーをチェックします。DN クエリーの対象を絞り込めば応答が早くなります。たとえば、
「ou=quarantine-test,dc=brightmail,dc=com」は「dc=brightmail,dc=com」より絞り込んだクエリーです。

管理者が 1 つのス
パムメッセージをク
リックすると、複数
のメッセージに「既
読」のマークが付く

この状況は、同じメッセージが複数の受信者に送られるときに起きます。管理者がメッセージのインスタンス
の 1 つにアクセスすると、（受信者に関係なく）そのメッセージのすべてのインスタンスに既読のマークが付
きます。
この状況が発生する理由は、管理者既読フラグがメッセージ自体に関連付けられるためです。
この状況はエンドユーザーのスパム検疫では発生しません。その場合の既読フラグはメッセージと受信者の組
み合わせごとに関連付けられます。

大きい配備のためのスパム検疫のベストプラクティス
組織に 1,000 人以上のユーザーの配備があったら、スパム検疫の効果を高める次のベストプラクティスを考慮してくだ
さい。

• 検疫はスキャナと同じボックスで実行するべきではありません。
• 検疫抹消は 1 日あたり 1 回より多く実行しないように設定する必要があります。また、ピークではない時間帯に実行
するように抹消をスケジュールする必要があります。
スパム検疫を抹消する時刻と頻度の指定

• 5,000 人以上のユーザーの配備の場合は、次の推奨事項も考慮してください。
– ユーザーごとの制限を無効にします（たとえば、ユーザー 1 人あたりのメッセージの最大数）。
スパム検疫のしきい値の修正

– スパム検疫ダイジェスト通知は実行するのに長時間かかることがあるので、あまり頻繁に実行しないようにスケ
ジュールしてください。通知プロセスは、配信キューからメッセージを受け入れるコントロールセンターの可用性
に影響を与えます。
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検疫内のスパムメッセージをユーザーに通知する時刻の指定

スパム検疫のトラブルシューティング
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シマンテック社のプローブネットワークへの参加

Symantec Probe Network について
Probe Network はスパムと戦うためのシマンテック社の継続的な作業にとって非常に重要なものです。スパマーがフィル
タをバイパスする新しい方法を見つけるのに対し、Symantec Probe Network は、プローブアカウントを使ってスパムの
方法を監視することで、シマンテック社がスパムより 1 歩先んじることができるようにします。

Probe Network は次のような理由で有効です。

スパムの攻撃の早期検出
を促進する

プローブアカウントはスパムのリアルタイム検出と分析の第一歩です。Probe Network の構造は、本質的
に、インターネットを介して広がるリアルタイムスパムのストリームをシマンテックセキュリティレスポ
ンスに提供します。インターネット全体に広がったこの多数のアカウントから成る仮想ネットは、特定の
メッセージが一括の方法を使って送信されたことをシマンテック社が検証することを容易にします。

正確なフィルタの開発を
促進する

Symantec Messaging Gateway の重要な市場差別化要因は、スパムフィルタ技術の完全に近い精度です。
スパム対策の機能は、実際のスパムに基づくコアフィルタに大きく依存します。プローブネットワークは
また、ヒューリスティックのような Symantec のより予測的なフィルタを発達させるために使われる重要
なデータを提供します。このすべてを可能にするのは、プローブネットワークからシマンテックセキュリ
ティレスポンスにリアルタイムに流れるデータの量、質、そしてタイムリー性です。

現在進行形の傾向の研究
を助ける

スパマーはフィルタソフトウェアを避けるために絶えず戦術と散布方法を変更します。シマンテック社の
お客様対応とスパム対策システムのチームは、プローブネットワークからのデータを調べて、シマンテッ
ク社のスパム対策技術を進歩させます。たとえば、最新のスパムの傾向に遅れないようにしたり、製品の
バージョン間でのスパム捕捉の相違を評価したり、異なる言語での検出率を監視したりします。

プローブアカウントについて

プローブ参加の有効化

プローブアカウントについて
Symantec Messaging Gateway では、無効な受信者の電子メールアドレスを、Symantec Probe Network で使うことがで
きるプローブアカウントに変換できます。プローブアカウントはシマンテック社がスパムを追跡して情報を収集するのに
役立ちます。シマンテック社がプローブアカウントから取得する情報により、スパムフィルタを管理するルールを継続的
に向上させることができます。よいフィルタはネットワークへのスパムの侵入が減少することを意味します。

Symantec Probe Network について

プローブアカウントを作成するためのツールは、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］ページから利用可能で
す。

プローブ参加の有効化

プローブアカウントの設定

無効な受信者の電子メールアドレスからのプローブアカウントの作成

プローブアカウントの手動作成

プローブアカウントの有効化

プローブアカウントの無効化

プローブアカウントの削除

上位のプローブアカウントを追跡するレポートを表示することにより、プローブアカウントの有効性を追跡できます。
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プローブアカウントの作成について
プローブアカウントを作成するときに、どの電子メールアドレスがプローブアカウントとして最善か迷うことがありま
す。必要なだけいくつでも無効な受信者の電子メールアドレスを選択できます。また、プローブネットワークで使用する
ために無効な電子メールアドレスまたは未使用の電子メールアドレスをいくつでも作成できます。

ただし、プローブアカウントとして使用する電子メールアドレスをアップロードするときは、次のガイドラインを考慮す
ることが重要です。

無効な受信者 最も多くの電子メールを受信する、または高い割合でスパム電子メールを受信すると思われる、無効な受
信者のアドレスを選択してください。以前の従業員のアドレスや一般的なスペルが誤っているパブリック
アドレス（たとえば、support@symantecexample.com）である無効な受信者アドレスを選択しないでく
ださい。これらのアドレスのほとんどは有効な電子メールを受信する可能性があります。
上位の無効な受信者を確認するには、レポート機能を使用して無効な受信者のレポートを表示します。
無効な受信者の電子メールアドレスからのプローブアカウントの作成

アドレスの手動の入力 スパムコンテンツのみを受信すると考えられるその他のアドレスを追加するためにこの方法を使います。
これには、スパムメッセージのみを受信するようにインターネット上にシードしたアドレスを含めること
ができます。シーディングとは、スパマーがハーベスト攻撃およびターゲットにするように、電子メール
アドレスをインターネット上に意図的に公開することです。
プローブアカウントの手動作成

コントロールセンターには最大 5000 個のプローブアカウントを格納できます。

場合によってエイリアスアドレスを使用できます。プローブアカウントは常にエイリアスより優先されます。

プローブアカウントとエイリアスアドレスを作成するときは、次に注意してください。

• すでにエイリアスがあるアドレスのプローブアカウントを作成すると、プローブ機能はそのエイリアスより優先され
ます。

• すでにプローブアカウントであるアドレスのエイリアスは作成できません。

場合によってマスカレードアドレスを使用できます。マスカレードアカウントはプローブアカウントより優先されます。

たとえば、レポートを使用して、jay@symantecexample.com が上位の無効な受信者であることを検出しま
す。jay@symantecexample.com をプローブアドレスにします。

後で、会社は symantecexample から symantecdomain に名前を変更し、すべての電子メールアドレスが
@symantecdomain.com に変更されます。

someone@symantecdomain.com に送信されるメールが新しい someone@symantecdomain.com アドレスに送信される
ように、アドレスマスカレードを使用して、ドメイン symantecexample を symantecdomain にマスカレードします。そ
の際に、jay@symantecexample.com プローブアカウントを無効にします。そのアドレス宛のすべてのメールは、プロー
ブアドレスではない jay@symantecdomain.com に送信されるように見えます。

プローブアカウントの設定
次の表では、プローブアカウントを作成し、Symantec Probe Network にそれを追加する手順について説明します。
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Table 64: プローブアカウントの作成

手順 処理 説明

ステップ 1 プローブ参加を有効にします。 プローブアカウントをアクティブ化するには、プローブ参加を有効にす
る必要があります。
プローブ参加の有効化

ステップ 2 ドメインを検証し、受信者の検証
を有効にする。

プローブアカウントのドメインは、ローカルドメインの 1 つと一致する
必要があります。一致するドメインがあること、およびそのドメインが
受信者検証に対して有効になっていることを確認します。一致するドメ
インがない場合は、ドメイン追加タスクを使って追加できます。

ステップ 3 無効な受信者の処理を指定する。 プローブアカウントに使うドメインでの無効な受信者の処理を設定する
必要があります。
処理オプションは受け入れ、拒否、破棄の 3 種類で、どれでも選択でき
ますが、どれか 1 つを選択する必要があります。

ステップ 4 データソースを追加し（省略可
能）、受信者の検証を有効にす
る。

Note: 手動方法のみを使ってプ
ローブアカウントを作成する場合
は、このステップをスキップして
ください。

受信者の検証用にディレクトリデータソースを有効にする必要があるの
は、ディレクトリデータサービスフィルタでキャプチャされた無効な受
信者の電子メールアドレスをアップロードする場合のみです。
ディレクトリデータソースがまだない場合は、1 つ作成し、受信者検証
を有効にする必要があります。

ステップ 5 レポートを有効にします。 上位の無効な受信者と上位のプローブアカウントを追跡するには、［◎無
効な受信者◎］レポートを有効にします。

ステップ 6 プローブアカウントを作成しま
す。

プローブアカウントを作成するには 2 つの方法があります。電子メー
ルアドレスを入力するか、またはファイルからアップロードして、手動
でプローブアカウントを作成できます。または、無効な受信者の方法を
使ってプローブアカウントを作成できます。
プローブアカウントの手動作成
無効な受信者の電子メールアドレスからのプローブアカウントの作成

ステップ 7 プローブアカウントを有効または
無効にする。

プローブアカウントはデフォルトで有効になりますが、一時的にプロー
ブアカウントを無効にし、後で再び有効にできます。
プローブアカウントの有効化
プローブアカウントの無効化

プローブ参加の有効化
Symantec Probe Network で使用するための電子メールアドレスを追加する前に、最初にプローブ参加を有効にする必要
があります。プローブ参加を有効にすると、プローブアカウントポリシーグループが自動的に作成されてポリシーグルー
プのリストに追加されます。プローブ アカウントという名前のポリシー グループがすでにある場合にプローブ参加を有
効にすると、既存のプローブ アカウント ポリシー グループはプローブ アカウント <n> のバックアップという名前に変
更されます。（Symantec Messaging Gateway が複数のプローブ アカウント ポリシー グループの名前を変更する必要が
ある場合は、グループ名に連番 <n> を使用します）。

プローブ参加を無効にすると、プローブアカウントポリシーグループは自動的に削除されます。

プローブ参加を有効にするには
1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. ［プローブ電子メールアドレス］で［プローブ参加を有効にする］にチェックマークを付けます。

プローブ参加を有効にしたら、個々のプローブアカウントを選択して、有効または無効にできます。

プローブアカウントの有効化
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無効な受信者の電子メールアドレスからのプローブアカウントの作成
このタスクを完了する前に、まずいくつか小さなシステム設定を行う必要があります。

プローブアカウントの設定

どのアカウントがよいプローブアカウントになるか判断するには、プローブアカウント作成のガイドラインを参照してく
ださい。

プローブアカウントの作成について

プローブアカウントを作成した後は、［レポート］タブで［上位のプローブアカウント］レポートを実行することで、プ
ローブアカウントの有効性を追跡できます。

NOTE

［上位のプローブアカウント］レポートを表示するには、［管理］、［設定］、［レポート］ページで［無効
な受信者］の設定を有効にする必要があります。

NOTE

コントロールセンターには最大 5000 個のプローブアカウントを格納できます。

無効な受信者の電子メールアドレスからプローブアカウントを作成するには
1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. まだの場合は、［プローブ参加を有効にする］にチェックマークを付けます。

3. ［プローブアドレスの追加］で、［無効な受信者］をクリックします。

無効な受信者のデータを追跡するようにシステムを設定していることを確認してください。設定していない場合、エ
ラーメッセージが表示されます。

4. ［時間範囲］のドロップダウンリストをクリックし、時間範囲を選択して、［表示］をクリックします。

［無効な受信者］のアドレスの表で、ドロップダウンメニューを使って、1 ページに表示するエントリ (電子メール
アドレス) の数と、表示するエントリを指定します。1 ～ 10 を選択すると上位 10 件の無効な受信者アカウントを表
示でき、10 ～ 20 を選択すると次の 10 件を表示できます。すぐに結果をナビゲートするには矢印を使います。

5. プローブ アカウントにする各アドレスのチェック ボックスにチェックマークを付け、［選択項目をプローブに追
加］をクリックします。［プローブにすべてを追加］をクリックし、すべてのアドレスを Symantec Probe Network
に追加します。

最初のプローブアカウントページに戻り、選択したアドレスが［有効］の状態で［電子メールアドレス］の表に表示
されます。

プローブアカウントの手動作成
このタスクを完了する前に、いくつか小さなシステム設定を行う必要があります。

プローブアカウントの設定

どのアカウントがよいプローブアカウントになるか判断するには、プローブアカウント作成のガイドラインを参照してく
ださい。

プローブアカウントの作成について

プローブアカウントを作成した後は、［レポート］タブで［上位のプローブアカウント］レポートを実行することで、プ
ローブアカウントの有効性を追跡できます。
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NOTE

［上位のプローブアカウント］レポートを表示するには、［管理］、［設定］、［レポート］ページで［無効
な受信者］の設定を有効にする必要があります。

手動でプローブアカウントを作成するには
1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. まだの場合は、［プローブ参加を有効にする］チェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［プローブ電子メールアドレスを手動で追加］フィールドに、プローブネットワークに追加する 1 つ以上の電子メー
ルアドレスを入力します。複数のアドレスはカンマで区切ります。

［参照］をクリックすることで、代わりに外部テキストファイルから電子メールアドレスを追加できます。［参
照］ウィンドウが開いたら、プローブアカウントとして追加する電子メールアドレスを含んでいるファイルを選択
し、［アップロード］をクリックします。

テキストファイルからアップロードされる電子メールアドレスは正しい形式である必要があります。1 行に 1 つの電
子メールアドレスを記述し、カンマは使用しません。

コントロールセンターには最大 5000 個のプローブアカウントを格納できます。

4. ［追加］をクリックします。

画面が更新されると、プローブアカウントが有効な状態で［電子メールアドレス］の表に表示されます。

プローブアカウントの有効化
デフォルトでプローブアカウントは作成時に有効になります。場合によっては一時的にプローブアカウントを無効にした
い場合もあります。アカウントを再度アクティブにする準備ができたら、［有効］オプションを使います。

個々のプローブアカウントを有効にする前に、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］ページの先頭で［プロー
ブ参加を有効にする］チェックボックスにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付い
ていない場合、個別に有効化したプローブアカウントが上書きされて、非アクティブになります。

プローブ参加の有効化

プローブアカウントを有効にするには
1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. プローブアカウントのリストで、有効にする各プローブアカウントにチェックマークを付けます。

一番上のボックスにチェックマークを付けて、ページに表示されているすべてのアカウントを選択することもできま
す。

列のタイトル［電子メールアドレス］をクリックすると、プローブアカウントのリストをアルファベット順にソート
できます。状態によってプローブアドレスをソートするには、列のタイトル［有効］をクリックします。

3. ［有効］をクリックします。

選択したプローブアカウントが Symantec Probe Network でアクティブになります。

プローブアカウントの無効化
Symantec Probe Network のプローブアカウントを一時的に無効にするときは、［無効］オプションを使います。

NOTE

永続的にプローブアカウントを削除するには、［削除］オプションを使います。

プローブアカウントの削除

プローブアカウントを無効にするには
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1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. ［電子メールアドレス］の表で、無効にする各プローブアカウントにチェックマークを付けるか、一番上にあるボッ
クスをクリックしてページにリストされているすべてのアカウントを選択します。

3. ［無効］をクリックします。

無効にしたアカウントはアクティブではなくなりますが、Symantec Probe Network には残っているので再度アク
ティブにできます。

プローブアカウントの削除
Symantec Probe Network のプローブアカウントが必要なくなったときは、［削除］オプションを使用して、永続的に削
除できます。

NOTE

プローブアカウントを保存するが、一時的に Symantec Probe Network から削除する場合は、［無効］オプ
ションを使用します。

プローブアカウントの無効化

プローブアカウントを削除するには
1. コントロールセンターで、［スパム］、［設定］、［プローブアカウント］の順に選択します。

2. ［電子メールアドレス］の表で、削除する各プローブアカウントの横にあるチェックボックスにチェックマークを付
けます。一番上のボックスにチェックマークを付けて、ページに表示されているすべてのアカウントを選択すること
もできます。

3. ［削除］または［すべて削除］をクリックします。

削除したアカウントは Symantec Probe Network から除去されて、プローブアカウントのリストに表示されなくなり
ます。
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コンテンツのフィルタ処理

コンテンツフィルタについて
コンテンツフィルタポリシーは、Symantec Messaging Gateway が電子メールメッセージの内容や添付ファイル、属性
を評価する方法を決定します。Symantec Messaging Gateway は、設定する特定の条件に対してメッセージ内容をス
キャンします。メッセージがポリシーの条件を満たし、送信者または受信者がポリシーが割り当てられるグループの一
部であるとき、ポリシーが判定をトリガします。そして、Symantec Messaging Gateway がポリシーの処理を適用しま
す。

たとえば、次のようなコンテンツフィルタポリシーを使用できます。

• 電子メールユーザーが通信したり、組織の価値やポリシーに反する活動を行ったりする能力を制限する
• 機密情報が組織外に出ないようにする
• 組織がシマンテック社の電子メール脅威の隔離または Symantec Blue Coat ProxySG のいずれかを実装している場
合、クリックされた URL 要求をこれらのシステムに送信します。

• トラフィック制御または特別な処理のため、メッセージを代替メールサーバーにルーティングします。
• メッセージのコピーをアーカイブサーバーに送信して、将来参照できるように保持します。
• 組織がデータ漏えい防止 (Data Loss Prevention) を実装している場合、このシステムが検出するメッセージを設定さ
れた応答ルールで検疫して修復します。

Symantec Messaging Gateway をインストールした後、［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メー
ルコンテンツフィルタポリシー］ページにデフォルトポリシーのリストが表示されます。これらのポリシーが有効になり
ます。これらはすぐにポリシーグループに割り当てられます。または、組織の要件に合わせて、条件と処理をカスタマイ
ズできます。

コンテンツフィルタポリシーの優先順位は、［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページから作成、編集、コ
ピー、削除、管理します。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理
［コンテンツ］>［ポリシー］>［電子メール］>［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページでは、すべてのコン
テンツフィルタポリシーが一覧表示されます。Symantec Messaging Gateway では、このページに表示される順序でコ
ンテンツフィルタポリシーを評価します。リストの先頭にあるポリシーは最初に評価されます。リストの最後にあるポリ
シーが最後に評価されます。

• 新しいポリシーを追加するには、［追加］をクリックします。
コンテンツフィルタポリシーの作成

• 既存のポリシーを変更するには、ポリシーを選択し、［編集］をクリックするかポリシー名をクリックします。［電
子メールコンテンツフィルタポリシーの編集］ページには、［電子メールコンテンツフィルタポリシーの追加］ペー
ジと同じ制御があります。

• ポリシーをコピーするには、ポリシーを選択し、［コピー］をクリックします。たとえば、新しいコンテンツフィル
タポリシーを初めから作成するのではなく、類似のポリシーをコピーできます。コピーを編集して新しいポリシーを
作成できます。

• ポリシーを削除するには、ポリシーを選択し、［削除］をクリックします。
• ポリシーを有効にするには、ポリシーを選択し［有効］をクリックします。
ポリシーに「?」の状態がある場合、ポリシーを有効にするには、欠落しているリソースを追加する必要がありま
す。

• ポリシーを無効にするには、ポリシーを選択し［無効］をクリックします。
• ポリシーの優先度を変更するには、リストの新しい位置にドラッグします。
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［後に続くポリシーの処理］列の設定に注意してください。新しい位置は、リストでその位置より下にあるポリシー
に影響します。たとえば、バイパス処理があるポリシーをリストの一番下から一番上に移動するとします。このポリ
シーが判定をトリガすると、SMG はその他のコンテンツフィルタポリシーを評価しなくなります。

［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページでは、各ポリシーの次の情報も表示されます。

Table 65: 電子メールコンテンツフィルタポリシーの詳細

列 説明

有効 次の状態のいずれかを示します。
✓ ポリシーが有効です。
—ポリシーが無効です。
? リソースが必要なため、ポリシーが無効です。たとえば、ポリシーが辞書を使用していてその辞書が空の場合、
疑問符が表示されます。辞書に語句を追加すると、ポリシーの状態は無効になります。必要な場合は有効にできま
す。
スキャン中には、SMG は有効なポリシーのみを評価します。

適用先 インバウンドメール、アウトバウンドメール、またはその両方をスキャンするためにポリシーを使用するかどうか
を示します。
• インバウンド - ポリシーが割り当てられているポリシーグループに属する受信者にのみポリシーが適用されま
す。

• アウトバウンド - ポリシーが割り当てられているポリシーグループに属する送信者にのみポリシーが適用され
ます。

• インバウンドとアウトバウンド - ポリシーが割り当てられているポリシーグループに属する送信者と受信者に
のみポリシーが適用されます。

グループの数 ポリシーが割り当てられているグループの数を表示します。
後に続くポリ
シーの処理

ポリシー判定をトリガするときにリストでそれより下にあるポリシーに何が起こるかを示します。ポリシーの［そ
の後に続くコンテンツフィルタ処理］設定は、この動作を制御します。
• すべての矛盾しない: SMG はリストでこのポリシーより下にあるコンテンツフィルタポリシーを評価します。
次のポリシーが判定をトリガすると、SMG はすべてのポリシー処理を追加します。すべてのフィルタ処理が完
了した後、優先度が高い処理と競合しない限り、SMG は、これらの処理を適用します。
ポリシーの［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定は［評価と処理を続行］です。

• バイパス: ポリシーが判定をトリガしたときに、SMG はコンテンツフィルタポリシーの評価を停止します。リ
ストでそれより下にあるすべてのポリシーがバイパスされます。
ポリシーの［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定は ［評価と処理を停止］です。

• インシデントと通知処理のみ: 次のポリシーで判定をトリガするときに、SMG は、メッセージを評価し続けま
すがインシデント処理と通知処理を除くすべてのポリシー処理を無視します。
ポリシーの［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定は、［インシデントと通知処理のみを提供］です。

複数のコンテンツフィルタポリシーの適用方法の管理

コンテンツフィルタポリシーの作成
コンテンツフィルタポリシー条件と処理は、注釈、通知、添付ファイルリスト、辞書などのリソースを一般的に使用しま
す。これらのリソースは、［コンテンツ］ > ［リソース］メニューから設定します。コンテンツフィルタポリシーの作
成を開始する前に、必要なリソースがあることを確認します。リソースを前もって設定しない場合、不完全な状態でポリ
シーを保存する必要があります。リソース設定し、ポリシーを編集してそれらを追加できます。

コンテンツフィルタポリシーを作成するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］と選択します。

2. ［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページで、［追加］をクリックします。

3. テンプレートを選択して、［選択］をクリックします。

• デフォルトの「空白」テンプレートにあらかじめプログラムされている条件または処理はありません。
• 「記述コンテンツ」テンプレートは、［コンテンツ］ > ［リソース］メニューから既存のリソースを使用しま
す。たとえば、「クレジットカード」テンプレートは、［Credit Card Number Keywords］辞書と［クレジット
カード］パターンで単語を探します。

• 「構造化データ」テンプレートには、レコードリソースからのカスタムデータが必要な条件が含まれています。こ
れらの条件は［未定義］を赤色で表示します。「構造化データ」テンプレートを使用する前に、レコードリソース
を設定し、リソースを追加する条件を編集する必要があります。
コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

4. ［コンテンツフィルタポリシーの追加］ページで、ポリシーの名前を入力します。名前は一意で、ポリシーの目的を
記載する必要があります。

5. このポリシーの違反に関するレポートを表示する場合、［ダッシュボードとレポートでこのポリシーの違反を追跡す
る］が有効であることを確認します。このオプションを無効にすると、ダッシュボードまたはレポートではなくメッ
セージ監査ログにポリシーの活動を表示できます。

たとえば、このオプションを有効にして、実行可能ファイルの添付ファイルの送信を禁止するポリシーの違反を追跡
したいと考える場合があります。すべての発信メッセージにプライバシー注釈を追加するポリシーの場合、このオプ
ションを無効にしたいと考えるかもしれません。

6. スキャンする添付ファイルを制限するため、［リストに挙げたファイルの分解］を有効または無効にするオプション
を使用できます。このオプションのチェックマークをはずす (デフォルト設定) と、Symantec Messaging Gateway は
すべての添付ファイルを分解してスキャンします。

• リストに含めた添付ファイルの種類##スキャンするには、このオプションにチェックマークを付けて［有効
化］を選択します。そして、ドロップダウンメニューから添付ファイルのリストを選択します。

• 選択したリストに含まれるものを####すべての添付ファイルの種類をスキャンするには、このオプションに
チェックマークを付けて［無効化］を選択します。そして、ドロップダウンメニューから添付ファイルのリストを
選択します。

NOTE

ある添付ファイルの種類を無効にする場合、SMG はそれらの添付ファイルに埋め込まれているファイル
をスキャンしません。たとえば、Word 形式の添付ファイルを無効にする場合、SMG は、Word ファイ
ルに埋め込まれる Excel ファイルを検出しません。

追加の添付ファイルリストは、［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［添付ファイルリスト］ページから作成できます。
添付ファイルリストを作成した後、ドロップダウンメニューにリスト名が表示されます。

7. ［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定を選択します。この設定は、判定をトリガする次のコンテンツフィル
タポリシーに影響します。

複数のコンテンツフィルタポリシーの適用方法の管理

8. ［条件］パネルで、ポリシーを［インバウンドメッセージ］、［アウトバウンドメッセージ］、［インバウンドとア
ウトバウンドのメッセージ］のどれに適用するかを選択して、コンテンツフィルタの条件を選択します。

コンテンツフィルタポリシーの条件の定義

9. ［処理］パネルで、メッセージがポリシー条件と一致するときに Symantec Messaging Gateway で実行する処理を追
加します。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する
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10.［次のポリシーグループに適用する］パネルで、［ポリシーグループ］の隣のボックスにチェックマークを付ける
と、すべてのグループでこのポリシーを有効にできます。あるいは、個別のグループの隣のボックスにチェックマー
クを付けると、選択したグループに対してのみポリシーを有効にできます。

11.［保存］をクリックします。

12.必要があれば、［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページで新しいポリシーの位置を調整します。

複数のコンテンツフィルタポリシーの適用方法の管理

コンテンツフィルタポリシーの条件の定義
コンテンツフィルタポリシーの条件の定義には、個別の条件を必要な数だけ追加できます。その後、これらの条件を組み
合わせてグループ化した複合条件を作成し、目的の検出対象を正確にスキャンすることができます。

グループ化条件

ポリシーの設定で、各条件を個別に評価するか、複数の条件をまとめてグループ化するかを選択できます。条件をグルー
プ化するには、複数の条件を選択してから［(X&Y)］をクリックします。条件のグループ化を解除するには、グループを
選択して［(X),(Y)］をクリックします。

ポリシー内では、各条件は、1 つのグループにのみ属することができます。たとえば、有効なクレジットカード、米国の
郵便番号、米国の電話番号の組み合わせと、有効な社会保障番号、米国の郵便番号、米国の電話番号の組み合わせを検出
したい場合、それぞれに 1 つずつ、計 2 つのポリシーを作成する必要があります。

「いずれか」と「すべて」の選択

［必須条件］メニューで、［いずれか］を選択すると、ポリシー内の 1 つの条件が合致したときに判定をトリガしま
す。［すべて］を選択すると、ポリシー内のすべての条件が合致したときのみ判定をトリガします。グループ化された条
件は、1 つの条件として扱われます。

たとえば、ポリシーに次の条件が設定されているとします。

• メッセージの本文部中のテキストに「CONFIDENTIAL」が複数回現れた場合
• メッセージのサイズが 56 MB を超える場合
• ファイルのメタデータ内のファイル名に「TOP SECRET」という言葉が含まれる場合

次の例は、［いずれか］と［すべて］の設定がそれぞれ、SMG がポリシーに対してメッセージを評価する方法にどのよ
うに影響を与えるかを示しています。

［すべて］の条件を満たす必要
がある場合

違反をトリガするには、指定する条件がすべて電子メールメッセージに存在しなければなりませ
ん。
次に例を示します。
添付ファイルのない電子メールメッセージで、サイズが 70 MB、メッセージの本文に
「CONFIDENTIAL」という言葉が 2 回現れる場合: このメッセージはファイル名に関する条件を満
たしていないため、違反はトリガされません。
TOP SECRET.doc という添付ファイルを持つ電子メールメッセージで、サイズが 70 MB、メッセー
ジの本文に「CONFIDENTIAL」という言葉が 2 回現れる場合: このメッセージはすべての条件を満
たしているため違反がトリガされます。

［いずれか］の条件を満たす必
要がある場合

違反をトリガするには、少なくとも 1 つの条件が電子メールメッセージ内に存在しなければなりま
せん。
次に例を示します。
添付ファイルのない電子メールで、サイズが 10 MB、メッセージの本文に「CONFIDENTIAL」とい
う言葉が 1 回現れる場合: このメッセージはポリシーのいずれの条件も満たしていないため、違反は
トリガされません。
添付ファイルのない電子メールメッセージで、サイズが 70 MB、メッセージの本文に
「CONFIDENTIAL」という言葉が 1 回現れる場合: このメッセージは「56 MB を超える」条件を満
たしているため、違反がトリガされます。
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［いずれか］の条件を満たす必
要がある場合
かつ
最初の 2 つの条件をグループ化
した

違反をトリガするには、少なくとも 1 つの条件が電子メールメッセージ内に存在しなければなりま
せん。ただし、本文の部分に "CONFIDENTIAL" という言葉が複数回出現することと、メッセージの
サイズが 56 MB を超えることは 1 つの条件とみなされます。
次に例を示します。
メッセージの本文に "CONFIDENTIAL" という言葉が 10 回出現し、サイズが 10 MB で、添付ファ
イルがない場合は、違反はトリガされません。
メッセージの本文に「CONFIDENTIAL」いう言葉がなく、サイズが 70 MB で、添付ファイルがな
い場合は、違反はトリガされません。
メッセージの本文に「CONFIDENTIAL」という言葉が 10 回出現し、サイズが 70 MB で、添付ファ
イルがない場合は、違反がトリガされます。
メッセージの本文に "CONFIDENTIAL" という言葉がなく、サイズが 10 MBで、TOP SECRET.doc
という添付ファイルが含まれる場合は、違反がトリガされます。

コンテンツフィルタポリシーの作成

コンテンツフィルタポリシー条件の考慮事項

コンテンツフィルタポリシー条件の考慮事項
コンテンツフィルタポリシー条件を作成するときは、次の提案と条件に留意してください。

否定条件の使用 ポリシーを作成するときの柔軟性を高めるため、コンテンツフィルタポリシーに否定条件を追加できます。た
だし、同じ条件の肯定と否定を含むポリシーを作成する場合、すべてのメッセージが判定をトリガするか、ど
のメッセージもポリシーから判定をトリガしないかのいずれかになります。
たとえば、「件名、本文、添付ファイルいずれかの中のテキストが［Financial Keywords］辞書の語句を 1 つ
以上含む」という条件を含むポリシーを作成するとします。そして、「件名、本文、添付ファイルいずれかの
中のテキストが［Financial Keywords］辞書の語句を 1 つ以上含まない」という条件を追加します。
ポリシーで［いずれか］の条件を満たす必要があると指定されている場合、すべてのメッセージが違反をトリ
ガします。メッセージは必ず、［Financial Keywords］辞書の語句を含むか［Financial Keywords］辞書の語
句を含まないのいずれかに当てはまるからです。
ポリシーで［すべて］の条件を満たす必要があると指定されている場合、違反をトリガするメッセージはあり
ません。同じメッセージが、［Financial Keywords］辞書の語句を含みながら、［Financial Keywords］辞書
の語句を含まないことは不可能だからです。
同じ条件の肯定と否定のバージョンに対してスキャンを実行する場合、2 つのポリシーを個別に作成します。
肯定または否定コンテンツフィルタルール条件の例

Enforce Server と統
合するときの条件の
使用

Enforce Server はポリシーに違反するメッセージにヘッダーを追加します。Symantec Messaging Gateway で
これらのヘッダーを検出するためには、ポリシー条件にこのヘッダーを記述する必要があります。
たとえば、Enforce Server がポリシーに違反するメッセージに「X-DLP-violation: Yes」というヘッダーを
追加するとします。コンテンツフィルタポリシーに「メッセージヘッダー「X-DLP-violation」のテキストに
「yes」が 1 回以上含まれる場合」という条件を追加します。

添付ファイルのサイ
ズ制限

添付ファイルのサイズ制限を使用するポリシーを作成した場合に圧縮ファイルを受信すると、Messaging
Gateway はファイルのサイズを評価して、添付ファイルのサイズが指定された制限を超過しているかどうか
を判断します。コンテナ (ZIP ファイルなど) 内の圧縮ファイルは、デフォルトでは非圧縮サイズに基づいて評
価されます。コンテナに格納されていない圧縮ファイル（例： Linux の gzip コマンドを使用して作成された
ファイル）は、圧縮サイズと非圧縮サイズの両方に基づいて評価され、いずれかのサイズがポリシーで設定さ
れた限度を超えた場合、ポリシーがトリガされます。

圧縮ファイル 圧縮を解除された添付ファイルが［個々のファイルを開くときの最大サイズ］のコンテナ限度を超過する場
合、SMG は、圧縮添付ファイルをスキャンしません。このファイルサイズは、［プロトコル］ > ［SMTP］
> ［設定］ > ［コンテンツスキャン］タブの［コンテナ限度］パネルで設定します。
コンテンツフィルタポリシー条件で添付ファイルのサイズに対して設定する限度が、コンテナファイルの限度
を超過していないこと確認してください。添付ファイルサイズの条件が［個々のファイルを開くときの最大サ
イズ］コンテナ限度を超過している場合、ポリシーをトリガするメッセージはすべて［スキャン不能］判定を
受信します。

大文字と小文字の区
別

語句のすべてのテストでは、大文字と小文字が区別されません。条件の小文字は、メッセージの小文字と大文
字の両方に一致します。条件の大文字は、メッセージの小文字と大文字に一致します。
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複数の空白文字 電子メールのヘッダーまたは本文における複数の空白スペースは、単一の空白文字として扱われます。

肯定または否定コンテンツフィルタルール条件の例

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストの表示

コンテンツフィルタ条件の一致基準
「条件の一致基準」では、コンテンツフィルタポリシー条件の一致基準 (たとえば、一致/不一致など) の評価方法につい
て説明します。

Table 66: 条件の一致基準

一致基準 説明

語句を含む/語句を含まない この一致は、以下のように用途によって異なる方法で評価されます。
• 辞書
選択された辞書内の単語または拡張子に対してメッセージの内容をテストします。

• ユーザー定義のテキスト
指定したコンポーネント内にユーザー定義のテキストが含まれているかどうかをテストしま
す。このテストは、サブストリングテストと呼ばれることもあります。

• 件数
ユーザーが指定した出現回数をテストします。

正規表現に一致する/正規表現に
一致しない

ユーザーから指定された正規表現に対してメッセージの内容をテストします。正規表現では、英数
字とメタ文字変数を組み合わせてさまざまなパターンを識別します。

パターンに一致する/パターンに
一致しない

社会保障番号やクレジットカード番号のパターンなどに見られる既知の正規表現パターンに対して
メッセージの内容をテストします。

レコードリソースにおける一致
データ

メッセージの内容を選択したレコードのデータと比較します。

語句で始まる/語句で始まらない
語句で終わる/語句で終わらない
語句と完全一致する/語句と完全
一致しない

^text* に相当する正規表現です。
*text$ に相当する正規表現です。
指定されたテストの厳密に一致または厳密に不一致と等価。

メッセージ部分を含んでいる/
メッセージ部分を含んでいない

ユーザーが指定したメッセージ部分に対してメッセージをテストして、メッセージ部分が存在して
いるかどうかを確認します。

＝/＞/＜ メッセージサイズまたは添付ファイルサイズを、指定された値（バイト、KB、MB 単位）と比較し
ます。

添付ファイルリスト/添付ファイ
ルリストにない（実際のファイ
ルの種類およびクラスのみ）

本文の部分およびメッセージの添付ファイルをユーザーが指定した添付ファイルリストと比較し
て、リストに表示されているかどうかを確認します。

Note: 条件が［添付ファイルリストにある］に設定されている場合は、SMG は、実際のファイルの
種類、実際のファイルクラス、ファイル名、拡張子、MIME について、SMG でメッセージの本文に
埋め込まれている添付ファイルとオブジェクトを評価します。

Note: 条件が［添付ファイルリストにない］に設定されている場合は、SMG は実際のファイルの
種類と実際のファイルクラスについて、メッセージの本文に埋め込まれている添付ファイルとオブ
ジェクトを評価します。SMG は、この条件の場合、ファイル名、拡張子、MIME の種類をテストし
ません。

次の語句を含むファイル名を持
つ/次の語句を含まないファイル
名を持つ

ファイル名をユーザーが指定したファイル名と比較して、一致が存在するかどうかを判断します。

次の MIME の種類を持つ/次を除
く MIME の種類を持つ

メッセージをテストして、ユーザーが定義した MIME の種類と同じであるかどうかを判断します。
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一致基準 説明

次の辞書からのファイル名を持
つ/次を除く辞書からのファイル
名を持つ

ファイル名をユーザーが指定した辞書内のファイル名と比較して、一致が存在するかどうかを判断
します。

次の辞書からのファイル拡張子
を持つ/次を除く辞書からのファ
イル拡張子を持つ

拡張子をユーザーが指定した辞書内の拡張子と比較して、一致が存在するかどうかを判断します。

NOTE

テキストテストでは、大文字と小文字が区別されません。

コンテンツフィルタポリシーの条件の定義

肯定または否定コンテンツフィルタルール条件の例

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストの表示

コンテンツフィルタポリシー条件での正規表現の使用
正規表現は、SMG で特定の情報を識別するために使用するパターンです。コンテンツフィルタルールの条件を作成する
ときに、Perl の正規表現を使えます。Perl の表現を使うには、ポリシー条件として［正規表現に一致する］または［正
規表現に一致しない］を使う必要があります。

SMG では、次の方法で正規表現を照合します。

• メッセージ本文を照合する場合は、行単位ではなく本文テキスト全体を照合します。
• メッセージのそれぞれの添付ファイルを照合する場合は、行単位ではなく添付ファイルのテキスト全体を照合しま
す。

デフォルトでは、Symantec Messaging Gateway は正規表現で大文字と小文字を区別しません。ただし、大文字と小文
字の区別を別のモードに変更するために次の文字列を使うことができます。

(?i)
大文字と小文字の区別を無効にす
る

文字列 (?i) を正規表現の文に入力すると、その文字列以降は大文字と小文字が区別されません。

(?-i)
大文字と小文字の区別を有効にす
る

文字列 (?-i) を正規表現の文に入力すると、その文字列以降は大文字と小文字が区別されます。

必要なだけ何度も正規表現のクエリーを大文字と小文字の区別なしからの大文字と小文字の区別ありへ切り替えることが
できます。

パターンを使って特定の特殊文字 (スラッシュを含む) を照合する場合は、各文字の前に円記号 (\) を付ける必要がありま
す。

Perl 互換の正規表現

Perl 互換の正規表現について詳しくは、https://www.perl.org/ のマニュアルを検索してください。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する
コンテンツフィルタポリシーを作成するときに、メッセージがポリシー条件を満たす場合に Symantec Messaging
Gateway に実行させる処理を追加します。

ポリシー違反があったときに実行する処理は複数選択できます。Symantec Messaging Gateway は、ポリシーの［処
理］リストで表示される順序で処理を適用します。
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コンテンツフィルタポリシーの処理を追加するには
1. ［電子メールコンテンツフィルタポリシーの追加］ページの［処理］で、［追加］をクリックします。

2. ［処理の設定］ダイアログボックスで、メッセージがポリシーの条件に違反したときに SMG に実行させる処理を選
択します。

選択した処理によっては、追加情報を入力する必要があります。

ポリシーの処理と機能

3. ［処理の追加］をクリックします。

4. ［検疫インシデントを作成する］処理を選択した場合、検疫管理者がメッセージを処理するときに実行する処理も指
定する必要があります。

• ［承認処理の追加］をクリックします。［処理の設定］ページで、処理を選択し、［承認処理の追加］をクリック
します。

• ［拒否処理の追加］をクリックします。［処理の設定］ページで、処理を選択し、［拒否処理の追加］をクリック
します。

• ［カスタム処理の追加］をクリックします。［処理の設定］ページで、処理を選択し、［カスタム処理の追加］を
クリックします。
Enforce Server と統合する場合、Enforce Server 管理コンソールの応答ルールの処理が、「承認」、「拒否」、
「カスタム」の SMG の処理と一貫している必要があります。
Enforce Server を統合しない場合でもレガシーサポート用のカスタム処理を選択する必要があります。

5. この手順を繰り返して、必要な数の処理を追加します。

コンテンツフィルタポリシーの作成

ポリシーの処理と機能
次の表では、Symantec Messaging Gateway ポリシーに追加できる処理について説明します。

Table 67: ポリシーの処理

処理 説明と追加オプション

メッセージを通
常どおりに配信
する

メッセージへの修正なしで本来の受信者にメッセージを配信します。

メッセージを削
除する

メッセージを完全に削除します。メッセージは取得できません。

メッセージをス
パム検疫に格納
する

メッセージをエンドユーザーのスパム検疫に格納します。

メッセージのコ
ピーを転送する

指定するユーザーにメッセージのコピーを送信します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• 転送先
メッセージのコピーを転送する先のユーザーの電子メールアドレスを入力します。複数のエントリはカンマで
区切ります。
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処理 説明と追加オプション

メッセージを配
送する

元の受信者に配信するために指定したメールサーバーに元のメッセージを送信します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• ホスト
メッセージを配送するホストを指定します。

• ポート
ホストのポート番号を指定します。

• MX ルックアップを使う
MX ルックアップを含むメッセージをルーティングして SMTP ホストに対応する情報を見つける場合は、この
ボックスにチェックマークを付けます。

［メッセージを配送する］は、トラフィックの制御に使用できます。たとえば、正規のメールサーバーが 100 GB
を超えるファイルが添付されたメッセージを受信できないとします。100 GB を超えるファイルが添付されるすべ
てのメッセージを別のメールサーバーにルーティングするコンテンツフィルタポリシーを作成できます。

メッセージを
アーカイブする

メッセージのアーカイブコピーを送信する場所を指定します。
次の情報を入力します。
• アーカイブ電子メールアドレス
メッセージのアーカイブコピーを送信する電子メールアドレスを入力します。
［コンテンツ］ > ［設定］ > ［アーカイブ］ページでアーカイブ電子メールアドレスを入力した場合、そのア
ドレスがデフォルトになります。

• 省略可能なアーカイブタグ
アーカイブ タグを指定すると、アーカイブ メッセージに X-archive: ヘッダが追加され、それに続けてテキ
ストが挿入されます。復帰、改行、セミコロンを除き、すべての文字を入力できます。
X-archive: ヘッダは、電子メール クライアント内でアーカイブ メッセージをソートして表示するときに役
立つ場合があります。ただし、Symantec Messaging Gateway 自体は X-archive: ヘッダを使用しません。
複数のポリシー処理によって同じメッセージが複数回アーカイブ化された場合は、毎回異なる X-archive:
ヘッダがメッセージに追加されます。たとえば、アーカイブタグ「Docket 53745」は、アーカイブされるとき
にヘッダー「X-archive: Docket 53745」をメッセージに追加します。

• エンコード
アーカイブタグのエンコードを指定します。

• アーカイブサーバーの設定
［コンテンツ］ > ［設定］ > ［アーカイブ］ページでアーカイブサーバー情報を入力済みの場合、そのメール
サーバーがデフォルトのアーカイブサーバーになります。そうでない場合、これらのフィールドは空白になり
ます。デフォルトサーバーを使用するか、次の情報を入力できます。
– アーカイブサーバーホスト
アーカイブメールサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

– アーカイブサーバーポート
アーカイブサーバーホストを指定した場合は、アーカイブサーバーポートも入力します。

– MX ルックアップを有効にする
MX ルックアップを含むアーカイブメッセージをルーティングしてアーカイブサーバーホストに対応する情
報を見つける場合は、このボックスにチェックマークを付けます。

電子メールアドレスは必須です。アーカイブサーバーの情報は省略可能です。電子メールアドレスのみ入力する場
合、SMG は、通常のルーティングを使用してアーカイブアドレスにメッセージを送信します。
アーカイブされたメッセージの保存場所の指定

配信状態の通知
を送信する

説明と共に From: のアドレス宛てにメッセージを返送し、そのメッセージを受信者に配信します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• 説明
送信者に配信状態を通知するメッセージテキストを入力します。

• エンコード
通知に使用するエンコードを指定します。

• 元のメッセージを含める
元のメッセージを送信者への通知に含めるには、このボックスにチェックマークを付けます。
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処理 説明と追加オプション

BCC 受信者を追
加する

指定する電子メール受信者にメッセージを BCC で送信します。BCC 受信者はメッセージのアドレス行には表示さ
れません。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• BCC 受信者
メッセージのブラインドコピーを送信する受信者の電子メールアドレスを指定します。複数のエントリはカン
マで区切ります。

件名を修正する メッセージの Subject: 行の先頭と末尾にテキストを追加します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• 修正
件名に追加するテキストを入力します。

• エンコード
ドロップダウンリストをクリックし、メッセージのエンコードを選択します。

• 件名の先頭に［修正］のテキストを追加するには、［件名の先頭に追加する］を選択します。件名の末尾
に［修正］テキストを追加するには、［件名に追記する］を選択します。

ヘッダーを追加
する

メッセージにヘッダーを追加します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• ヘッダー

X-Cfilter などのメッセージに追加するヘッダーを入力します。
• 値
「############」などのヘッダーの値を入力します。

• エンコード
ヘッダーに使用するエンコードを選択します。

注釈を追加する メッセージ本文に注釈を追加します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• 注釈
使用する注釈を選択します。
注釈は、［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［注釈］ページから、ドロップダウンリストに追加できます。

• メッセージ本文の前に注釈を追加するには、［注釈を先頭に追加する］を選択します。メッセージ本文の後に
注釈を追加するには、［注釈を追記する］を選択します。

ポリシー違反の注釈の作成と管理
通知を送信する 元のメッセージを本来の受信者に配信し、事前定義済みの通知を送信します。

また、次の追加情報も提供する必要があります。
• 通知
送信する通知を選択します。
通知は、［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［通知］ページから、ドロップダウンリストに追加できます。

ポリシー違反の通知について
添付ファイルを
削除する

指定したオプションを満たす添付ファイルを削除します。
次のオプションから選択できます。
• すべての添付ファイルを削除する
添付ファイルがポリシーに違反したかどうかに関係なく、すべての添付ファイルを削除します。

• 添付ファイルリストを削除する
ドロップダウンリストをクリックし、いずれかの添付ファイルがポリシーに違反するかどうかに関係なく削除
する添付ファイルの種類を選択します。

• 一致する添付ファイルを削除する
ポリシーに違反した添付ファイルのみを削除します。

 224



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

処理 説明と追加オプション

情報インシデン
トを作成する

ポリシーに違反している場合、指定する情報インシデントフォルダにメッセージのコピーを送信します。削除され
た処理または検疫処理を選択しなければ、元のメッセージが配信されます。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• コンテンツ情報インシデントフォルダ
ドロップダウンリストをクリックし、インシデントを作成する情報インシデントフォルダを選択します。
情報インシデントフォルダを指定しなければ、インシデントは情報インシデントのデフォルトフォルダに作成
されます。

コンテンツインシデントフォルダについて
検疫インシデン
トを作成する

指定する検疫インシデントフォルダに元のメッセージを送信します。
また、次の追加情報も提供する必要があります。
• コンテンツ検疫インシデントフォルダ
ドロップダウンリストをクリックし、インシデントを作成する検疫インシデントフォルダを選択します。
検疫インシデントフォルダを指定しなければ、インシデントは検疫インシデントのデフォルトフォルダに作成
されます。

［検疫インシデントを作成する］処理を追加すると、［処理］リストに 3 つの［メッセージ レビュー］処理が表
示されます。［メッセージ レビュー］の各処理に対して処理を選択する必要があります。
• ［承認処理の追加］をクリックして、管理者がフォルダの［インシデント管理］ページから検疫された電子
メールを承認するときに SMG に実行させる処理を選択します。

• ［拒否処理の追加］をクリックして、管理者が検疫された電子メールを拒否するときに SMG に実行させる処
理を選択します。

• ［カスタム処理の追加］をクリックして、検疫された電子メールに対して管理者が［カスタム］オプションを
選択するときに SMG に実行させる処理を選択します。
このオプションはレガシーサポートのために提供されており、推奨されません。ただし、カスタム処理を追加
する必要があります。

検疫インシデント処理はポリシーごとに 1 回だけ適用できます。

Note: 検疫インシデント処理を追加した後、ポリシーに通知処理を追加すると役に立つ場合があります。たとえ
ば、大きなメッセージを検疫する場合、受信した大きなメッセージが検疫されたことを受信者に伝える通知を送信
できます。通知には、送信者、添付ファイル情報、管理者に連絡して元のメッセージを取得する方法などが含まれ
ます。

コンテンツインシデントフォルダについて
TLS 暗号化で
メッセージを配
信する

メッセージを暗号化チャネルに送信します。
受信者のホストが想定する暗号化に基づいて、次のオプションのいずれかを指定します。
• TLS 暗号化を試す
• TLS 暗号化を要求して証明書を検証しない
• TLS 暗号化を要求して証明書を検証する

コンテンツ暗号
化を伴うメッ
セージを配信す
る

コンテンツ暗号化が適用されたメッセージを配信します。

Note: この処理を選択するには、コンテンツ暗号化ライセンスをインストールする必要があります。

Symantec Content Encryption を使ったデータの暗号化
スパムとして処
理する

メッセージをスパムと見なし、スパムのポリシーで指定されている処理を適用します。

スパムの疑いと
して処理する

メッセージをスパムの疑いと見なし、スパムの疑いのポリシーで指定されている処理を適用します。

ウイルスとして
処理する

メッセージをウイルスと見なし、ウイルスのポリシーで指定されている処理を適用します。

大量メール送信
型ワームとして
処理する

関連付けられた大量メール送信型ワームポリシーでの処理に基づいてメッセージを処理します。

悪い送信者とし
て処理する

ローカルの悪い送信者ドメイングループで指定されている処理に基づいてメッセージを処理します。この処理は、
ローカルの悪い送信者ドメイングループが無効になっていても適用されます。
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処理 説明と追加オプション

良い送信者とし
て処理する

ローカルの良い送信者ドメイングループで指定されている処理に基づいてメッセージを処理します。この処理は、
ローカルの良い送信者ドメイングループが無効になっていても適用されます。これらのメッセージはスパムをス
キャンされません。

スパムスキャン
をバイパスする

スパムについてメッセージをスキャンしません。

解除スキャンを
バイパスする

添付ファイルから悪質である可能性のあるコンテンツを見つけて削除する解除スキャンを使用しません。

脅威対策スキャ
ンをバイパスす
る

高度な脅威スキャンのために Content Analysis にメッセージを送信しません。

クリッカブル
URL を修正する

メッセージのすべてのクリッカブルリンクを変更、置換、削除します。
［サービスの種類］オプションを選択して、オプションを入力します。
• ［電子メール脅威の隔離］を選択して、シマンテック社の脅威の隔離のインスタンスを通じてすべての URL 要
求をルーティングします。
［値を先頭に追加］フィールドに、電子メール脅威の隔離のインスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) また
は IP アドレスを入力します。
ポリシーに対して［インバウンドのみ］条件も選択していることを確認します。
Symantec Messaging Gateway をシマンテック社の電子メール脅威の隔離と統合

• ［Web サービス (ProxySG)］を選択して、Symantec Blue Coat ProxySG サーバーを通じてすべての URL 要求
をルーティングします。
［プロキシ URL］フィールドに、ProxySG サーバーの URL を https://FQDN/ の形式で入力します。URL
には ProxySG アプライアンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を含めて、最後はスラッシュ (/) で終わる必要が
あります。
ポリシーに対して［インバウンドのみ］条件も選択していることを確認します。
ProxySG アプライアンスへの URL のリダイレクト

• ［メッセージでクリッカブル URL を置き換える］を選択して、メッセージ内のすべての URL を［値］フィー
ルドに入力した文字列に変更します。
– HTML 形式のメッセージでは、ハイパーリンクの URL アドレスが［値］の文字列に変更されます。受信者
にはメッセージに元の URL が表示されますが、クリッカブル (リンクテキスト) な URL はありません。

– テキスト形式のメッセージでは、ハイパーリンクの URL は表示されている URL と同じになるため、受信者
には変更後の URL が表示されます。

– すべての URL を 1 つの URL に置き換える場合、電子メールクライアントによっては新たな URL がクリッ
カブル (リンクテキスト) な場合があります。

脅威と権限のないアクセスに対して保護するために URL を変更
• 受信者がリンクをクリックしたときにブラウザが宛先 URL に移動しないようにするには、［メッセージでク
リッカブル URL を無効にする］を選択します。元のリンクはメッセージの本文に表示されますが、機能しな
くなります。
脅威と権限のないアクセスに対して保護するために URL を変更

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

複数のコンテンツフィルタポリシーの適用方法の管理

脅威と権限のないアクセスに対して保護するために URL を変更
コンテンツフィルタポリシーを作成するときに、［メッセージでクリッカブル URL を修正する］処理を追加できます。
この処理により、メッセージが配信される前に、メッセージ内のすべての URL が変更されます。さらに処理をカスタマ
イズするには次のオプションのいずれかを選択できます。

• 電子メール脅威の隔離は、ブラウザをシマンテック社の脅威の隔離の仮想サンドボックス用のインスタンスに送信し
ます。
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Symantec Messaging Gateway をシマンテック社の電子メール脅威の隔離と統合
• Web サービス (ProxySG) は、セキュリティで保護された Web 閲覧を可能にする Symantec Blue Coat ProxySG アプ
ライアンスにブラウザを送信します。
ProxySG アプライアンスへの URL のリダイレクト

• ［メッセージでクリッカブル URL を置き換える］では、メッセージのすべての URL をダイアログボックスで入力
する値に変更します。メッセージが HTML 形式の場合、ハイパーリンクの URL が変化しますが、メッセージは元の
URL を表示します。メッセージがテキスト形式の場合は、受信者に元の URL ではなく［値］の文字列が表示されま
す。
メッセージ内のクリッカブル URL の置換

• ［メッセージでクリッカブル URL を無効にする］では、文字列 noclick_ を各 URL のホスト名に挿入します。
受信者がメッセージの URL をクリックしても、何も起こりません。メッセージがテキスト形式の場合、受信者は
URL を修正されているのに気づく可能性があります。メッセージが HTML 形式の場合、URL の修正は表示されませ
ん。
受信者にメッセージの URL が意図的に無効にされたことを通知できるようにポリシーに処理を追加することをお勧め
します。たとえば、［メッセージの件名を変更する］を選択して、「################## URL ##########」
修正を加えます。

SMG は［メッセージでクリッカブル URL を修正する］処理の 1 つのみをメッセージに対して実行できます。メッセー
ジが、異なる［メッセージでクリッカブル URL を修正する］処理を持つ 2 つ以上のポリシーをトリガする場合、SMG
は次の優先度を使用して実行する処理を選択します。

1. 電子メール脅威の隔離
2. Web サービス (ProxySG)
3. メッセージでクリッカブル URL を置き換える
4. メッセージでクリッカブル URL を無効にする

ポリシーグループへのコンテンツフィルタポリシーの適用
コンテンツフィルタポリシーの処理を定義した後、ポリシーが適用されるポリシーグループを指定します。

一致する条件が同じでも、異なるポリシーグループに個別に処理を実行する必要がある場合は、メッセージに対して個別
のポリシーを作成する必要があります。同様に、1 つのポリシーグループの同じ条件に一致したメッセージでも、インバ
ウンドメッセージとアウトバウンドメッセージで別々に扱われる場合があります。

たとえば、機密性の高い人事データを含んでいる電子メールを配送するために個別の処理が必要であるものとします。エ
グゼクティブに送られる、添付ファイルを含まないメッセージのポリシーを 1 つ作成します。同じ条件を含みますが、
マネージャに送られる、レビューのために保持されるメッセージに対しては別のポリシーを作成します。

次の方法のどちらかでポリシーグループにコンテンツフィルタポリシーを適用できます。

• 最初にポリシーグループを作成し、コンテンツフィルタポリシーを作成するときにそのグループにポリシーを適用し
ます。
コンテンツフィルタポリシーを作成する処理では、ポリシーグループを先に作成し、それからポリシーをグループに
適用するものと想定します。

• コンテンツフィルタポリシーを作成し、それからポリシーグループを作成して、グループにコンテンツフィルタポリ
シーを適用します。
ポリシーを作成した後で、新しい従業員やポリシーグループを追加する場合は、この方法を使います。

コンテンツフィルタポリシーは、作成すると自動的に有効になります。コンテンツフィルタポリシーをまだ使いたくない
場合は、それを無効にしてください。

コンテンツフィルタポリシーを適用するポリシーグループを指定するには
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1. ［ポリシーグループ］で、このポリシーを適用する 1 つ以上のグループにチェックマークを付けます。

2. ［保存］をクリックします。

3. コンテンツフィルタポリシーを作成した後、ポリシーの評価順序を指定します。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

コンテンツフィルタポリシーをテストするためのヒント
新しいコンテンツフィルタポリシーを追加するときは、ポリシーのフィルタが期待どおりであることを確認するためにテ
ストを実行する必要があります。ポリシーに［メッセージを削除する］のような破壊的な処理が含まれている場合、テス
トは特に重要です。既存のポリシーに意味のある変更を加えるときに、テストを実行することもできます。

コンテンツフィルタポリシーをテストするためのヒントには次のようなものがあります。

1. 必要な条件でポリシーを作成します。
2. 簡単に追跡できる少なくとも 1 つの処理を追加します。たとえば、次のことができます。

– ［ヘッダーを追加する］処理を選択し、カスタムヘッダーを追加します。これで、メッセージヘッダーを監視して
ポリシーの判定をトリガするメッセージを判断できます。

– ［情報インシデントを作成する］処理を選択します。ポリシーが判定をトリガするたびに、SMG は、表示できる
情報インシデントを追加します。

3. ポリシーをテストポリシーグループに割り当てます。または、稼働中の環境でポリシーをポリシーグループに割り当
てる場合は、テストが完了する前に破壊的な処理をポリシーに含めないようにします。

4. ポリシーにチャレンジするテスト電子メールを送信します。判定をトリガさせたくないテスト電子メールを含めま
す。

5. ポリシーの動作が期待どおりの場合は、そのポリシーを編集して割り当てる最終処理を含めます。

複数のコンテンツフィルタポリシーの適用方法の管理
Symantec Messaging Gateway は［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページに表示される順序でポリシーを評
価します。リストの先頭に表示されたポリシーが最初に評価され、次のポリシーが 2 番目に評価されるというようにな
ります。別の位置にポリシーをドラッグして順序を変更できます。

判定をトリガする次のポリシーに［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定がどのように影響を与えるか

コンテンツフィルタポリシーが最初の判定をトリガするとき、Symantec Messaging Gateway はポリシーの処理をすべ
て処理リストに追加します。SMG はポリシーの［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定を使用してリストの 2 番
目のコンテンツフィルタポリシーが判定をトリガする場合の処理を決定します。2 番目のポリシーの［その後に続くコン
テンツフィルタ処理］設定は、3 番目のポリシーが判定をトリガする場合の SMG の処理を決定するというようになりま
す。次の表は、各設定とその影響について説明します。

Table 68: その後に続くコンテンツフィルタ処理の設定と結果

トリガされた以
前のポリシーの次
の設定がある場合:

Symantec Messaging Gateway は次の操作を行います。

評価と処理を続行 残りのコンテンツフィルタポリシーの評価を継続します。
別のコンテンツフィルタポリシーが判定をトリガする場合、SMG はそのポリシーに対する処理を追加し
ます。次に、SMG は、［その後に続くコンテンツフィルタ処理］設定を使用して新しくトリガされたポ
リシーの次の処理を決定します。

インシデントと通知処理
のみを提供

Note: この設定は、レガシーサポートのために提供されており推奨されません。

［情報インシデントを作成する］および［通知を送信する］処理のみリストに追加します。ポリシーに
その処理がある場合は、［検疫インシデントを作成する］を［情報インシデントを作成する］に変更しま
す。他のすべての処理を無視し、メッセージを通常どおりに配信します。
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トリガされた以
前のポリシーの次
の設定がある場合:

Symantec Messaging Gateway は次の操作を行います。

評価と処理を停止 リストでそのポリシーより下にあるポリシーを評価しません。リストにあらゆる追加の処理を追加しませ
ん。

すべてのフィルタ処理が完了すると、Symantec Messaging Gateway は処理の優先順位によって処理リストをソートし
ます。複数の処理が競合する場合、Symantec Messaging Gateway は優先順位が低い処理をすべて削除します。

その後に続くコンテンツフィルタ処理がポリシーおよび処理にどのような影響を与えるかの例

Table 69: 例と結果

例 結果

例 1
• ポリシー 1 に処理［件名を修正する］があります。［その後
に続くコンテンツフィルタ処理］オプションは［インシデン
トと通知処理のみを提供］です。

• ポリシー 2 には、［ヘッダーを追加する］および［情報イン
シデントを作成する］の処理があります。以降のポリシーオ
プションは［評価と処理を続行］です。

• ポリシー 3 には、［注釈を追加する］の処理があります。以
降のポリシーオプションは［評価と処理を続行］です。

Symantec Messaging Gateway は 3 つすべてのポリシーを評価
し、3 つすべてのポリシーに違反がありました。
Symantec Messaging Gateway はポリシー 1 の件名を修正しま
す。
ポリシー 1 は［インシデントと通知処理のみを提供］を指定し
ます。ポリシー 2 が判定をトリガすると、Symantec Messaging
Gateway は、情報インシデントを追加しますが、ヘッダーを追加
しません。
ポリシー 2 は［評価と処理を続行］を指定します。ポリシー 3 が
判定をトリガすると、Symantec Messaging Gateway は、注釈を
追加します。
結果として、Symantec Messaging Gateway は件名を修正し、
注釈を加え、情報インシデントを作成し、メッセージを配信しま
す。

例 2:
• ポリシー 1 に処理［ヘッダーを追加する］があります。以降
のポリシーオプションは［インシデントと通知処理のみを提
供］です。

• ポリシー 2 に処理［検疫インシデントを作成する］があり
ます。以降のポリシーオプションは［評価と処理を続行］で
す。

• ポリシー 3 に処理［メッセージを削除する］があります。以
降のポリシーオプションは［評価と処理を停止］です。

Symantec Messaging Gateway は 3 つすべてのポリシーを評価
し、3 つすべてのポリシーに違反がありました。
ポリシー 1 では、Symantec Messaging Gateway は［ヘッダーを
追加する］を処理リストに追加します。
ポリシー 1 は［インシデントと通知処理のみを提供］を指定し
ます。ポリシー 2 が判定をトリガすると Symantec Messaging
Gateway は、［検疫インシデントを作成する］ではなく［情報イ
ンシデントを作成する］を処理リストに追加します。
ポリシー 2 は［評価と処理を続行］を指定します。ポリシー 3 が
判定をトリガすると、Symantec Messaging Gateway は［メッ
セージを削除する］を処理リストに追加します。
ポリシー 3 は［評価と処理を停止］を指定するため、Symantec
Messaging Gateway は、あらゆる追加のコンテンツフィルタポリ
シーを評価しません。
すべての処理が完了したら、Symantec Messaging Gateway は、
処理を評価します。［メッセージを削除する］処理は［ヘッ
ダーを追加する］処理より優先されます。［メッセージを削除
する］および［情報インシデントを作成する］の優先度は同じで
す。結果として、Symantec Messaging Gateway はメッセージを
削除し、情報インシデントを作成します。
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例 結果

例 3:
• ポリシー 1 に処理［ヘッダーを追加する］があります。以降
のポリシーオプションは［評価と処理を停止］です。

• ポリシー 2 に処理［検疫インシデントを作成する］があり
ます。以降のポリシーオプションは［評価と処理を続行］で
す。

• ポリシー 3 に処理［メッセージを削除する］があります。以
降のポリシーオプションは［インシデントと通知処理のみを
提供］です。

ポリシー 1 では、Symantec Messaging Gateway は［ヘッダーを
追加する］を処理リストに追加します。
ポリシー 1 は［評価と処理を停止］を指定するので、Symantec
Messaging Gateway はポリシー 2 またはポリシー 3 を評価しま
せん。
結果として、Symantec Messaging Gateway は、ヘッダーを追加
し、メッセージを配信します。

コンテンツフィルタポリシーの作成

メッセージの監査ログがどのようにコンテンツフィルタポリシーの微調整
とトラブルシューティングに役立つか
Symantec Messaging Gateway では、インバウンドとアウトバウンド電子メールメッセージのコンテンツを監視するた
めにコンテンツフィルタポリシーを作成できます。

以下を行う目的でコンテンツフィルタポリシーを作成することもできます。

• 政府によって義務付けられた規制に従う。
• 社内ポリシーに基づいて、メッセージを遮断するか、見直しのためにメッセージを保留にする。
• 特定の種類のメッセージのコンテンツを遮断するためのより積極的なルールを配備する。

ユーザーが電子メールが見つからないことを確認したか、ユーザーの受信ボックスに迷惑メールが配信されるという苦情
がある場合は、いくつかのポリシーが関係している可能性があります。問題を訂正するために適切なポリシーを調整する
方法は、すぐに明らかにならない場合があります。これらの問題をトラブルシューティングするために、メッセージの監
査ログを表示できます。

メッセージの監査ログは、ポリシーに違反したテキストとメッセージの違反部分を示します。

たとえば、コンテンツの照合に正規表現を使うようコンテンツフィルタポリシーを設定します。メッセージを削除する処
理をポリシーに設定できます。すると電子メールメッセージが見つからないという苦情を受け始めます。メッセージの監
査ログのメッセージを表示してポリシーに違反したコンテンツを参照することによって問題のトラブルシューティングを
行うことができます。調査結果に基づいて、ポリシーを必要に応じて微調整できます。

既存のコンテンツのアップグレードによるテキストの照合機能への影響

コンテンツフィルタ条件の一致基準

(ポリシー共有) 中央コントロールセンターまたはリモートコントロールセ
ンターのポリシーの設定
［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページでは、コンテンツフィルタポリシーの管理と設定を行います。リリー
ス 10.7.4 以降、このページには、［グローバル］と［ローカル］の 2 つのタブがあります。これらのタブは、コント
ロールセンタークラスタ内のコントロールセンター間でのポリシー共有に使用されます。［グローバル］タブには、中央
コントロールセンターで作成されたポリシーが表示されます。［ローカル］タブには、1 つ以上のローカルコントロール
センターに発行されたポリシーが表示されます。

管理者が実行できる処理は、コントロールセンターがクラスタ内の中央コントロールセンターかリモートコントロールセ
ンターかによって決まります。各クラスタには中央コントロールセンターが 1 つしかありません。グローバルポリシー
は、中央コントロールセンターでのみ作成および変更できます。リモートコントロールセンターではすべてのグローバ
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ルポリシーが表示されますが、これらのポリシーは変更できないように無効になっています。1 つ以上のリモートコント
ロールセンターに影響するグローバルポリシーへの変更は、中央コントロールセンターで行う必要があります。

グローバルポリシーを作成および設定するには、［グローバル］タブを使用します。グローバルポリシーの追加、編集、
コピー、削除、有効化、無効化、適用の詳細については、［電子メールコンテンツフィルタポリシー］ページを参照して
ください。各ポリシーレベルには、［次のリモートコントロールセンターに適用する］というセクションがあります。こ
のセクションを使って、ポリシーを 1 つ以上のコントロールセンターに発行できます。

また、各レベルには［次のグローバルポリシーグループに適用する］というセクションもあります。このセクションを
使って、リリース 10.7.4 でサポートされている唯一のグローバルポリシーグループであるデフォルトグループにポリ
シーを適用できます。

有効化、無効化、優先順位の変更、グローバルポリシーの再適用を含む処理は、すべてのリモートコントロールセンター
に発行されます。ポップアップウィンドウが表示され、その処理がクラスタ内のリモートコントロールセンターに発行さ
れることを警告するメッセージが表示されます。

コンテンツフィルタポリシーの処理

処理リストは組み込みであらかじめ入力されており、管理者が変更することはできません。ポリシーが共有されている場
合、その処理はクラスタ内のコントロールセンター間で利用可能です。

NOTE
［解除］と［コンテンツ暗号化を伴うメッセージを配信する］の 2 つの処理は、グローバル ポリシー レベルで
選択および適用できます。ただし、クラスタ内の各リモートコントロールセンター上で適切に設定されている
必要があります。

コンテンツフィルタポリシーリソース

コンテンツフィルタポリシーで使用できるリソースのカテゴリは 6 つあり、［コンテンツインシデントフォルダ］ペー
ジと同様に、［レコード］を除くそれぞれに［グローバル］タブと［ローカル］タブがあります。リソースの各カテゴリ
には、組み込みとカスタムの両方の種類があります。組み込みリソース (プレミアム添付ファイルリストなど) は、管理
者が編集できません。これらの組み込みリソースがグローバルポリシーで使用されている場合、それらはグローバルとし
て扱われます。グローバルリソースが作成、変更、削除されると、変更はクラスタ内のすべてのリモートコントロールセ
ンターに発行されます。

これらのリソースの種類には［状態］列が用意され、管理者がリソースの発行状態を追跡できるようになりました。［状
態］リンクをクリックすると、ポリシー名、クラスタ内のすべてのリモートコントロールセンターの IP アドレス、ポリ
シーが特定のコントロールセンターに対して有効になっているかどうか、各リモートコントロールセンターによって適
用された時間、およびそのステータスが表示されます。発行中にエラーが発生した場合、［エラー］フィールドにマウス
カーソルを合わせると、エラーを説明するツールヒントが表示されます。必要に応じて、［電子メールコンテンツフィル
タポリシー］ページに戻り、［適用］ボタンを使ってポリシーを再発行できます。

リモートコントロールセンターポリシー設定

リモートコントロールセンターではすべてのグローバルポリシーが表示されますが、これらのポリシーは淡色表示され、
変更できません。リモートコントロールセンターに影響するグローバルポリシーへの変更は、クラスタ内の中央コント
ロールセンターで行う必要があります。ただし、リモートコントロールセンターで［適用］ボタンを有効にすると、管理
者は、グローバルコントロールセンターから受信したグローバルポリシーを、リモートコントロールセンターに接続され
ているすべてのスキャナに再適用することができます。
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コンテンツフィルタのリソースによるコンテンツのフィルタ処理

コンテンツフィルタポリシーリソースについて
Symantec Messaging Gateway では、コンテンツフィルタポリシーの作成に利用できる次のリソースが提供されます。

注釈 ポリシーに違反したメッセージにテキストを追加できます。選択するテキストはポリシーによって異なります。た
とえば、添付の電子メールが企業の規範やコーポレートガバナンス（企業統治）のポリシーに違反していることを
受信者に勧告する場合があります。
ポリシー違反の注釈の作成と管理

アーカイブ 企業のポリシーに違反する可能性があるメッセージをすべてアーカイブすることが求められる規則もあります。通
常のメールサーバー上の指定した電子メールアドレスに、アーカイブしたいメッセージのコピーを送信できます。
アーカイブのサーバーにメッセージのコピーを送ることもできます。
アーカイブされたメッセージの保存場所の指定

添付ファイルリ
スト

添付ファイルリストは、添付ファイルの実際のファイルの種類、MIME の種類、ファイル名の拡張子に基づいた事
前定義済みのリストです。添付ファイルリストには、Symantec Messaging Gateway で検出する拡張子とアプリ
ケーションの種類が含まれています。添付ファイルリストはコンテンツフィルタポリシーの条件として使います。
拡張子リストにある拡張子を持つ添付ファイルが検出されると、ユーザーが指定した処理が適用されます。拡張子
にかかわらず、電子メールの添付ファイルを作成したアプリケーションに基づいてファイルの種類を判断できま
す。
添付ファイルリストについて

辞書 辞書はポリシーの条件を作成するときに使うことができる事前定義済みの語句のリストを提供します。たとえば、
辞書を使って、卑わいな言葉づかいや求職活動を示唆する文言が含まれていないかどうかを検出できます。
コンテンツフィルタの辞書について

通知 ポリシーの条件が満たされた場合に、カスタマイズした通知を電子メールの送信者または受信者に送信できます。
通知は添付のメッセージ付きで、またはなしで送信できます。また、違反時のポリシーを実施する担当者であるコ
ンテンツフィルタの責任者、マネージャ、管理者に通知するようにポリシーを設定できます。
ポリシー違反の通知について

パターン パターンは、制限の対象になる可能性のあるオブジェクトの種類やデータの種類に特有の文字パターンが事前に定
義されたリストです。たとえば、標準のクレジットカードパターンを検索して、発信するメッセージにクレジット
カード番号が含まれていないかどうかを検査することができます。
パターンについて

レコード レコードは組織が提供する構造化データから成っています。構造化データには、保護対象の企業固有の区切られた
データが含まれます。メッセージ内にデータソースファイルの内容があるかどうかを検出するコンテンツフィルタ
ポリシーで使うため、レコードのビューを作成できます。着信電子メールメッセージと発信電子メールメッセージ
の両方で内容を検出できます。着信または発信メールの内容がデータソースレコードで定義されているデータと一
致した場合は、Symantec Messaging Gateway で実行する処理を指定できます。
コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用
「ポリシーで構造化データを使う方法」で、コンテンツフィルタポリシーで構造化データを使う手順を説明します。
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Table 70: ポリシーで構造化データを使う方法

手順 タスク 説明

1 どの構造化データポリシー
テンプレートを使ってコン
テンツフィルタポリシーを
作成するかを決定します。

データソースファイルのパターンフィールドは、構造化データポリシーテンプレートが使う
データの種類に対応している必要があります。
たとえば、Customer Data Protection テンプレートを使ってポリシーを作成することを想定し
てください。社会保障番号、クレジットカード番号、電話、電子メールに対応するパターン
フィールドを使う必要があります。

2 データベース管理者から
データソースファイルを入
手します。

構造化データは企業が提供するデータソースファイルで構成されます。このファイルは、保護
しようとしている、企業固有の区切られたデータの列から成っています。
データソースファイルについて

3 レコードを作成します。 レコードを作成するときには、レコードの名前、説明（省略可能）、データソースの属性、処
理エラーのしきい値を指定します。
構造化データのレコードの作成

4 データソースファイルの列
をマッピングします。

Symantec Messaging Gateway の対応するフィールドに、データソースファイルの各列のパ
ターンをマッピングする必要があります。
データソースファイルの列のマッピングについて
Symantec Messaging Gateway のフィールドへのデータソースファイル列のマッピング
システムパターン

5 データソースファイルを
アップロードします。

アップロードすると Symantec Messaging Gateway がファイルを検証し、アップロードが成
功したかどうかを通知します。アップロードに成功すると、Symantec Messaging Gateway に
よってファイルにインデックスが作成されます。アップロードに成功しなかった場合は、エ
ラーの理由を示すエラーメッセージが表示されます。
データソースファイルのアップロード

6 レコードを複製します。 コンテンツフィルタポリシーでレコードを使う前に、接続して有効にしたすべてのスキャナに
レコードを複製する必要があります。
スキャナへのデータソースファイルの複製には時間がかかる場合があります。オフピーク時ま
で待ってレコードの複製を行うことをお勧めします。
レコードの複製

7 レコードのビューを 1 つ以
上定義します。

ビューを使うと、Symantec Messaging Gateway でメッセージを評価するときに、レコードの
どのフィールドを検索するかを指定できます。メッセージ内にそれらのフィールドがいくつあ
る場合に 1 件とカウントするかも指定します。
レコードのビューは 1 つ以上定義できます。たとえば、クレジットカード番号パターン、電子
メールアドレスパターン、IP アドレスパターンを含むビューをそれぞれ作成できます。同じレ
コードの別のビューを、クレジットカード番号パターン、米国の電話番号パターン、米国の郵
便番号コードパターンから構成することもできます。複数のビューを使うと、1 つのレコード
から複数のコンテンツフィルタポリシーを作成したり、同じポリシーに複数の条件を作成した
りできます。
コンテンツフィルタポリシーでレコードを使うには、少なくとも 1 つのビューを定義する必要
があります。
レコードビューの作成
レコードビューの編集

8 構造化データポリシーテン
プレートを使ってコンテン
ツフィルタポリシーを作成
します。

レコードのビューをポリシーの条件として使うには、構造化データポリシーテンプレートまた
は空白のテンプレートを使う必要があります。
コンテンツフィルタポリシーの作成

9 レコードのビューを条件と
して使うようにポリシーを
設定します。

コンテンツフィルタポリシーで、何件発生した場合にポリシー違反と見なすかを指定します。
コンテンツフィルタポリシーの条件の定義
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データソースファイルについて
コンテンツフィルタポリシーで構造化されたデータを使うには、データベース管理者からデータソースファイルを入手す
る必要があります。

「データソースファイルの必要条件と注意事項」では、データソースファイルについて知っておく必要のある必要条件と
注意事項について説明します。

Table 71: データソースファイルの必要条件と注意事項

必要条件または注意事項 説明

少なくとも 2 つの英数字
から構成される、区切ら
れたフィールドごとに 1
つの単語

各エントリには少なくとも 2 つの英数字が含まれている必要があります。1 つのフィールドに 1 文字だけ
のエントリはサポート外です。
また、データソースファイルの区切られた 1 つのフィールドで指定できるのは 1 語のみです。たとえば、
データを「1st Street」と一致させる場合は、1 つの区切りフィールドに「1st」を入れ、別の（直後の）
フィールドに「Street」を入れます。1 つのフィールドで 2 語以上を指定すると、一致する可能性が低く
なります。
たとえば、1 つの区切りフィールドに文字列「1st street」を入れると、同じセルに複数の「単語」を入れ
ることになります。期待される一致は検査対象のデータが表形式のときにしか発生しないため、このデー
タは一致に失敗します。表形式では、2 つの文字列（1st）と（Street）は 1 つの文字列（1st Street）とし
て評価されます。韓国語や中国語などの、空白類の認識方式が異なる言語で文字列の一致を試みるときに
も、同様の動作が発生します。

クレジットカードと番号
のパターンの場合は特定
のセパレータのみが認識
される

Symantec Messaging Gateway では、クレジットカード番号パターンフィールドのレコードエントリとの
一致を調べる際の、特定の区切り文字のみ認識します。
クレジットカードと番号パターンのフィールドで認識されるセパレータ文字（スペース以外）は次の通り
です。
• タブ
• カンマ（,）
• シャープ記号（#）
• ハイフン（-）
• プラス記号（+）
• パイプ（|）
• セミコロン（;）
• コロン（:）
認識できないセパレータを含む番号は単語として解釈されます。たとえば、4123*6666*7777*8888
は、クレジットカード番号フィールドに対しては有効な一致を返しません。この内容は
「4123*6666*7777*8888」という単語として解釈されます。

隣接する番号パターンを
分けるにはカンマ以外の
区切り文字を使ってくだ
さい。

隣接する 2 つの番号パターンフィールドを分ける区切り文字としては、カンマの代わりにタブまたはパイ
プ（|）を使ってください。そうしないと、レコード検査機能が、隣接するフィールドの 2 つの数値を 1
つの数値として解釈する場合があります。
たとえば、隣接するフィールドとして年齢と体重があり、年齢と体重のフィールドは「25,150」のように
カンマで分けられているものとします。このような場合、年齢フィールドに 25 が属し、体重フィールド
に 150 が属するのではなく、年齢フィールドに 25,150 が属しているものと解釈されることがあります。

データソースファイル
には構造化データテンプ
レートで要求されている
最低限の数の列が含まれ
る必要がある

データソースファイルにビューの定義に使う列が含まれることを確認してください。たとえば、違反をト
リガするために最低 3 つのフィールドを必要とする構造化データポリシーを使うものとします。これら 3
つのフィールドは、レコード内で Symantec Messaging Gateway がそれらを参照できるようにマップされ
ている必要があります。
たとえば、EU Data Protection Directives ポリシーテンプレートを使うものとします。EU Data Protection
Directives ポリシーにアクセスするすべてのビューを、姓、電子メールアドレス、電話番号、口座番号、
ユーザー名の 5 つのフィールドのうち少なくとも 4 つでエントリが一致するように設定する必要がありま
す。
レコードビューの作成
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必要条件または注意事項 説明

パターンフィールドはポ
リシーテンプレートで使
われているデータの種類
と一致する必要がある

パターンフィールドは、構造化データポリシーテンプレートが使うデータの種類に対応している必要があ
ります。たとえば、Customer Data Protection テンプレートを使ってポリシーを作成することを想定して
ください。社会保障番号、クレジットカード番号、電話番号、電子メールアドレスの列に対応するパター
ンフィールドを使う必要があります。

マッピングはヘッダー行
の列と一致する必要があ
る

レコードのマッピングがヘッダー行の列と一致しない場合、Symantec Messaging Gateway は実際のヘッ
ダー行を無効とカウントします。ヘッダー行は、予期された以外の値を返すために無効とみなされます。
データソースファイルの列のマッピングについて

クレジットカード番号は
Luhn チェックサム検査
に合格する必要がある

すべてのクレジットカード番号は Luhn チェックサム検査に合格する必要があります。この検査に合格す
るには、全体のモジュラス 10 が 0 になる必要があります。Luhn 検査は、無作為な数字の集まりの中から
有効な数字を特定するために使用します。

データソースファイル内
の行の直前にある CRLF
改行文字は、行のカウン
トに含まれる

データソースファイルが CRLF を含まない場合、ヘッダー行は行カウントでスキップされます。データ
ソースファイルが CRLF を含む場合は、最初の CRLF がヘッダー行として扱われます。したがって、実際
のヘッダー行からのものも含め、後続の行からの値が返されます。
たとえば、1 つの列は米国の郵便番号パターンを認識するためにマップされ、1つ以上の CRLF でデータ
セットが開始するものとします。この場合、実際のヘッダー行は通常の行としてカウントされます。その
列では 5 桁の番号が返されることが期待されます。実際のヘッダー行が 5 桁の数字ではなく語の値を返し
た場合は、Symantec Messaging Gateway はこの行を無効な行としてカウントします。
Symantec Messaging Gateway は、データセットの途中または末尾に出現する CRLF は無視します。この
ような CRLF は行としてカウントされません。

99 回より多く出現する行
は一致されない

実装の制限のため、100 回以上出現する行は一致できません。

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

構造化データのレコードの作成
データソースファイルを入手したら、レコードを作成できます。

データソースファイルについて

レコードを作成するときには、以下の条件を定義します。

名前と説明 レコードの名前と説明を指定します。レコードが含んでいるデータを識別する名前を選択します。レコー
ドの説明は省略可能です。
レコードの名前を変更した場合は、そのレコードのビューを参照するすべての条件に対して名前の変更が
反映されます。
レコードの修正

データソースの属性 データソースファイルが使う区切り文字を指定します。サポートされる区切り文字は、タブ（Tab
キー）、カンマ（","）、パイプ（"|"）です。
データソースファイルにヘッダー行が入っているかどうかも示します。ヘッダー行は処理されず、レコー
ドに含まれません。
すべてのフィールドをシステムパターンとして定義する場合は、［データソースファイルにヘッダー行を
含む］チェックボックスにチェックマークを付ける必要はありません。
Symantec Messaging Gateway のフィールドへのデータソースファイル列のマッピング

エラーしきい値 ［最大許容エラー］で、データソースファイルをアップロードするときに安全にエラーを返して処理を続
行できる、合計行数の割合を設定します。設定値が低すぎると、他の有用なデータソースファイルの処理
が完了できなくなることがあります。設定値を高くしすぎると、レコードファイルの一部が破損している
ことに気付かない可能性があります。

レコードを作成するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

構造化データのレコードを作成するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［レコードリソース名］フィールドで、レコードの名前を入力します。

4. ［省略可能な説明］フィールドレコードの説明を入力します。

5. ［データソース属性］で［区切り記号］ドロップダウンリストをクリックし、データソースファイルで使う適切な区
切り文字を選択します。

6. データソースファイルにヘッダー行を含める場合、［データソースファイルにヘッダー行を含む］にチェックマーク
を付けます。

7. ［エラーしきい値］に、許容される最大エラー率 (%) を入力します。これを超えると処理は中止されます。

レコードを定義したら、Symantec Messaging Gateway のフィールドにデータソースファイルの列をマッピングしま
す。

Symantec Messaging Gateway のフィールドへのデータソースファイル列のマッピング

Symantec Messaging Gateway のフィールドへのデータソースファイル列のマッピ
ング
レコードを定義した後、Symantec Messaging Gateway のフィールドにデータソースファイルの列をマッピングしま
す。事前定義済みのシステムパターンフィールドを使うことも、カスタムフィールドを作成することもできます。

構造化データのレコードの作成

データソースファイルの列のマッピングについて

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

データソースファイルをマッピングするには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

Symantec Messaging Gateway のフィールドにデータソースファイルの列をマッピングするには
1. ［レコードリソースの追加］ページの［マップ］で、［フィールド名］ドロップダウンリストをクリックして、次の
いずれかのタスクを行います。

システムパターンフィー
ルドを使うには

データソースファイルの対応する列と関連付けるシステムパターンを選択します。
たとえば、データソースファイルの列 1 が電話番号で構成されている場合は、列 1 で、［米国の電話パ
ターン］を選択します。
システムパターン

独自のカスタムフィール
ドを作成するには

［カスタマイズ］を選択し、隣のテキストフィールドに一意なカスタムフィールド名を入力します。カス
タムフィールド名は、フィールド名の事前定義済みのリストのいずれとも同じにすることはできません。
また、レコード内の他のカスタムフィールド名と同じにすることもできません。
たとえば、データソースファイルの列 3 が名で構成されているものとします。列 3 で、［カスタマイ
ズ］を選択し、隣のボックスに「first_name」と入力します。

2. フィールドの順序を変更するには、移動するフィールド名の横のボックスにチェックマークを付け、次に［上に移
動］または［下に移動］をクリックします。

3. 新しいフィールドを追加するには、［追加］をクリックし、ステップ 1 のタスクを繰り返してシステムパターンを使
用するか、または独自のカスタムフィールドを作成します。

4. ［次へ］をクリックします。

データソースファイルの列をマッピングした後、データソースファイルをアップロードします。

データソースファイルのアップロード
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データソースファイルのアップロード
データソースファイルの列をマッピングした後、データソースファイルをアップロードする必要があります。アップ
ロードに成功しなかった場合は、エラーの理由を示すエラーメッセージが表示されます。アップロードが成功した場合
は、Symantec Messaging Gateway によってレコードにインデックスが付けられます。レコードにインデックスを付け
ると、インデックス付けていない場合より、データソースファイルの行を短時間で見つけられます。

Symantec Messaging Gateway のフィールドへのデータソースファイル列のマッピング

レコードの修正

［レコードリソースの状態］ページでは、アップロード処理の状態が示されます。アップロード処理の開始時刻と終了時
刻が表示されます。また、アップロードが成功した行数とアップロードが失敗した行数も示されます。

大きいデータソースファイルをアップロードすると、処理が集中し、時間がかかる可能性があります。オフピーク時間帯
にデータソースファイルをアップロードすることを検討してください。

NOTE

Symantec Messaging Gateway では、1.5 GB より大きいデータソースファイルのアップロードはサポートされ
ていません。

レコードをアップロードするには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

データソースファイルをアップロードするには
1. ［レコードリソースの編集］ページの［レコードリソースデータソース］で、［参照］をクリックしてアップロード
するデータソースファイルを見つけます。

2. ［アップロード］をクリックします。

正常にレコードをアップロードした後、スキャナにそれを複製する必要があります。

レコードの複製

レコードの複製
正常にデータソースファイルをアップロードした後、すべてのスキャナにそれを複製する必要があります。1 つ以上
のスキャナに大きいレコードを転送するには、かなりの時間と処理リソースを必要とします。したがって、Symantec
Messaging Gateway では、新しいレコードを作成したとき、またはその後で、レコードを複製できるようになっていま
す。

データソースファイルのアップロード

［レコードリソースの状態］ページには、状態、複製の開始と終了の時刻、複製されたレコードのサイズが表示されま
す。

レコードを複製するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

新しいレコードを作成したときにレコードを複製するには
1. ［レコードリソースの状態］ページの［処理状態］で、ステータスが［完了］であることを確認します。

2. ［複製状態］で、［今すぐ複製］をクリックします。

3. 複製が正常に完了したら、［OK］をクリックします。

後でレコードを複製するには
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4. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

5. 複製するレコードの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［状態の詳細］をクリックします。

6. ［レコードリソースの状態］ページにデータソースファイルがアップロードされたことが示されている場合は、［複
製状態］で［今すぐ複製］をクリックします。

状態が［アップロード失敗］の場合は、複製する前にデータソースファイルのアップロードを再度試みる必要があり
ます。

データソースファイルのアップロード

7. ［OK］をクリックします。

すべての有効なスキャナへのレコードリソースの複製を中止するには、［複製の中止］をクリックします。

レコードを複製した後、ビューを作成します。

レコードビューについて

レコードビューの作成

レコードの修正
レコードのアップロードが進行中または保留中でない場合に、レコードを修正できます。レコードを修正したら、レコー
ドを再びアップロードして複製する必要があります。

新しいデータがアップロードされ、インデックス付けされて、複製されるまで、レコードのビューを参照するポリシーは
そのレコードの既存のデータを使い続けます。レコードの名前を変更した場合は、そのレコードのビューを参照するすべ
ての条件に対して名前の変更が反映されます。

さらに、マッピングを修正すれば、ポリシー条件が参照する既存のビューは更新の間も有効のままになります。更新済み
のレコードがアップロードされて複製された後、以前に定義されていたすべてのポリシーは有効のまま残ります。新しい
列フィールドはビューの作成に利用可能です。

既存のビューの一部である名前付きフィールドをレコードから削除することはできません。この制限は、ポリシー条件が
そのビューを参照しているかどうかにかかわらず適用されます。このようなフィールドを削除しようとすると、［レコー
ドリソースの編集］ページの最上部にエラーメッセージが表示されます。

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

レコードの削除

レコードを修正するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. 変更するレコードの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

編集するレコードの名前をクリックしてもかまいません。

3. ［レコードリソースの編集］ページで、必要な変更を行い、［次へ］をクリックします。

構造化データのレコードの作成

4. ［レコードリソースの編集］ページの［レコードリソースデータソース］で、［参照］をクリックしてアップロード
するデータソースファイルを見つけます。

5. ［アップロード］をクリックします。

データソースファイルのアップロード
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6. ［レコードリソースの状態］ページの［処理状態］で、ステータスが［完了］であることを確認します。

7. ［複製状態］で、［今すぐ複製］をクリックします。

8. 複製が正常に完了したら、［OK］をクリックします。

レコードの複製

レコードの削除
レコードを削除するには、先にすべてのコンテンツフィルタポリシー条件からすべてのレコードのビューを削除する必要
があります。［レコードリソースビュー］ページには、作成したすべてのビューが一覧表示されます。このページでは、
ビューに選択したフィールドの数が示されます。また、そのビューを条件として使っているポリシーの数も示されます。
ただし、ビューを使っているポリシーは示されません。レコードを削除しようとすると、そのレコードのビューを使って
いるポリシーが表示されます。

レコードを削除するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

レコードを削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. 削除するレコードの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［削除］をクリックします。

そのレコードから作成されたビューを使っているコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの上部に
表示されます。先にこれらのポリシーのこの条件を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

レコードビューの削除

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

レコードビューについて
コンテンツフィルタポリシーの条件で使うレコードビューを作成する必要があります。ビューを使って、Symantec
Messaging Gateway がメッセージで照合するレコード内のフィールドまたはフィールドの組み合わせを指定します。

1 つのレコードから 1つ以上のビューを作成できます。複数のビューの利点は、ポリシーに対して複数の条件を作成し、
各条件で異なるビューを使うことができることです。また、複数のビューを作成すると、複数の異なるポリシーに同じレ
コードを使い、各ポリシーで異なるビューを使うことができます。

［レコードリソースビュー］ページには、作成したすべてのビューが一覧表示されます。このページでは、ビューに選択
したフィールドの数が示されます。また、そのビューを条件として使っているポリシーの数も示されます。

「レコードビューを設定する方法」では、ビューを作成するために使うオプションを説明します。また例を提供します。
例では、Record A が存在するものとします。また、Record A と View A は、有効になっているコンテンツフィルタポリ
シーで使われているものとします。
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Table 72: レコードビューを設定する方法

オプション 説明 例

ビュー名 ビューの目的を記述する重複しな
い名前を指定する必要がありま
す。

この例では、ビューの名前は View A です。

フィールド選択 ビューを作成するとき、そのレ
コードにマッピングするすべて
のフィールドが、［レコードリ
ソースの追加］ページの［フィー
ルド］リストに表示されます。
ビューで使うフィールドを指定し
ます。

Record A は次のフィールドで構成されているものとします。
• クレジットカード番号パターン
• 電子メールパターン
• IP アドレスパターン
• 数字のパターン
• 割合のパターン
• 米国の電話パターン
• 米国の郵便番号パターン
• SSN/ITIN パターン
ここで、このビューには次のフィールドを選択するものとします。
• クレジットカード番号パターン
• 電子メールパターン
• IP アドレスパターン
• 米国の電話パターン
• 米国の郵便番号パターン
• SSN/ITIN パターン

1 件に必要な一致選
択フィールドの最小
数

このオプションでは、「発生」と
して扱うためにメッセージ内に出
現する必要のあるビューのフィー
ルドの数を指定します。
たとえば、ビューに対して 6 つ
のフィールドを選択し、［1 件に
必要な一致選択フィールドの最小
数］では 4 を指定するものとしま
す。選択したフィールドのうち 4
つ（またはそれ以上）がメッセー
ジ内で見つかれば、Symantec
Messaging Gateway はそれを発
生と見なします。
発生は違反ではありません。この
ビューを使うポリシーを作成する
とき、ポリシーが違反になる前に
メッセージに出現できる発生の数
を指定できます。
コンテンツフィルタポリシーでの
構造化データの使用

［1 件に必要な一致選択フィールドの最小数］を 3 と指定するものとしま
す。3 個の一致を満たす、または超えるメッセージは、発生と見なされま
す。
したがって、メッセージの唯一の一致が「電子メールアドレスパターン」な
ら、発生はありません。
メッセージで一致しているのが「電子メールアドレスパターン」と「米国の
電話パターン」だけであるなら、発生はありません。
一方、メッセージに含まれる一致が「電子メールアドレスパターン」、「米
国の電話パターン」、［SSN/ITIN パターン］であるなら、結果は発生にな
ります。
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オプション 説明 例

例外の組み合わせ フィールドの特定の組み合わ
せがメッセージで受け入れ可
能である場合があります。した
がって、Symantec Messaging
Gateway ではフィールドの組み
合わせを一致から除外できます。
複数の例外を作成できます。

「米国の電話パターン」と「電子メールアドレスパターン」で構成される例
外を作成するものとします。メッセージでフィールドのこの組み合わせが検
出されると、それは発生と見なされません。
# 1
メッセージには次の一致が含まれます。
• 電子メールアドレスパターン
• 米国の電話パターン
• SSN/ITIN パターン
「米国の電話パターン」と「電子メールアドレスパターン」の組み合わせは
許されるので、発生は検出されません。したがって、一致は (1)［SSN/ITIN
パターン］と［米国の電話パターン］、(2)［SSN/ITIN パターン］と［電子
メールアドレスパターン］だけとなります。両方の一致には 2 つのパター
ンしか含まれておらず、しきい値である 3 つのパターンよりも少ないで
す。
# 2
メッセージには次の一致が含まれます。
• 電子メールアドレスパターン
• 米国の電話パターン
• SSN/ITIN パターン
• 米国の郵便番号パターン
発生が検出されます。［米国の電話パターン］と［電子メールアドレスパ
ターン］の組み合わせは許されますが、これらと他のパターンの組み合わせ
は許されません。したがって、一致するパターンは、(1)［電子メールアド
レスパターン］、［SSN/ITIN パターン］、および［米国の郵便番号パター
ン］、(2)［米国の電話パターン］、［SSN/ITIN パターン］、および［米国
の郵便番号パターン］です。
# 3
メッセージには次の一致が含まれます。
• 米国の電話パターン
• SSN/ITIN パターン
• 米国の郵便番号パターン
• IP アドレスパターン
発生が検出されます。メッセージには 4 つの一致が含まれ、これは発生の
しきい値を超えており、どの一致も例外ではありません。

コンテンツフィルタポリシーでの構造化データの使用

データソースファイルの列のマッピングについて

レコードビューの作成

レコードビューの作成
レコードがスキャナに複製されたら、ビューを定義できます。ビューは、コンテンツフィルタポリシーの条件で、関連
付けられているレコードのどのフィールドを使うかを識別するために使われます。Symantec Messaging Gateway は (レ
コードではなく) ビューを使ってポリシーの条件を作成するので、レコードごとに少なくとも 1 つのビューを作成する必
要があります。

レコードの複製

レコードビューについて

レコードビューの編集

ビューを作成するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. ［レコード］ページで、ビューを作成するレコードの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［ビュー］をクリックします。

4. ［レコードリソースビュー］ページで［追加］をクリックします。

5. ［ビュー名］フィールドで、一意のビューの名前を入力します。

6. ［フィールド選択］で、このビューに含めるフィールドにチェックマークを付けます。

7. ［1 件に必要な一致選択フィールドの最小数］ボックスで、1 件とカウントするためにメッセージ内で一致している
必要のあるフィールドの数を指定します。

8. 例外を作成するには、［例外の組み合わせ］で［追加］をクリックします。

9. 一致の評価から省略するフィールドの組み合わせを選択します。

10.［保存］をクリックします。

11.［レコードリソースの追加］ページで［保存］をクリックします。

ビューを作成したら、コンテンツフィルタポリシーの条件内でビューを使えます。

コンテンツフィルタポリシーの作成

レコードビューの編集
ビューはいつでも修正できます。また、例外の組み合わせの追加、編集、削除が可能です。ビューを修正すると、用意さ
れていてそのビューを使うすべてのコンテンツフィルタポリシーに、変更内容が自動的に伝播されます。

レコードビューについて

レコードビューの作成

レコードビューの削除

ビューを編集するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. ［レコード］ページで、編集するビューを含むレコードの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［ビュー］をクリックします。

4. ［レコードリソースビュー］ページで、編集するビューの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

5. ［編集］をクリックします。

6. 名前、フィールド、1 件に必要な一致選択フィールドの最小数に対して必要な変更を加えます。

7. 次のいずれかのタスクを行います。

新しい例外の組み合わせを追加するには 次のタスクをすべて行います。
• ［例外の組み合わせ］で［追加］をクリックします。
• 一致の評価から省略するフィールドの組み合わせを選択しま
す。

• ［保存］をクリックします。
既存の例外の組み合わせを修正するには 次のタスクをすべて行います。

• ［例外の組み合わせ］で、編集する例外の組み合わせの横に
あるチェックボックスにチェックマークを付けます。

• ［編集］をクリックします。
• 一致の評価から省略するフィールドの組み合わせを選択しま
す。

• ［保存］をクリックします。
既存の例外の組み合わせを削除するには 次のタスクをすべて行います。

• ［例外の組み合わせ］で、削除する例外の組み合わせの横に
あるチェックボックスにチェックマークを付けます。

• ［削除］をクリックします。

8. ［レコードリソースビュー］ページで［保存］をクリックします。

レコードビューの削除
ビューを削除するには、最初にそのビューが使われているすべてのコンテンツフィルタポリシー条件からビューを削除す
る必要があります。［レコードリソースビュー］ページには、作成したすべてのビューが一覧表示されます。このページ
では、ビューに選択したフィールドの数が示されます。また、そのビューを条件として使っているポリシーの数も示され
ます。ただし、ビューを使っているポリシーは示されません。ビューを削除しようとすると、そのビューを使用している
ポリシーが表示されます。

レコードビューについて

レコードの削除

レコードビューの編集

ビューを削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［レコード］の順に選択します。

2. ［レコード］ページで、削除するビューを含むレコードの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［ビュー］をクリックします。

4. ［レコードリソースビュー］ページで、削除するビューの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

5. ［削除］をクリックします。

そのビューを使う条件が出現するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの先頭に表示されます。
先にこれらのポリシーのこの条件を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

 243



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

コンテンツフィルタ違反の通知の管理
「コンテンツフィルタ違反の通知の管理」では、コンテンツフィルタ違反の通知を使用して実行できるタスクを説明しま
す。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 73: コンテンツフィルタ違反の通知の管理

タスク 説明

コンテンツフィルタ違反通知
について理解を深める。

通知とはコンテンツフィルタポリシー違反があったときに送信されるメッセージで、ポリシーの処理
は［通知を送信する］です。
ポリシー違反の通知について

ポリシー違反通知を作成す
る。

通知は以下のいずれかに送信できます。
• メッセージの送信者
• メッセージの受信者
• サードパーティ（管理者など）
ポリシー違反通知の作成

必要に応じて既存のポリシー
違反通知を修正する。

事前定義されているポリシー違反通知とカスタムポリシー違反通知は、必要に応じて修正できます。
ただし、事前定義されているポリシー違反通知のプロトコルは変更できません。
ポリシー違反通知の編集

不要になったポリシー違反通
知を削除する。

ポリシー違反通知が必要なくなったときは削除できます。ポリシー違反通知を削除するには、その通
知が使われているすべてのコンテンツフィルタポリシー処理から通知を最初に削除する必要がありま
す。通知を削除しようとすると、その通知を使っているポリシーが表示されます。
ポリシー違反通知の削除

ポリシー違反の通知について
通知は、ポリシー違反があったときに送信されるメッセージで、ポリシーの処理は［通知を送信する］です。通知と注釈
が異なっているのは、注釈はメッセージに追加され、通知は別個のメッセージである点です。通知を送信するように指定
すると、その他の処理が指定されている場合以外は、もとのメッセージが本来の受信者に配信されます。通知はすべての
種類のポリシーに対して使えます。ポリシーの処理を指定するときに、利用する通知を選択できます。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

ポリシーの処理と機能

Symantec Messaging Gateway には、利用できる事前定義済みの通知がいくつか用意されています。独自の通知メッ
セージを作成することもできます。事前定義済みの通知は修正可能で、ポリシーで使われない場合にのみ削除できます。

通知は以下の任意の人に送信できます。

• メッセージの送信者
• メッセージの受信者
• サードパーティ（管理者など）

通知メッセージの件名と本文テキストは、変数を使ってカスタマイズできます。次に例を示します。

The message concerning $subject$ sent by $sender$ 

to $recipients$ was stripped of $attachments$.

ポリシー違反通知の作成
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ポリシー違反通知の作成
通知は、メッセージがポリシーで指定された条件に一致し、その処理が［通知を送信する］に設定されている場合に
SMG が送信する事前定義済みメッセージです。通知を作成すると、指定した通知名が［通知］ページに表示されます。
レピュテーション、スパム、マルウェア、脅威対策、コンテンツフィルタポリシーに対して［通知を送信する］を選択し
ているときは、この名前は［通知］リストにも表示されます。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

通知の受信者は、通知の送信元の電子メールアドレスに返信できます。返信は、From: ヘッダーのアドレスではなく、エ
ンベロープアドレスのアドレスに送られます。監視されるアカウントの電子メールアドレスを指定するか、または返信が
監視されないことを知らせる文を通知に含めてください。

電子メール通知変数を使って、通知の件名テキストと本文テキストをカスタマイズできます。テキスト内で 1 つ以上の
通知変数を使うことも、まったく使わないこともできます。

「電子メール通知変数属性」に、メッセージの件名テキストと本文テキストのカスタマイズに使用できる通知変数と、各
変数タグの置換結果を示します。

Table 74: 電子メール通知変数属性

属性名 変数タグ メッセージの結果

送信者 $sender$ 配信された通知メッセージ内では、この変数タグは送信者の電
子メールアドレスに置き換わります。

受信者 $recipients$ 配信された通知メッセージ内では、この変数タグは受信者電子
メールアドレスのカンマ区切りのリストに置き換わります。

件名 $subject$ 配信された通知メッセージ内では、この変数タグは元のメッ
セージの件名に置き換わります。

添付ファイル名 $attachments$ 配信された通知メッセージ内では、この変数タグは、元のメッ
セージに添付されている上位レベルの添付ファイルのカンマ区
切りのリストに置き換わります。

メッセージ ID $messageid$

Note: この変数は、［メッ
セージ属性を含める (省略可
能):］メニューには表示され
ません。通知に追加するに
は、通知の件名または本文に
変数タグを入力する必要があ
ります。

配信された通知メッセージ内では、この変数タグは元のメッ
セージのメッセージ ID に置き換わります。
メッセージ ID は、管理者への通知に非常に便利です。管理者
はメッセージ ID を使用して、システムを経由したメッセージ
に関するその他の情報を迅速に追跡できます。

通知を作成するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

ポリシー違反の通知について

ポリシー違反通知を作成するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［通知］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［通知の説明］ボックスに通知の名前を入力します。

説明は 255 文字を超えないようにしてください。
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4. ［送信元］ボックスに、通知メッセージの From  ヘッダーに表示する電子メールアドレスを入力します。

この電子メールアドレスは、admin@symantecexample.com のように、ドメイン名を含む完全な形式で指定してくだ
さい。

5. ［送信先］で、次の 1 つ以上のオプションにチェックマークを付けます。

送信者 このボックスにチェックマークを付けると、（From: ヘッダに記載されている送信者ではなく）メッセー
ジ エンベロープに記載されている送信者に通知が送信されます。

受信者 このボックスにチェックマークを付けると、（To: ヘッダに記載されている受信者ではなく）メッセージ
エンベロープに記載されている受信者に通知が送信されます。

その他 このボックスにチェックマークを付けると、指定した 1 つ以上の電子メールアドレスに通知が送信されま
す（これらの電子メールアドレスは完全な形式で指定する必要があります）。チェックマークを付けた場
合は、電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスを指定する場合は、各アドレスをカ
ンマ、セミコロン、またはスペースで区切ります。

6. ［件名］で、［エンコード］ドロップダウンリストをクリックし、通知の件名の文字エンコードを変更します。

7. 必要な場合は、［メッセージ属性を含める］ドロップダウンリストをクリックし、件名に含める変数の種類を選択し
て［追加］をクリックします。

この変数は［件名］テキストボックスに表示されます。

8. ［件名］テキストボックスに、通知メッセージの件名ヘッダーに表示されるテキストを入力します。

9. ［本文］で、［エンコード］ドロップダウンリストをクリックし、通知の本文の文字エンコードを変更します。

10.必要な場合は、［メッセージ属性を含める］ドロップダウンリストをクリックし、本文に含める変数の種類を選択し
て［追加］をクリックします。

この変数は［メッセージ本文］テキストボックスに表示されます。

11.［メッセージ本文］テキストボックスに、通知メッセージの本文のテキストを入力します。

12.通知メッセージに元のメッセージを添付する場合は、［元のメッセージを添付する］にチェックマークを付けます。

13.［保存］をクリックします。

ポリシー違反通知の編集
事前定義されているポリシー違反通知とカスタムポリシー違反通知は、必要に応じて修正できます。ただし、事前定義さ
れているポリシー違反通知のプロトコルは変更できません。

ポリシー違反通知を編集するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

ポリシー違反通知の作成

ポリシー違反通知の削除

ポリシー違反通知を編集するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［通知］の順に選択します。

2. 編集する通知の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［編集］をクリックします。

編集する通知をクリックすることもできます。
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4. 必要に応じて変更します。

5. ［保存］をクリックします。

ポリシー違反通知の削除
ポリシー違反通知が必要なくなったときは削除できます。ポリシー違反通知を削除するには、その通知が使われているす
べてのコンテンツフィルタポリシー処理から通知を最初に削除する必要があります。通知を削除しようとすると、その通
知を使っているポリシーが表示されます。

ポリシー違反通知を削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

ポリシー違反通知を削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［通知］の順に選択します。

2. 削除する通知の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

その通知を使う処理が出現するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの先頭に表示されます。先
にこれらのポリシーのこの処理を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

ポリシー違反の通知について

辞書の管理
禁止された語句の辞書を使用して、その辞書をコンテンツフィルタポリシーの条件に適用できます。

「辞書の管理」では、コンテンツフィルタ辞書を管理するすべての方法を説明します。必要に応じて、いずれかのタスク
をどの順序でも実行できます。

Table 75: 辞書の管理

タスク 説明

Symantec Messaging
Gateway がコンテンツ
フィルタポリシールール
で辞書を使用する方法を
理解する

辞書は、特定のトピックに関係する語、句、ファイル名、ファイル名の拡張子のリストです。コンテンツ
フィルタポリシー条件に辞書が含まれている場合、電子メールメッセージに辞書の内容が含まれているか
どうかが検索されます。
コンテンツフィルタの辞書について
辞書を使うときの考慮事項
Premium の辞書とカスタムコンテンツフィルタ辞書

辞書の内容に対してテキ
ストファイルをスキャン
する

テキストファイル以外の添付ファイルも辞書に対してチェックできます。テキスト形式以外のファイルを
スキャンすればコンテンツフィルタの効果は最大になりますが、システムの負荷が増加してパフォーマン
スが低下する場合があります。
テキスト形式以外の添付ファイルでのコンテンツフィルタ違反のスキャン

辞書に語句をインポート
またはエクスポートする

この機能は、コントロールセンターとスキャナの新しい配備を設定するときに役立ちます。コントロール
センターとスキャナの既存の配備に、新しい配備で使いたい辞書の語句が含まれているものとします。新
しい配備で使いたい語句をエクスポートできます。その後、コントロールセンターのコンピュータから新
しい配備にそれらの語句をインポートできます。
辞書からの語句のエクスポート
辞書への語句のインポート

辞書の語句を有効または
無効にする

事前定義済みの語句とは、Symantec Messaging Gateway が提供する語句です。事前定義済みの辞書の語
句は削除できません。ただし、コンテンツフィルタポリシーで使わない事前定義済みの語句は無効にでき
ます。
辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化
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タスク 説明

独自の辞書を作成する Symantec Messaging Gateway には、コンテンツフィルタポリシーで利用できる Premium 辞書とカスタ
ム辞書が用意されています。ただし、特定のニーズに合わせて独自のユーザー定義の辞書を作成できま
す。
ユーザー定義の辞書の作成

必要に応じて辞書を編集
する

必要に応じてすべての種類（Premium、カスタム、ユーザー定義）の辞書を修正できます。
辞書の編集

辞書からユーザー定義語
句を削除する

ユーザー定義語句は、任意の種類の辞書（Premium、カスタム、ユーザー定義）にユーザーが追加した語
句です。ユーザー定義語句は、必要なくなれば削除できます。
辞書からのユーザー定義語句の削除

辞書の語句を検索する 複数の辞書の語句の有効化や無効化、修正、または削除を行う必要がある場合があります。すべての種類
の辞書（Premium、カスタム、ユーザー定義）で使われている語句を検索できます。
辞書の語句の検索

辞書を削除する ユーザーが作成したユーザー定義辞書は、カスタムフィルタポリシーで使われていなければ削除できま
す。
辞書の削除

コンテンツフィルタの辞書について
辞書は、特定のトピックに関係する語、句、ファイル名、ファイル名の拡張子のリストです。コンテンツフィルタポリ
シー条件に辞書が含まれている場合、電子メールメッセージに辞書の内容が含まれているかどうかが検索されます。プ
レーンテキストファイル以外の添付ファイルをスキャンするように Symantec Messaging Gateway を設定すると、添付
ファイルも辞書の内容に対してスキャンされます。

テキスト形式以外の添付ファイルでのコンテンツフィルタ違反のスキャン

コンテンツフィルタポリシーは、（正規表現分析ではなく）サブストリングテキスト分析を使って参照されている辞書と
の一致を評価します。メッセージの部分文字列が辞書のエントリと一致すると、Symantec Messaging Gateway はユー
ザーがポリシーで指定した処理を実行します。

辞書との一致処理のために、用語は英数文字の A-Z、a-z、および 0-9 のみで構成してください。他のすべての文字は区
切り文字です。たとえば、辞書で「bad」という用語を検索すると、下線文字が語句の区切り文字として扱われるので、
「bad_guy」のような用語も一致として検出されます。ただし、「bad1」は「1」が用語の一部と見なされるので、一致
として検出されません。

辞書の項目には、区切り文字を含めることができます。「ice cream」、「415-738-2623」などの辞書用語は、辞書用語
の両側に区切り文字があればメッセージと一致します (「chocolate ice cream is tasty! (チョコレートアイスクリームはお
いしい!)」、「pls call me (415-738-2623) ASAP! (今すぐ私 (415-738-2623) に電話してください)」など)。「pls call me
(415-738-2623x12) ASAP! (今すぐ私 (415-738-2623x12) に電話してください)」という用語は、「x12」が「2623x12」
という用語の一部と見なされるので一致しません。
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使うことができる辞書の種類は次のとおりです。

Premium の辞書とカスタ
ム辞書

Symantec Messaging Gateway に用意されているほとんどの Premium の辞書とカスタム辞書には、すで
に事前定義済みの語、句、文字が含まれています。Premium の辞書とカスタム辞書の内容を表示し、既存
のキーワードを有効または無効にして、語、句、文字を追加できます。
Premium の辞書やカスタム辞書を使う前に、それらの内容を調査し、ニーズを満たしているかどうかを判
断します。ニーズを満たしていない場合は、必要なユーザー定義の語句を新しく追加できます。使わない
事前定義済みの語句を無効にすることもできます。
一部の Premium の辞書とカスタム辞書は空です。それらの辞書をコンテンツフィルタポリシーで使うに
は、ユーザー定義の語句を辞書に入れる必要があります。

Note: 「ambiguous (あいまい)」(Profanity (ambiguous) など) とマークが付加されている辞書には、文
脈によっては正当である場合もある用語が含まれています。

Premium の辞書とカスタムコンテンツフィルタ辞書
ユーザー定義の辞書 Premium の辞書とカスタム辞書に加えて、ユーザー定義の辞書を作成できます。サイト特有のニーズや企

業のニーズに適合させるためユーザー定義の辞書を作成します。この辞書には少なくとも 1 つの語句を含
める必要があります。

「各種類の辞書で実行できるタスク」に、異なる種類の辞書を使って実行できるタスクを示します。

Table 76: 各種類の辞書で実行できるタスク

タスク Premium ま
たはカスタム ユーザー定義

新しい辞書の作成
ユーザー定義の辞書の作成

X

辞書の編集
辞書の編集

X X

辞書の削除
辞書の削除

X

語句の辞書へのインポート
辞書への語句のインポート

X X

辞書からの語句のエクスポート
辞書からの語句のエクスポート

X

辞書内の語句の有効化と無効化
辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化

X

辞書内の語句の削除
辞書からのユーザー定義語句の削除

X

辞書内の語句の検索
辞書の語句の検索

X X

辞書を使うときの考慮事項

テキスト形式以外の添付ファイルでのコンテンツフィルタ違反のスキャン
Symantec Messaging Gateway はディクショナリに対してコンテンツフィルタ違反を検出するためにあらゆる添付ファ
イルのテキストを調べることができます。添付ファイルをスキャンすればコンテンツフィルタの効果は最大になります
が、システムの負荷が増加してパフォーマンスが低下する場合があります。

辞書の管理

コンテンツフィルタについて
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添付ファイルでコンテンツフィルタ違反をスキャンするには
1. ［プロトコル］>［SMTP］>［設定］をクリックし、［コンテンツスキャン］タブをクリックします。

2. ［添付ファイル内の辞書の語句のスキャンを有効にする］にチェックマークを付けます。

3. ［保存］をクリックします。

辞書からの語句のエクスポート
Symantec Messaging Gateway では、カスタム辞書から語句をエクスポートできます。デフォルトでは、エクスポート
された語句は DictionaryWords.txt という名前のテキストファイルに保存されます。特定の語句を選択してエクス
ポートすることはできません。辞書のすべての語句をエクスポートする必要があります。

NOTE

プレミアムの辞書から語句をエクスポートすることはできません。

この機能は、コントロールセンターとスキャナの新しい配備を設定するときに役立ちます。コントロールセンターとス
キャナの既存の配備に、新しい配備で使いたい辞書の語句が含まれているものとします。新しい配備で使いたい語句をエ
クスポートできます。その後、コントロールセンターのコンピュータから新しい配備にそれらの語句をインポートできま
す。

辞書への語句のインポート

カスタム辞書を削除する前に、記録を残すためにカスタム辞書をエクスポートすることもできます。必要ならエクスポー
トしたファイルを復元できます。

辞書の削除

カスタム辞書から語句をエクスポートするには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

辞書から語句をエクスポートするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. エクスポートする語句を含む辞書の横のボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［エクスポート］をクリックします。

4. ［ファイルのダウンロード］ダイアログボックスで［保存］をクリックします。

5. ［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、ファイル名を入力し、ファイルを保存する場所を指定し、［保存］を
クリックします。

6. ［保存］をクリックします。

7. ［ダウンロードの完了］ダイアログボックスで、テキストファイルを表示するには［開く］をクリックし、ダイアロ
グボックスを閉じるには［閉じる］をクリックします。

辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化
事前定義済みの語句とは、Symantec Messaging Gateway が提供する語句です。事前定義済みの辞書の語句は削除でき
ません。ただし、コンテンツフィルタポリシーで使わない事前定義済みの語句は無効にできます。

NOTE

辞書（Premium、カスタム、ユーザー定義）のユーザー定義の語句は無効にできません。ユーザー定義の単語
を使わない場合は削除する必要があります。

辞書からのユーザー定義語句の削除

事前定義済みの語句を有効または無効にするには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

コンテンツフィルタの辞書について

ユーザー定義の辞書の作成
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辞書の事前定義済みの語句を無効または有効にするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. 有効または無効にする語句を含む辞書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックし
ます。

辞書の語句の検索

3. 有効または無効にする事前定義済みの語句の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

リストの語句すべてを選択するには［語句］にチェックマークを付けます。

4. 次のいずれかのタスクを実行します。

［無効］をクリックしま
す。

辞書がポリシーの条件になっている場合、Symantec Messaging Gateway はメッセージを評価するとき
に、削除した語句を検索しません。

［有効］をクリックしま
す。

Symantec Messaging Gateway はメッセージを評価するときに、この語句を検索します。

5. ［保存］をクリックします。

ユーザー定義の辞書の作成
Symantec Messaging Gateway には、コンテンツフィルタポリシーで利用できる Premium 辞書とカスタム辞書が用意さ
れています。ただし、特定のニーズに合わせて独自のユーザー定義の辞書を作成できます。

ユーザー定義の辞書を追加するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

コンテンツフィルタの辞書について

辞書への語句のインポート

辞書の編集

辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化

ユーザー定義の辞書を作成するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［辞書名］フィールドに辞書の名前を入力します。

4. ［省略可能な説明］フィールドに辞書の説明を入力します。

5. ［語句を入力］フィールドで、辞書に追加する語句を入力します。

6. ［追加］をクリックして、語句を［語句］リストに追加します。

語句は追加すると自動的に有効になります。

7. 手順「［語句を入力］フィールドで、辞書に追加する語句を入力します。」と「［追加］をクリックして、語句を
［語句］リストに追加します。」を繰り返します。語句は追加すると自動的に有効になります。」を繰り返して、さ
らに語句を追加します。

8. ［保存］をクリックします。

辞書への語句のインポート
すべての種類（Premium、カスタム）の辞書に語句をインポートできます。インポートするファイルは UTF-8 形式の改
行区切りのテキストファイルである必要があり、1 行に 1 つの語または句が記述されている必要があります。このファイ
ルはコントロールセンターのコンピュータからアクセスできる必要があります。
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NOTE

拡張 ASCII のファイルはサポートされません。

コンテンツフィルタの辞書について

ユーザー定義の辞書の作成

辞書の編集

辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化

辞書に語句をインポートするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. 語句をインポートする辞書の横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［辞書の追加］ページで、［インポート］をクリックします。

4. ［インポート］で、次のいずれかのタスクを実行します。

• ［ファイル名］フィールドに、インポートするテキストファイルの名前を入力します。
• インポートするテキストファイルを探すには、［参照］をクリックします。

新しくインポートした語句はデフォルトで有効にされます。

5. ［保存］をクリックします。

辞書の編集
必要に応じてすべての種類（Premium、カスタム、ユーザー定義）の辞書を修正できます。

ユーザー定義の辞書の作成

NOTE

ユーザー定義の辞書を作成して少なくとも 1 つの語を追加した後、その辞書には少なくとも 1 つの語が常に含
まれている必要があります。ユーザー定義の辞書が不要になった場合は、削除できます。

辞書の削除

辞書を編集するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

辞書を編集するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. 編集する辞書の横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. 必要な修正を行います。

ユーザー定義の辞書の作成

辞書への語句のインポート

辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化

辞書からのユーザー定義語句の削除

4. ［保存］をクリックします。

辞書からのユーザー定義語句の削除
ユーザー定義語句は、任意の種類の辞書（Premium、カスタム、ユーザー定義）にユーザーが追加した語句です。ユー
ザー定義語句は、必要なくなれば削除できます。
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NOTE

事前定義されている語句は削除できません。ただし、コンテンツフィルタポリシーで使いたくない事前定義語
句を無効にできます。

辞書の事前定義済みの語句の有効化と無効化

辞書からユーザー定義語句を削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

辞書からユーザー定義語句を削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. 削除するユーザー定義語句を含む辞書の横のボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

辞書の語句の検索

3. ［辞書の編集］ページで、削除するユーザー定義語句の横のボックスにチェックマークを付けます。

リストの語句すべてを選択するには［語句］にチェックマークを付けます。

4. ［削除］をクリックします。

5. ［保存］をクリックします。

辞書の語句の検索
複数の辞書の語句の有効化や無効化、修正、または削除を行う必要がある場合があります。すべての種類の辞書
（Premium、カスタム、ユーザー定義）で使われている語句を検索できます。

語句を検索すると、［辞書］ページの先頭にメッセージが表示されます。メッセージでは、語句を含んでいるすべての辞
書の一覧が示されます。一致がなければ、「語句と一致する辞書はありません」というメッセージが表示されます。

辞書で語句を検索するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

ユーザー定義の辞書の作成

辞書で語句を検索するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. ［辞書］ページの［語句を検索］フィールドに、検索する語句を入力します。

3. ［検索］をクリックします。

辞書の削除
ユーザーが作成したユーザー定義辞書は、カスタムフィルタポリシーで使われていなければ削除できます。ユーザー定義
辞書を削除する前に、記録を残しておくため語句をテキストファイルにエクスポートできます。テキストファイルは必要
に応じて再インポートできます。

NOTE

Premium 辞書またはカスタム辞書は削除できません。

辞書からの語句のエクスポート

辞書への語句のインポート

ユーザー定義辞書を削除するには、最初にその辞書が使われているすべてのコンテンツフィルタポリシー条件から辞書を
削除する必要があります。辞書を削除しようとすると、その辞書を使用しているポリシーが表示されます。

ユーザー定義辞書を削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

コンテンツフィルタの辞書について

辞書を削除するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［辞書］の順に選択します。

2. ［辞書］ページで、削除する辞書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

その辞書を使う条件が出現するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの先頭に表示されます。先
にこれらのポリシーのこの条件を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

Premium の辞書とカスタムコンテンツフィルタ辞書
Symantec Messaging Gateway は、コンテンツフィルタポリシーの条件を作成するときに利用できる Premium の辞書と
カスタムコンテンツフィルタ辞書を備えています。

コンテンツフィルタの辞書について

「Premium の辞書、カスタム辞書、関連テンプレート」に、Premium の辞書とカスタム辞書のリストを示し、辞書使用
時に利用が推奨されるポリシーテンプレートを示します。

Table 77: Premium の辞書、カスタム辞書、関連テンプレート

辞書名 関連テンプレート

ABA Routing Number Keywords PIPEDA、Employee Data Protection、Customer Data
Protection、Swift Codes、Employee Data Protection、State Data
Privacy、Gramm-Leach-Bliley

Affiliate Domains State Data Privacy
Analysts' Email Addresses NASD Rule 2711 and NYSE Rules 351 and 472
California Keywords
Illinois Keywords
Letter/12 Num. DLN State Words
New Jersey Keywords
New York Keywords

State Data Privacy

Canadian Social Ins. No. Words PIPEDA、Canadian Social Insurance Number
Company Name Keywords（ユーザー定義） SEC Fair Disclosure Regulation、Sarbanes-Oxley
Competitor Domains Competitor Communications
Confidential Keywords（ユーザー定義）
Internal Use Only Keywords（ユーザー定義）
Proprietary Keywords（ユーザー定義）
Not for Distribution Words（ユーザー定義）

Confidential Documents

Confidential/Proprietary Words Sarbanes-Oxley
Credit Card Number Keywords Credit Card Numbers、Payment Card Industry Data Security

Standard、Customer Data Protection、Employee Data
Protection、PIPEDA

Design Document Extensions Design Documents
Disease Names HIPAA（PHI を含む）、Caldicott Report
EAR CCL Keywords、EAR Country Codes Export Administration Regulations（EAR）
EU Country Codes EU Data Protection Directives
Financial Keywords Sarbanes-Oxley

Financial Information
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辞書名 関連テンプレート

Gambling Keywords, Confirmed、Gambling Keywords,
Suspect

Gambling

GPG Encryption Keywords
PGP file extensions
PGP8 Keywords

Encrypted Data

Hacker Keywords、Keylogger Keywords Network Security
ITAR Country Codes
ITAR Munition Names

International Traffic in Arms Regulations（ITAR）

Job Search Keywords, Education
Job Search Keywords, General
Job Search Keywords, Work

Resumes

M & A Project Code Names（ユーザー定義） Mergers and Acquisitions Data
Manufd. Controlled Substances
Street Drug Names

Illegal Drugs

Media Files Extensions メディアファイル
Medical Treatment Keywords HIPAA（PHI を含む）
NASD 2711 Keywords（ユーザー定義） NASD Rule 2711 and NYSE Rules 351 and 472
NASD 3010 General Keywords
NASD 3010 Stock Keywords
NASD 3010 Buy/Sell Keywords

NASD Rule 3010 and NYSE Rule 342

OFAC Country Codes
OFAC SDN Country Codes
SDN List

Office of Foreign Assets Control（OFAC）

Offensive Language, Explicit
Offensive Language, General

Offensive Language

Other Sensitive Information US Intelligence Control Markings（CAPCO）& DCID 1/7
Password Filenames Password Files
Prescription Drug Names HIPAA（PHI を含む）

Caldicott Report
Publishing Document Extensions Publishing Documents
Racist Language Racist Language
Restricted Recipients Restricted Recipients
SEC Fair Disclosure Keywords SEC Fair Disclosure Regulation
Secret
Top Secret
Classified or Restricted

Defense Message System（DMS）GENSER Classification
US Intelligence Control Markings（CAPCO）& DCID 1/7

Sensitive Keywords NERC Security Guidelines for Electric Utilities
Sensitive Project Code Names Project Data
Sex. Explicit Words, Confirmed
Sex. Explicit Words, Possible
Sex. Explicit Words, Suspect

Sexually Explicit Language

Source Code Extensions Source Code
SWIFT Code Keywords SWIFT Codes
TPO Email Addresses HIPAA（PHI を含む）
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辞書名 関連テンプレート

UK Electoral Roll Number Words UK Electoral Roll Numbers
Data Protection Act 1998
Human Rights Act 1998

UK Tax ID Number Keywords UK Tax ID Numbers
Data Protection Act 1998

UK NIN Keywords UK National Insurance Number
Data Protection Act 1998
Caldicott Report

UK Keywords UK Drivers License Numbers
UK Electoral Roll Numbers
Data Protection Act 1998
Human Rights Act 1998

UK Passport Keywords UK Passport Numbers
Data Protection Act 1998

UK Personal Data Keywords Human Rights Act 1998
US ITIN Keywords Individual Taxpayer Identification Numbers
US SSN Keywords US Social Security Numbers

Employee Data Protection
Violence Keywords
Weapons Keywords

Violence and Weapons

Vulnerability Keywords NERC Security Guidelines for Electric Utilities

パターンを使ったポリシー違反の検出
Symantec Messaging Gateway には、コンテンツフィルタポリシー条件で使用できる事前定義済みの基本パターンと
Premium パターンが用意されています。

「パターンの管理」では、パターンを使用して実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順
序でも実行できます。

Table 78: パターンの管理

タスク 説明

パターンとパターンの使
用方法について理解を深め
る。Symantec Messaging
Gateway でインストールされ
るパターンの種類についても
理解する。

Symantec Messaging Gateway は、パターンを使ってポリシー違反を検出できる機能を備えていま
す。パターンは、クレジットカード番号のパターンのように、一般的に知られている内容の形式を表
す正規表現またはシステムパターンです。Symantec Messaging Gateway には、事前定義済みの基本
パターンと Premium パターンが用意されています。独自のカスタムパターンを作成することもできま
す。
パターンについて

カスタムパターンを作成す
る。

基本パターンや正規表現からコピーした構文を使って、独自のカスタムパターンを作成できます。カ
スタムパターンは表示、編集、削除が可能です。カスタムパターンの例としては、米国以外の電話番
号のパターンが挙げられます。
独自のカスタムパターンの作成

カスタムパターンを編集す
る。

基本パターンと Premium パターンを編集することはできません。ただし、作成したカスタムパターン
は編集できます。
パターンの編集
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タスク 説明

カスタムパターンを削除す
る。

基本パターンや Premium パターンを編集することはできません。ただし、作成したカスタムパターン
は、不要になった場合は削除できます。
パターンの削除

パターンについて
Symantec Messaging Gateway は、パターンを使ってポリシー違反を検出できる機能を備えています。パターンは、ク
レジットカード番号のパターンのように、一般的に知られている内容の形式を表す正規表現またはシステムパターンで
す。Symantec Messaging Gateway には、事前定義済みの基本パターンと Premium パターンが用意されています。独自
のカスタムパターンを作成することもできます。

これらのパターンはすべて、ポリシー条件を定義するときに［コンテンツフィルタポリシー条件］ページの［パターンに
一致する］または［パターンに一致しない］ドロップダウンリストに表示されます。

「コンテンツフィルタポリシー条件のパターン」に、使用可能なパターンの種類を示します。
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Table 79: コンテンツフィルタポリシー条件のパターン

パターン 説明

基本 基本パターンは、パフォーマンステスト済みの既知の正規表現で
あり、ポリシー内で使うほかに、カスタムパターンを作成すると
きの見本として使うこともできます。基本パターンは表示できま
すが、編集や削除はできません。
検出される基本的なクレジットカードのパターン
は、Visa、Master Card、AMEX、および Discover の各カードの
みです。
事前定義済みの基本パターンとその構文は次のとおりです。
• Credit Card

\b(?<!-)((4\d{3})|(5[1-5]\d{2})|(6011))(-?)\d{4}\5\d{4}\5\d {4}
(?!-)\b|(\b)(?<!-)3[4,7]\d{13}(?!-)\b

• 電子メールアドレス
\b([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*@([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-
Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9})\b

• Social Security Number
\b(?<!-)(\d{3})([ -]?)(\d{2})\2(\d{4})(?!-)\b

• US Phone Number
\b(?<!-)((1([\s.-]?)[2-9]\d{2}\3\d{3}\3\d{4})|([2-9]\d(2)
([ .-]?)\d{3}\2\d{4})|(\d{3}([ .-]?)\d{4}))(?!-)\b

• US Zip Code
\b(?<!-)((\d{5})|(\d{5}\-\d{4}))(?!-)\b

Premium Premium パターンでは、誤検知の件数を減らすために、正規表
現の検索に加えて追加のチェックと検証が実行されます（Luhn
チェックなど）。これらのパターンを表示、編集、削除すること
はできません。
事前定義済みの Premium パターンと、それらを使えるポリシー
テンプレートは次のとおりです。
• Valid Credit Card

Credit Card Numbers、Customer Data Protection、Employee
Data Protection、PIPEDA、State Data Privacy、Payment
Card Industry Data Security Standard、Gramm-Leach-Bliley

• Valid IP address
Network Diagrams

• Valid Social Security Number
HIPAA、Gramm-Leach-Bliley、US Social Security
Numbers、Individual Taxpayer Identification
Numbers（ITIN）、State Data Privacy、Customer Data
Protection、Employee Data Protection

Note: 有効なクレジットカード（Valid Credit Card）と有効な社会
保障番号（Valid Social Security Number）のパターンは、基本パ
ターンで提供されるクレジットカード（Credit Card）と社会保障
番号（Social Security Number）のパターンとは異なります。有効
なパターンには、完全性と正確さの保証に役立つルールチェック
機能が含まれています。

カスタム 基本パターンや正規表現からコピーした構文を使って、独自の
カスタムパターンを作成できます。カスタムパターンは表示、編
集、削除が可能です。カスタムパターンの例としては、米国以外
の電話番号のパターンが挙げられます。
独自のパターンを作成するためには正規表現に関する拡張リソー
スを参照する必要があります。
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コンテンツフィルタポリシーの作成

独自のカスタムパターンの作成

パターンの編集

パターンの削除

独自のカスタムパターンの作成
Symantec Messaging Gateway にはポリシー条件から参照できる基本パターンと Premium パターンがありま
す。Symantec Messaging Gateway はこれらのパターンを使用して、制限したいデータを示す文字パターンをメッセー
ジで検索します。

基本パターンのすべてまたは一部をコピーしてカスタムパターンで使うことができます。また、正規表現を使うこともで
きます。

パターンについて

コンテンツフィルタポリシー条件での正規表現の使用

カスタムパターンの例として、米国以外の電話番号のためのパターンを作成できます。たとえば、オーストラリアにはさ
まざまな形式の電話番号があります。その形式の 1 つに「nn nnnn nnnn」というパターンがあります。

この形式のオーストラリアの電話番号を検出するには、次のパターンを作成します。

\b(([(]0\d[)]|0\d)\s)?\d{4}\s\d{4}\b

パターンには国際ダイヤルの国別コードの形式が含まれる場合もあります。

NOTE

独自のパターンを作成するためには正規表現に関する拡張リソースを参照する必要があります。

カスタムパターンを作成するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

パターンの編集

パターンの削除

独自のカスタムパターンを作成するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［パターン］の順に選択します。

2. ［カスタム］タブをクリックします。

3. ［追加］をクリックします。

4. ［パターン名］フィールドにカスタムパターンの名前を入力します。

5. ［正規表現］フィールドに正規表現を入力します。

6. ［保存］をクリックします。

パターンの編集
基本パターンと Premium パターンを編集することはできません。ただし、作成したカスタムパターンは編集できます。
一度に編集できるのは 1 つのパターンのみです。カスタムパターンを編集するには、完全管理権またはポリシーの修正
権限が必要です。

パターンを編集するには
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1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［パターン］の順に選択します。

2. ［カスタム］タブをクリックします。

3. 編集するパターンの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

カスタムパターンの名前をクリックしてもパターンを編集できます。

4. ［パターン名］フィールドで、必要に応じてパターン名を編集します。

パターン名を変更すると、そのカスタムパターンを参照しているすべてのポリシーにその変更が適用されます。

5. ［正規表現］フィールドで、必要に応じて正規表現を編集します。

6. ［保存］をクリックします。

パターンについて

コンテンツフィルタポリシー条件での正規表現の使用

独自のカスタムパターンの作成

パターンの削除

パターンの削除
基本パターンや Premium パターンを編集することはできません。ただし、作成したカスタムパターンは、不要になった
場合は削除できます。

カスタムパターンを削除するには、最初に、そのパターンが使われているすべてのコンテンツフィルタポリシーからパ
ターンを削除する必要があります。パターンを削除しようとすると、そのパターンを使用しているポリシーが表示されま
す。

カスタムパターンを削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

パターンについて

パターンを削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［パターン］の順に選択します。

2. ［カスタム］タブをクリックします。

3. 削除するパターンの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

削除のためにすべてのパターンを選択するには、［パターン］の横にあるチェックボックスにチェックマークを付け
ます。

4. ［削除］をクリックします。

そのパターンを使う条件が出現するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの先頭に表示されま
す。先にこれらのポリシーのこの条件を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

パターンについて

ポリシー違反の注釈の作成と管理
注釈は、メッセージがフィルタポリシーに違反している場合に Symantec Messaging Gateway がメッセージの本文に追
加するテキストです。ポリシーを作成するときに、［注釈の追加］処理を選択すると、ドロップダウンメニューから注釈
を選択できます。［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［注釈］ページでは、このメニューに注釈を追加したり、既存の注
釈を編集または削除したりすることができます。

注釈を追加または編集するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。
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NOTE

注釈は通知とは異なります。注釈のテキストは、メッセージに追加されるものです。通知はポリシーに違反し
ている場合に送信される独立したメッセージであり、ポリシー処理は［通知を送信する］です。

注釈を削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［注釈］の順にクリックします。

2. ［注釈］ページで、［追加］をクリックします。

3. ［注釈の追加］ページで、注釈の説明を入力します。

この説明は、ポリシーに注釈の処理を追加するとき、ドロップダウンメニューに表示されます。

4. エンコードの種類を選択します。

5. ［テキスト形式 (必須)］ボックスに、メッセージに追加するテキストを入力します。

コンテンツフィルタメッセージのテキストは 65,000 文字を超えないようにしてください。

［注釈の追加］をポリシーの処理として選択した場合、注釈をメッセージ本文の先頭に追加するよう選択できます。
または、メッセージの末尾に注釈を追加するよう選択できます。注釈は、メッセージ本文とは別の行に表示されま
す。ただし、メッセージ本文とより区別しやすくするために、注釈テキストの前または後に、空白行またはダッシュ
の行を追加できます。

6. (省略可能) ［HTML］ボックスには、メッセージの HTML パート (存在する場合) に追加するテキストを入力します。

プレーンテキストのメッセージと HTML メッセージは同じ内容にすることを推奨します。HTML 用の注釈テキストを
追加しない場合、プレーンテキスト用の注釈が HTML メッセージに追加されます。

HTML 用のテキストは 128 文字を超えないようにしてください。「<b>太字のテキスト</b>」などの HTML フォー
マットタグを使うことはできますが、HTML 構造化タグはサポートされません。

7. ［保存］をクリックします。

注釈を編集するには、［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［注釈］で注釈を選択し、［編集］をクリックします。

注釈を削除するには、［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［注釈］で注釈を選択し、［削除］をクリックします。

ポリシーの処理と機能

リストを使った禁止された添付ファイルの検出
「リストの管理」では、ポリシー条件の添付ファイルリストを使用して禁止された添付ファイルの種類を識別する方法を
説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 80: リストの管理

タスク 説明

ポリシーの添付ファイルリス
トを使用する方法について理
解を深める。

添付ファイルリストには、Symantec Messaging Gateway で検出する拡張子とアプリケーションの種
類が含まれています。添付ファイルリストはコンテンツフィルタポリシーの条件として使います。拡
張子リストにある拡張子を持つ添付ファイルが検出されると、ユーザーが指定した処理が適用されま
す。拡張子にかかわらず、電子メールの添付ファイルを作成したアプリケーションに基づいてファイ
ルの種類を判断できます。
添付ファイルリストについて

添付ファイルリストを作成す
る。

Symantec Messaging Gateway では事前定義済みの添付ファイルリストを提供されていて、添付ファ
イルリストの作成や、独自のカスタム添付ファイルリストの作成に使用できます。
添付ファイルの種類を検出するためのリストの作成
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タスク 説明

既存の添付ファイルリストを
修正する。

必要に応じて、既存の添付ファイルリストを編集できます。
添付ファイルリストの編集

不要になったカスタム添付
ファイルリストを削除する。

作成した添付ファイルリストが必要なくなったときは削除できます。事前定義されている添付ファイ
ルリストは削除できません。
添付ファイルリストの削除

デフォルトの添付ファイルリ
ストを表示する。

このトピックでは、すべての事前定義済みの添付ファイルリストについて説明します。
デフォルトの添付ファイルリスト

添付ファイルリストに Perl 互
換の正規表現を使用する方法
を理解する。

これらのトピックでは、コンテンツフィルタポリシーに使用できる Perl 互換の正規表現について、例
を示しながら説明します。
Perl 互換の正規表現
Perl 互換の正規表現の例

添付ファイルリストについて
添付ファイルリストには、Symantec Messaging Gateway で検出する拡張子とアプリケーションの種類が含まれていま
す。拡張子リストにある拡張子を持つ添付ファイルが検出されると、ユーザーが指定した処理が適用されます。拡張子に
かかわらず、電子メールの添付ファイルを作成したアプリケーションに基づいてファイルの種類を判断できます。

添付ファイルリストは、以下のものを任意に組み合わせて作成できます。

実際のファイルクラス 実際のファイルクラスとは、類似したファイルの種類とアプリケーションがグループ化されたカテゴリの
ことです。たとえば、「デスクトップパブリッシング」や「ムービーファイル」は実際のファイルクラス
です。
実際のファイルクラスの内部に、実際のファイルの種類があります。たとえば、「FrameMaker」は実際
のファイルクラス「デスクトップパブリッシング」内にある実際のファイルの種類です。
実際のファイルクラス内に含まれる実際のファイルの種類のリストは修正できません。そのまま使う必要
があります。

実際のファイルの種類 実際のファイルの種類は実際のファイルクラスの内部に含まれています。実際のファイルの種類は拡張子
またはアプリケーションから成っています。たとえば、カテゴリ「デスクトップパブリッシング」内の実
際のファイルの種類の 1 つが、FrameMaker です。カテゴリ「ムービーファイル」内の実際のファイルの
種類の 1 つが、MPEG ムービーです。
実際のファイルの種類のリストでは、項目の追加と削除が可能です。

Note: 「アーカイブファイル」の添付ファイルリストは、実際のファイルの種類で MIME をサポートして
いません。文書ファイルの添付ファイルリストは、実際のファイルの種類で HTML をサポートしていませ
ん。

一般的なファイルの拡張
子と MIME の種類

一般的なファイルの拡張子と MIME の種類を指定できます。たとえば、作成元のアプリケーションとは無
関係に、すべての .jpeg 添付ファイルをフィルタで除外できます。
MIME についての技術的な解説は、次の RFC を参照してください。
https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

Symantec Messaging Gateway にはデフォルトの添付ファイルリストが用意されています。ただし、デフォルトの添付
ファイルリストは修正できないため、それらのリストをコピーしてから、必要に応じて複製を修正できます。または、独
自のカスタム添付ファイルリストを作成できます。

デフォルトの添付ファイルリスト

添付ファイルの種類を検出するためのリストの作成

添付ファイルの種類を検出するためのリストの作成
電子メールの添付ファイルの種類を検出して処理するには、コンテンツフィルタポリシーの条件で添付ファイルリストを
使います。たとえば、コンテンツフィルタポリシーの条件として、.exe 添付ファイルが添付されているメッセージを検
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出する添付ファイルリストを割り当てることができます。その後、.exe 添付ファイルを含むメッセージが検出された場
合に Symantec Messaging Gateway が適用する処理を指定できます。

Symantec Messaging Gateway には、自分用の添付ファイルリストを作成するために使うことができるデフォルトの添
付ファイルリストがあります。すべての添付ファイルリスト (デフォルトとカスタム) は、［電子メールコンテンツフィ
ルタポリシー］ページの［条件］セクションに表示されます。したがって、コンテンツフィルタポリシーを設定するとき
に、条件として使う添付ファイルリストを簡単に選択できます。

添付ファイルリストを作成するときは、実際のファイルクラス、実際のファイルの種類、共通の拡張子、MIME タイプ
の、任意の組み合わせを使うことができます。

NOTE

MIME の種類およびファイル拡張子ベースの添付ファイルリストは、一部の転送されたメッセージの場合な
ど、MIME ヘッダーに記述されていない添付ファイルの除去には有効ではありません。添付ファイルの種類の
すべてのインスタンスを確実に削除するには、実際のファイルの種類を可能な限り使うように添付ファイルリ
ストを設定してください。

添付ファイルリストを作成するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

添付ファイルリストについて

添付ファイルリストの編集

添付ファイルの種類を検出するためのリストを作成するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［添付ファイルリスト］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［添付ファイルリスト名］ボックスに添付ファイルリストの名前を入力します。

4. ［添付ファイルの種類の追加］で、次のいずれかのタスクを実行します。

実際のファイルのクラス
を添付ファイルリストに
追加するには

次のタスクをすべて行います。
• ［ファイルクラス］リストの上で、［もしも］の横のラジオボタンをクリックします。
• 添付ファイルの種類のドロップダウンリストをクリックし、［実際のファイルクラスが］を選択しま
す。

• ［ファイルクラス］リストで、添付ファイルリストに追加するクラス (1 つまたは複数) を選択しま
す。
連続していない複数の項目を選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。連続している
項目のブロックを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。

実際のファイルクラスを選択すると、そのクラスに含まれる実際のファイルの種類がすべて、添付ファイ
ルリストに追加されます。ファイルの種類を追加または削除することはできません。

実際のファイルの種類を
添付ファイルリストに追
加するには

次のタスクをすべて行います。
• ［ファイルクラス］リストの上で、［もしも］の横のラジオボタンをクリックします。
• 添付ファイルの種類のドロップダウンリストをクリックし、［実際のファイルの種類が］を選択しま
す。
［実際のファイルの種類が］はデフォルトオプションです。

• ［ファイルクラス］リストで、添付ファイルリストに追加する実際のファイルの種類を含む実際の
ファイルクラスを選択します。
連続していない複数の項目を選択するには、Ctrl キーを押しながらクリックします。連続している
項目のブロックを選択するには、Shift キーを押しながらクリックします。
デフォルトの添付ファイルリスト

• ［ファイルの種類］ボックスで、添付ファイルリストに追加する実際のファイルの種類を選択しま
す。
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ファイル名、拡張子、ま
たは MIME タイプに基づ
いてファイル拡張子を追
加するには

次のタスクをすべて行います。
• 独自の拡張子を追加するには、［ファイルクラス］リストで、［もしも］の横のラジオボタンをク
リックします。

• ［拡張子が］ドロップダウン リストをクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。
– ファイル名
– 拡張子
この値はデフォルトです。

– MIME-type（MIME の種類）
• ［と等しい］ドロップダウン リストをクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。

– を含む
– で始まる
– で終わる
– と等しい
この値はデフォルトです。

• 隣のテキストボックスに、ただ 1 つのファイル名、拡張子、または MIME タイプを入力します。
MIME の種類を入力するときは、「image」または「image/gif」のように完全な形式で入力します。

5. ［追加］をクリックすると、指定した添付ファイルの種類が添付ファイルのリストに追加されます。

6. 添付ファイルのリストにさらに添付ファイルの種類を追加する場合は、手順 4 と 5 を繰り返します。

7. ［保存］をクリックします。

添付ファイルリストの編集
作成したカスタム添付ファイルリストは編集できます。デフォルトの Premium 添付ファイルリストは修正できません。

デフォルトの添付ファイルリスト

リスト名の修正、リストへの拡張子の追加、リストからの拡張子の削除が可能です。

添付ファイルリストを編集するには、完全管理権とポリシーの修正権限が必要です。

添付ファイルリストについて

添付ファイルリストを編集するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［添付ファイルリスト］の順に選択します。

2. ［添付ファイルリスト］ページで、修正するカスタム添付ファイルリストの横にあるチェックボックスにチェック
マークを付け、［編集］をクリックします。

添付ファイルリストの名前をクリックしても編集できます。

3. 次のいずれかのタスクを行います。

• 添付ファイルリストの名前を修正します。
• リストにファイルクラス、拡張子、ファイルの種類を追加します。
添付ファイルの種類を検出するためのリストの作成

• ［添付ファイルの種類］リストで、削除する添付ファイルの種類を選択し、［削除］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

添付ファイルリストの削除
カスタム添付ファイルリストが不要になった場合は削除できます。Premium 添付ファイルリストは削除できません。

添付ファイルリストを削除するには、その添付ファイルリストが使われているすべてのコンテンツフィルタポリシーか
ら、添付ファイルリストを使うための条件を最初に削除する必要があります。Symantec Messaging Gateway には、添
付ファイルリストを削除しようとすると、その添付ファイルリストを使っているポリシーが表示されます。
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添付ファイルリストを削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

添付ファイルリストについて

添付ファイルリストを削除するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［リソース］、［添付ファイルリスト］の順に選択します。

2. ［添付ファイルリスト］ページで、削除する添付ファイルリストの横にあるチェックボックスにチェックマークを付
けます。

3. ［削除］をクリックします。

その添付ファイルリストを使う条件が出現するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの先頭に表
示されます。先にこれらのポリシーのこの条件を削除または修正してから、この手順を繰り返してください。

コンテンツフィルタポリシーの表示、編集、追加、管理

Perl 互換の正規表現
このセクションではコンテンツフィルタポリシーで使うことができる Perl 互換の正規表現について説明します。

Table 81: 正規表現のメタ文字

メタ文字/ 構築 説明

。 ピリオド: 入力文字列の任意の 1 桁の文字に一致します。
^ 山型記号: 入力行の先頭を表します。たとえば、「^A」は行の先頭の文字「A」に一致する正規表

現です。「^」文字は、正規表現の先頭、または「(」文字や「|」文字の後に付けることが許可さ
れている唯一の特殊文字です。

$ ドル記号: 入力行の終わりを表します。たとえば、「A$」は行の末尾の文字「A」に一致する正規
表現です。「$」文字は、正規表現の末尾、または「)」文字や「|」文字の前に付けることが許可
されている唯一の特殊文字です。
このメタ文字をメッセージ本文内の行単位の照合には使用できないことに注意してください。

* アスタリスク: アスタリスクの左隣の文字の 0 個以上のインスタンスに一致します。たとえば、
「A*」は「A」、「AA」、「AAA」などに一致します。またこれはヌル文字列にも一致します
（「A」の出現回数ゼロ）。

? 疑問符: 疑問符の左隣の文字の 0 個または 1 個のインスタンスに一致します。
+ プラス記号: プラス記号の左隣の文字の 1 個以上のインスタンスに一致します。
\ エスケープ: メタ文字の特殊な意味をオンまたはオフにします。例： 「\.」はドット文字にのみ一

致します。「\$」はリテラルのドル記号に一致します。「\」はリテラルの「\」文字に一致しま
す。

| パイプ: パイプのいずれかの側の表現に一致します。たとえば、「exe|com|zip」は exe、com、ま
たは zip に一致します。

[文字列] 角カッコ: 角カッコ内の 1 つの文字または照合要素に一致します。リストと同様です。カッコ内の
文字の大文字と小文字は区別されません。
カッコ内の文字は、エスケープ文字（\）が文字列の各文字の前に置かれているかのように、リテ
ラルとして評価されます。
角カッコ内の 1 番目の文字が山型記号（^）の場合、この表現は、角カッコ表現内の文字または照
合要素を除く、すべての文字または照合要素に一致します。
山型記号（^）の後の 1 文字目がダッシュ（-）または右角カッコ（]）の場合、その文字はリテラ
ルのダッシュまたは右角カッコのみに一致します。

(文字列)
\(文字列\)

丸カッコ: 正規表現の一部をグループ化します。丸カッコ内の文字列は残りの文字列よりも優先さ
れます。

Perl 互換の正規表現の例
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Perl 互換の正規表現の例
「Perl 互換の正規表現の例」では、Perl 互換の表現の例を示します。

Perl 互換の正規表現

Table 82: Perl 互換の正規表現の例

文字 説明 例 一致する例

。 任意の 1 文字に一致します。 j.n jen、jon、j2n、j$n
.. 任意の 2 文字に一致します。 jo.. john、josh、jo4#
.* 0 個以上の文字に一致します。 sara.* sara、sarah、sarahjane、saraabc

%123
.* s.*m.* sm、sam、simone、s321m$xyz
.+ 1 個以上の文字に一致します。 sara.+ sarah、sarahjane、saraabc%123
.+ s.+m.+ simone、s321m$xyz
\. ピリオドに一致します。 stop&#165;. stop.
\* アスタリスクに一致します。 b&#165;*&#165;* b**
\+ プラス記号に一致します。 18\+ 18+
\/ スラッシュに一致します。 18\/ 18/
［0-9]{n} n 個の数字（社会保障番号など）に一

致します。
[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4} 123-45-6789

アーカイブされたメッセージの保存場所の指定
組織は特定のポリシーに違反するメッセージのコピーを管理できます。アーカイブ機能を使うためには、コンテンツフィ
ルタポリシーを作成するときに、処理として［メッセージをアーカイブする］を指定する必要があります。

ポリシーごとに電子メールのアーカイブ先を設定することもできます。

ポリシーの処理と機能

組織にとってこの機能が役立つ代表的なシナリオを以下に示します。

• 従業員や他の組織を対象として起きる可能性がある訴訟に備える
• 規制コンプライアンスの目的でレコードを保守する必要がある
• 特定グループの従業員のレコードを保存したい

メッセージが［メッセージをアーカイブする］処理が設定されたポリシー違反のトリガになると、Symantec Messaging
Gateway はそのメッセージをコピーします。コピーは指定の電子メールアドレス、アーカイブサーバーのいずれか、ま
たは両方に送信されます。

メッセージをアーカイブするには、完全管理権またはポリシーの修正権利が必要です。

アーカイブされたメッセージの保存場所を指定するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［設定］、［アーカイブ］の順に選択します。

2. ［アーカイブ電子メールアドレス］ボックスに、kyi@symantecexample.com のような完全な電子メールアドレスを
入力します。

3. ［アーカイブサーバーホスト］フィールドに、アーカイブサーバーホストの名前を入力します。

このサーバーホストは、手順 2 で指定したアーカイブ電子メールアドレスのホスト名または IP アドレスです。
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4. ［アーカイブサーバーホスト］を指定した場合は、［アーカイブサーバーポート］にサーバーホストのポート番号を
入力します。

5. アーカイブサーバーホストに対応する情報を見つけるために MX ルックアップを使ってアーカイブメッセージをルー
ティングする場合は、［MX ルックアップを有効にする］にチェックマークを付けます。

6. アーカイブサーバーの情報を既存のポリシーすべてで入手可能にするには、［現在のすべてのポリシーに適用す
る］をクリックします。

7. ［保存］をクリックします。
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コンテンツフィルタインシデントの管理

コンテンツインシデントフォルダの設定
「コンテンツインシデントフォルダの管理」では、コンテンツインシデントフォルダを管理する方法を説明します。必要
に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 83: コンテンツインシデントフォルダの管理

タスク 説明

コンテンツインシデントフォルダ
と、それらを使用してコンテンツ
フィルタインシデントを管理する方
法を理解する。

コンテンツインシデントフォルダは、コンテンツフィルタのポリシー違反のインシデントを
編成、監視、管理する助けとなります。使うコンテンツフィルタポリシーの種類ごとにコン
テンツインシデントフォルダを作成することを推奨します。たとえば、HIPAA テンプレート
を使ってポリシーを作成する場合は、HIPAA のコンテンツインシデントフォルダを作成しま
す。そのフォルダを使って HIPAA ポリシーインシデントを監視できます。
コンテンツインシデントフォルダについて

フォルダのサイズを管理可能な状態
に保持する方法を理解する。

Symantec Messaging Gateway には、コンテンツインシデントフォルダのサイズを管理でき
る抹消機能があります。抹消はユーザーが指定した頻度で自動的に動作します。
コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

コンテンツインシデントフォルダを
作成する。

コンテンツインシデントフォルダを作成すると、コンテンツポリシー違反で生成されるイン
シデントの編成、監視、管理に役立ちます。デフォルトの情報インシデントフォルダと検疫
インシデントフォルダを含めて 1,000 個までのフォルダを作成できます。
コンテンツインシデントフォルダの作成

既存のコンテンツインシデントフォ
ルダを修正する。

コンテンツインシデントフォルダは必要に応じて編集できます。
コンテンツインシデントフォルダの編集

既存のコンテンツインシデントフォ
ルダを削除する。

作成したコンテンツインシデントフォルダは、不要になった場合は削除できます。ただし、
デフォルトの情報インシデントフォルダや検疫インシデントフォルダは削除できません。
コンテンツインシデントフォルダの削除

ディスク容量を最大にするために、
抹消機能をスケジュール設定して
コンテンツインシデントフォルダの
メッセージを削除する。

Symantec Messaging Gateway は、コンテンツインシデントフォルダのサイズを管理する抹
消機能を備えています。抹消を実行する頻度を指定できます。
コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュール設定

コンテンツインシデントフォルダについて
コンテンツインシデントフォルダは、コンテンツフィルタのポリシー違反のインシデントを編成、監視、管理する助け
となります。使うコンテンツフィルタポリシーの種類ごとにコンテンツインシデントフォルダを作成することを推奨しま
す。たとえば、HIPAA テンプレートを使ってポリシーを作成する場合は、HIPAA のコンテンツインシデントフォルダを
作成します。そのフォルダを使って HIPAA ポリシーインシデントを監視できます。

コンテンツフィルタポリシーを設定する前にコンテンツインシデントフォルダを作成してください。そうすれば、コンテ
ンツフィルタポリシーを作成するときに、インシデントを作成する処理を選択すると、そのフォルダをオプションとして
利用できます。インシデントを作成するフォルダを指定しない場合、そのポリシーに違反するメッセージは［情報インシ
デント］フォルダに保存されます。

コンテンツフィルタポリシーの作成

コンテンツフィルタのフォルダを作成するときは、使うフォルダの種類を選択する必要があります。
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Symantec Messaging Gateway では次の種類のコンテンツインシデントフォルダを利用できます。

レビュー保留（コンテン
ツ検疫）

レビューしたいインシデントにはこの種類のフォルダを使います。このフォルダにはコンテンツフィルタ
違反をトリガするメッセージを保持でき、このフォルダを使ってそれらのメッセージをレビューして、
メッセージの処理方法を決定できます。そのポリシーに対する以降の処理はすべて、インシデントがレ
ビューされるまで延期されます。

Note: ［レビュー保留 (コンテンツ検疫)］フォルダのメッセージは、まだ見直されていなくても、指定し
た設定に基づいて抹消されます。

これらのフォルダは検疫インシデントとしてコントロールセンターに表示されます。
コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

情報インシデント レビュー保留にするインシデントより優先度が低いインシデントの追跡にはこの種類のフォルダを使いま
す。

各フォルダで次の設定を指定することもできます。

• アーカイブタグとタグのエンコード
この設定は省略可能です。

• 抹消の設定
コンテンツインシデントフォルダの最大サイズは必須です。削除するまでにインシデントを保持する日数の設定は省
略可能です。

• そのフォルダにインシデントが記録されたことを示す通知メッセージと、その通知の受信者
この設定は省略可能です。

Symantec Messaging Gateway では、デフォルトの情報インシデントフォルダと検疫インシデントフォルダを含め
て、1,000 個までのコンテンツインシデントフォルダがサポートされます。コンテンツインシデントフォルダを作成する
には、完全管理権または設定を修正する権限が必要です。

コンテンツインシデントフォルダの作成

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について
次のどちらか一方または両方の状況が存在する場合、コンテンツインシデントフォルダが急速にいっぱいになり、多くの
ディスク容量を消費する場合があります。

• コンテンツインシデントフォルダにインシデントを作成する処理が含まれる多数のコンテンツフィルタポリシーがあ
る。

• ポリシーに違反する多数のメッセージがある。

Symantec Messaging Gateway には、コンテンツインシデントフォルダのサイズを管理できる抹消機能があります。抹
消はユーザーが指定した頻度で自動的に動作します。

 269



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

抹消は動作すると、次の基準に基づいてコンテンツインシデントフォルダからインシデントを削除します。

コンテンツインシデント
フォルダの最大サイズ

コンテンツインシデントフォルダの最大サイズは、フォルダ内の各メッセージファイルのブロックサイズ
（ディスク上のサイズ）の合計です。実際のディスクの使用量はこれより高いことがあります。
フォルダが最大サイズに達すると、メッセージが BrightmailLog.log に送られます。警告するように指定さ
れている最大サイズ（たとえば、最大サイズの 120%）にフォルダが達すると、警告が送信されます。複
数のフォルダが最大サイズに同時に達した場合でも、警告が送信されるのは 1 回だけです。ただし、それ
以降にフォルダが最大サイズを超えたことを通知する警告の電子メールは、引き続き受信します。フォル
ダが最大サイズに戻るまで最も古いインシデントが削除されます。
コンテンツフィルタポリシーを最適化する間、サイズに基づいてフォルダを抹消することを推奨します。
その後は、必要に応じて抹消の設定を修正できます。
コンテンツインシデントフォルダの最大サイズを指定する必要があります。デフォルトの最大サイズは 5
GB ですが、この設定は修正できます。

インシデントを格納して
おく日数

必要に応じて、抹消が次のいずれかの処理を実行するまで、インシデントを格納しておく日数を指定でき
ます。
• 承認
このオプションはコンテンツ検疫インシデントフォルダに対してのみ利用可能です。抹消がインシデ
ントを承認した後、インシデントはフォルダから削除されます。

• 拒否
このオプションはコンテンツ検疫インシデントフォルダに対してのみ利用可能です。抹消がインシデ
ントを拒否した後、インシデントはフォルダから削除されます。

• カスタム
この操作は検疫インシデントを作成するためのポリシーアクションを作成するときに指定するカスタ
ム操作です。このオプションはコンテンツ検疫インシデントフォルダに対してのみ利用可能です。抹
消機能がフォルダにカスタム操作を適用した後、インシデントに対して行われる操作はポリシーで定
義されている操作です。

• 削除
このオプションはコンテンツ検疫インシデントフォルダと情報インシデントフォルダの両方に利用可
能です。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

Note: このしきい値に達すると、検疫インシデントフォルダのインシデントはレビューされていなくても
抹消されます。Symantec Messaging Gateway は、最も古いインシデントから始めて、コンテンツフィル
タポリシーで指定されている処理を適用します。Symantec Messaging Gateway は、メッセージが受信さ
れた時点に基づいて電子メールの経過時間を判断します。

コンテンツインシデントフォルダを作成するときに、抹消の基準を設定します。フォルダサイズしきい値と格納日数しき
い値の一方または両方を指定できます。その後、いつでも設定を修正できます。しきい値に達すると、そのフォルダには
それ以上インシデントは作成されません。

コンテンツインシデントフォルダの作成

抹消のサイクルはすべてのコンテンツインシデントフォルダに適用されます。

コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュール設定

コンテンツインシデントフォルダについて

コンテンツインシデントフォルダの作成
コンテンツインシデントフォルダを作成すると、コンテンツポリシー違反で生成されるインシデントの編成、監視、管理
に役立ちます。デフォルトの情報インシデントフォルダと検疫インシデントフォルダを含めて 1,000 個までのフォルダ
を作成できます。

コンテンツインシデントフォルダを作成するには、完全管理権またはポリシーを修正する権限が必要です。

コンテンツインシデントフォルダについて

 270



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

コンテンツインシデントフォルダの編集

コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュール設定

コンテンツインシデントフォルダの削除

コンテンツインシデントフォルダを作成するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［コンテンツインシデントフォルダ名］フィールドに、コンテンツインシデントフォルダの名前を入力します。

そのフォルダに収集するコンテンツの種類を反映した名前を使うことを推奨します。たとえば、HIPPA ポリシーに違
反するメッセージを配置するフォルダには HIPPA という名前を付けます。

4. ［コンテンツインシデントフォルダの種類］ドロップダウンリストをクリックして、使うフォルダの種類を選択しま
す。

5. 必要な場合は、［省略可能なアーカイブタグ］フィールドに、アーカイブでこのフォルダを識別するためのテキスト
を入力します。

このコンテンツインシデントフォルダ内のインシデントに対してアーカイブ処理を指定すると、そのテキストがイン
シデントに追加されます。

6. インシデントアーカイブタグを指定した場合は、［エンコード］ドロップダウンリストで、タグテキストで使う文字
エンコードセットを選択します。

7. 提出機能を有効にするには［このフォルダ内でメッセージ提出ボタンを有効にする］にチェックマークを付けます。

このオプションは、顧客固有のスパム提出機能を有効にした場合にのみ表示されます。

8. ［抹消の設定］で、次のタスクを実行します。

抹消するまでのインシデ
ントの保持日数（省略可
能）を指定するには

次のタスクをすべて行います。
• ［デフォルト処理が起きる前に格納する日数］にチェックマークを付けて、その横にあるフィールド
に日数を入力します。

• ［デフォルト抹消処理］で、インシデントが抹消されるときに実行する処理を指定します。
［情報インシデント］フォルダの場合、利用できるオプションは［削除］だけです。

最大フォルダサイズ（必
須）を指定するには

［しきい値］で、KB、MB、GB のいずれかの単位でサイズを指定します。

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

9. 必要な場合は、［通知の形式］ドロップダウンリストをクリックし、インシデント通知の形式を選択します。

この通知は、手順 11 と手順 12 で指定する受信者に送信され、このフォルダにインシデントが追加されたことを知ら
せます。

インシデント通知の作成

10.インシデント通知テンプレートを表示または編集するには、［編集］をクリックします。

11.［通知の受信者アドレス］フィールドに、このフォルダ内のインシデントについての通知を受け取るコンテンツフィ
ルタ責任者の電子メールアドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は各アドレスをカンマ、セミコロン、スペースのいずれかで区切ります。
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12.［管理者通知］リストで、このフォルダ内のインシデントについて通知したい管理者にチェックマークを付けます。
通知を送信しない場合は、このフィールドを空白のままにします。

管理者を追加するとき、または管理者の設定を修正するときに、このフォルダのインシデントの通知を受信する管理
者を指定できます。

13.［保存］をクリックします。

コンテンツインシデントフォルダの編集
コンテンツインシデントフォルダは必要に応じて編集できます。コンテンツフィルタフォルダを編集するには、完全管理
権またはポリシーの修正権限が必要です。

コンテンツインシデントフォルダについて

コンテンツインシデントフォルダの削除

コンテンツインシデントフォルダの作成

コンテンツインシデントフォルダを編集するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. 編集するコンテンツインシデントフォルダの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックし
ます。

コンテンツインシデントフォルダの名前をクリックしても編集できます。

3. 必要に応じてコンテンツインシデントフォルダの設定を編集します。

4. ［保存］をクリックします。

コンテンツインシデントフォルダの削除
作成したコンテンツインシデントフォルダは、不要になった場合は削除できます。ただし、デフォルトの情報インシデン
トフォルダや検疫インシデントフォルダは削除できません。

フォルダを削除する前に、フォルダのすべての項目の見直しと対応を必要に応じて行うようにすることをお勧めします。
フォルダが使われているすべてのコンテンツフィルタポリシーから、フォルダにインシデントを記録する処理も削除する
必要があります。フォルダを削除しようとすると、Symantec Messaging Gateway から、どのポリシーがそのフォルダ
を処理で使っているかが通知されます。

コンテンツインシデントフォルダを削除するには、完全管理権またはポリシーの修正権限が必要です。

コンテンツインシデントフォルダについて

コンテンツインシデントフォルダの編集

コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュール設定

コンテンツインシデントフォルダを削除するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. 削除するコンテンツインシデントフォルダの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

すべてのフォルダを選択する場合は、［コンテンツインシデントフォルダ］の横のチェックボックスにチェックマー
クを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

このフォルダにインシデントを記録する処理が発生するコンテンツフィルタポリシーを示すメッセージが、ページの
先頭に表示されます。先にこれらのポリシーのこの処理を削除または修正してから、この手順を繰り返してくださ
い。
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コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュール設定
Symantec Messaging Gateway は、コンテンツインシデントフォルダのサイズを管理する抹消機能を備えています。抹
消を実行する頻度を指定できます。デフォルトの頻度は毎日午前 4:00 です。抹消が実行されるときには、コンテンツ
フィルタポリシーで指定したデフォルトの処理が行われます。その後、フォルダのサイズやフォルダに保存する日数と
いったしきい値の基準に基づいてインシデントを削除します。

コンテンツインシデントフォルダの作成

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

コンテンツインシデントフォルダについて

定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュールを設定するには、完全管理権または設定の修正権限を持っている必
要があります。

コンテンツインシデントフォルダの抹消スケジュールを設定するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. ［コンテンツフィルタ抹消サイクル］の［インシデント抹消頻度］ドロップダウンリストで、抹消を実行する頻度を
選択します。

3. ［インシデント抹消開始時刻］ドロップダウンリストで、抹消を実行する時刻を指定します。

4. ［保存］をクリックします。

メッセージの提出オプションが検疫インシデントフォルダに表示されるように設定す
る
管理者は、顧客固有のルールに対するメッセージを検疫インシデントフォルダから Symantec に提出することができま
す。ただし、まずこれらのオプションを、この機能を利用可能にしたい各コンテンツ検疫インシデントフォルダに対し
て表示されるように設定する必要があります。このオプションを有効にすると、管理者のインシデントの詳細ページに
は［これはスパムです］および［これはスパムではありません］オプションが表示されます。

NOTE

この機能は情報インシデントフォルダには使用できません。

このオプションを設定するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

メッセージの提出オプションが検疫インシデントフォルダに表示されるように設定するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. ［コンテンツインシデントフォルダの設定］ページで、新しいコンテンツ検疫インシデントフォルダを追加するか、
既存のフォルダを編集します。

3. ［追加/コンテンツインシデントフォルダの編集］ページの［提出］で、［このフォルダ内でメッセージ提出ボタンを
有効にする］にチェックマークを付けます。

4. ［保存］をクリックします。

コンテンツインシデントフォルダの作成

コンテンツインシデントフォルダの編集

インシデントの監視と処理
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インシデントの監視と処理
コンテンツインシデントフォルダを使うと、インシデントを監視したり、ポリシーの調整が必要かどうかを判断したりで
きます。また、設定したポリシーに基づいて Symantec Messaging Gateway が検出するインシデントも管理できます。

「インシデントの監視および処理」では、インシデントの監視方法と管理方法を説明します。必要に応じて、これらのタ
スクをどの順序でも実行できます。

Table 84: インシデントの監視および処理

タスク 説明

コンテンツインシデントフォル
ダ内のメッセージでできること
について詳しく説明します。

コンテンツインシデントフォルダにはポリシーの状態に違反するメッセージのインシデントが格納
されます。インシデントの情報は潜在的な違反の理解、防止、対応、監査に役立ちます。
インシデントの監視と処理について

コンテンツインシデントフォル
ダにメッセージがあることをコ
ンテンツ管理者に通知します。

Symantec Messaging Gateway では、インシデントがコンテンツインシデントフォルダに追加され
たことを、指定した相手に通知できます。Symantec Messaging Gateway には、必要に応じて修正
できるデフォルトの通知メッセージが用意されています。
インシデント通知の作成

コンテンツインシデントフォル
ダにあるインシデントを確認し
ます。

このトピックでは、［インシデント管理］ページで何ができるかについて説明します。
コンテンツインシデントフォルダのインシデントの表示

複数のインシデントに対して同
じ処理を実行します。

複数のインシデントに同じ処理を一度に実行できます。たとえば、特定の送信者からのすべてのイ
ンシデントを拒否するような場合です。
複数のインシデントの一括処理

カスタムのルールについての
メッセージを提出します。

メッセージが見逃していたスパムや誤検知メッセージだったことを Symantec に通知できます。こ
の情報に基づいて、Symantec では、スパム検出を改善し、管理者による誤検知インシデントの管
理がしやすくなるカスタムのルールを作成します。

Note: この機能は検疫インシデントフォルダにのみ利用できます。

顧客固有のルールに対するメッセージを検疫フォルダから提出する
コンテンツインシデントフォル
ダ内で実行できる処理を習得し
てください。

このトピックでは、コンテンツインシデントフォルダのインシデントに対して実行できる処理を説
明します。
コンテンツインシデントの処理

メッセージを確認したら、アー
カイブします。

インシデントを確認して必要な処理を行った後、メッセージをアーカイブできます。［インシデン
トマネージャ］ページから 1 つ以上のメッセージをアーカイブするか、インシデントの詳細ペー
ジから 1 つずつアーカイブできます。
インシデントのアーカイブ

インシデントの履歴をエクス
ポートします。

インシデントの履歴についての情報すべてをエクスポートできます。たとえば、インシデントが作
成されたとき、状態が変わったとき、メッセージレビュー処理、コメントなどです。エクスポート
に使うエンコードと区切り記号を選択できます。
インシデントの履歴のエクスポート

インシデントの転送します。 さらにレビューを行うために、インシデントをインシデントフォルダに転送できます。インシデン
トを転送するとき、メッセージを転送する相手に指示や期日を知らせるためのコメントを作成でき
ます。元のメッセージを添付するかどうかも指定できます。
インシデントの転送

インシデントを確認したら削除
します。

インシデントをレビューして処理した後、インシデントフォルダのインシデントのボリュームを減
らすためにそれらを削除することを推奨します。インシデントを削除すると、インシデントフォル
ダには表示されなくなり、インシデントを取得することはできません。
インシデントの削除
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タスク 説明

インシデントを処理します。 検疫インシデントフォルダでインシデントを確認した後、インシデントを承認または拒否するか、
カスタムの処理を実行するか、検疫に格納し続けることができます。検疫インシデントフォルダ
のインシデントを修復すると、［メッセージレビューで承認する処理］、［メッセージレビューで
拒否する処理］、［メッセージレビューのカスタムアクション］に対するコンテンツフィルタポリ
シーの処理で指定した処理が実行されます。
検疫されたインシデントの修復

インシデントの状態を更新し、
進行状況を監視します。

インシデントへの変更を反映するようにインシデントの状態を更新できます。インシデントの状
態を見ると、レビュー担当者は、レビュープロセスでのインシデントの現在のステージ、およびレ
ビューの結果がわかります。
インシデントの状態の更新

インシデントの重大度レベルを
修正します。

インシデントをレビューしたら、インシデントの重大度を修正できます。
インシデントの重大度の変更

インシデントの履歴を表示しま
す。

インシデントがどのように進行したか参照するためにインシデントの履歴を表示できます。
インシデントの履歴の表示

インシデントの監視と処理について
コンテンツインシデントフォルダにはポリシーの状態に違反するメッセージのインシデントが格納されます。インシデン
トの情報は潜在的な違反の理解、防止、対応、監査に役立ちます。たとえば、永続的なポリシーを採用する前に、インシ
デントフォルダを使って自社のコンテンツフィルタポリシー違反を監視することができます。

コンテンツインシデントフォルダについて

コンテンツインシデントフォルダに格納されたインシデントは次のように扱うことができます。

情報インシデントフォル
ダのインシデントを監視
する

発生したインシデントを監視できますが、処理する必要はありません。
少なくとも 1 つの処理として指定のフォルダ内に情報インシデントを作成するという処理を含むコンテン
ツフィルタポリシーを作成する必要があります。ポリシー違反が発生した場合、都合のいいときに見直せ
るように、その情報インシデントフォルダにインシデントが作成されます。

レビューおよび修復のた
め検疫インシデントフォ
ルダ内でインシデントを
保持する

見直して適用する処理を判断するために、検疫インシデントフォルダにメッセージを保持できます。
コンテンツフィルタ責任者は次の操作を実行できます。
• インシデントを承認します。
• インシデントを拒否します。
• カスタム処理を実行します。
• インシデントを削除します。
少なくとも 1 つの処理として指定のフォルダ内に検疫インシデントを作成するという処理を含むポリシー
を作成する必要があります。ポリシー違反が発生した場合、見直しと処理のために、そのフォルダ内にイ
ンシデントが作成されます。

コンテンツインシデントフォルダに格納されたメッセージは、修復されるか、抹消によって抹消されるまでそこに残りま
す。

コンテンツインシデントフォルダのインシデントの表示

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

コンテンツインシデントの処理

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

インシデント通知の作成
Symantec Messaging Gateway は、インシデントが発生したことの指定を通知することができます。Symantec
Messaging Gateway には、必要に応じて修正できるデフォルトの通知メッセージが用意されています。
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通知メッセージはカスタマイズ可能で、受信者が電子メール通知メッセージ内のリンクをクリックしてインシデントを表
示または修復できるようにすることができます。リンクをクリックするとコントロールセンターページに移動し、ここで
ユーザーはインシデントに対処することができます。また、ユーザーがリンクをクリックしたときに、コントロールセン
ターにアクセスするにはクレデンシャルを入力しなければならないようにすることも、自動認証されるようにすることも
できます。

電子メールの通知からのインシデントの修復について

コンテンツフィルタ通知変数

インシデントフォルダごとに 1 つの通知メッセージを設定できます。そのインシデントフォルダに固有のメッセージを
設定しても、別のインシデントフォルダで使っているものと同じメッセージを設定してもかまいません。

NOTE

この通知は通知リソースとは異なります。通知リソースでは、ポリシー違反があったことを知らせるために、
メッセージ送信者、メッセージ受信者、サードパーティに通知メッセージを送信できます。通知リソースは、
ポリシー処理が［通知を送信する］に設定されている場合に送信される通知です。

ポリシー違反の通知について

インシデント通知を作成するには、完全管理権または設定の修正権限が必要です。

インシデント通知を作成するには
1. コントロールセンターで、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］の順に選択します。

2. ［コンテンツインシデントフォルダ］リストで、インシデント通知メッセージを作成するコンテンツインシデント
フォルダの名前をクリックします。

または、コンテンツインシデントフォルダ名の隣にあるボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックしま
す。

3. ［通知の設定］の下の［コンテンツインシデントフォルダの設定］ページで、使用したい通知メッセージの形式
を［通知の形式］ドロップダウンリストをクリックして選択します。

［マルチパート（HTML とテキスト）］、［HTML のみ］、［テキストのみ］のいずれかを選択できます。
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4. 通知メッセージを修正する場合は、［通知テンプレート］の隣にある［編集］をクリックします。

5. ［通知テンプレート］ページの［エンコードの種類］で、ドロップダウンリストをクリックして、通知メッセージの
文字エンコードを選択します。

6. ［送信元］ボックスで、インシデントの通知メッセージに表示されるアドレスを From  ヘッダーに入力します。

7. ［件名］ボックスで、インシデントの通知メッセージに表示される件名を Subject  ヘッダーに入力します。

8. ［通知］フィールドで、必要に応じてテキストを修正します。

9. ［保存］をクリックします。

10.［通知あたりの概略エントリの最大数］フィールドに、通知メッセージに含めるエントリの最大数を入力します。

11.［通知頻度］ドロップダウンリストをクリックし、Symantec Messaging Gateway で通知を送信する頻度を指定しま
す。

12.［通知の開始時刻］で、ドロップダウンメニューをクリックし、Symantec Messaging Gateway で通知の送信を開始
する時刻を指定します。

13.この通知の受信者を指定するには、次のいずれかのタスクを実行します。

管理者に通知するには ［管理者通知］で、この通知を受信する管理者の横にあるボックスにチェックマークを付けます。
管理者以外の相手に通知
するには

［通知の受信者アドレス］ボックスに、通知メッセージを受け取る側の電子メールアドレスを入力しま
す。
複数のエントリはカンマで区切ります。

14.［保存］をクリックします。

電子メールの通知からのインシデントの修復について
コンテンツフィルタインシデントが作成されたという通知を管理者または通知の受信者に送信するように Symantec
Messaging Gateway を設定することができます。また、通知を送信する頻度、および通知メッセージに含めるインシデ
ントの最大数を指定することもできます。

コンテンツインシデントフォルダの作成

デフォルトでは、通知メッセージには各インシデントの簡単な説明が含まれます。さらに、コントロールセンターページ
に移動するためのリンクを設定し、そのページでユーザーがインシデントに対処できるように通知メッセージをカスタマ
イズすることもできます。また、ユーザーがインシデントを修復するためにコントロールセンターにアクセスするための
認証を自動化するか、クレデンシャルを入力するようにするかを指定することもできます。

コンテンツフィルタ通知変数

インシデントが情報フォルダにある場合、通知メッセージにはインシデントを表示するためのリンクが含まれます。イン
シデントが検疫インシデントフォルダにある場合、通知メッセージにはインシデントを表示および修復するためのリンク
が含まれます。インシデントを修復する場合、ユーザーは、インシデントを承認または拒否する、あるいはカスタム処理
（カスタム処理が定義されている場合）を適用します。

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

コントロールセンターへのアクセス権を持つユーザーは、コントロールセンターの適切なフォルダインシデントのペー
ジに移動します。このページから、インシデントを表示して修復することができます。コントロールセンターへのアクセ
ス権を持たないユーザーは、コントロールセンター内のメッセージの概略詳細を表示するページに移動します。これらの
ユーザーは、コントロールセンター内の他のページを表示したり、他の場所にナビゲートすることはできません。

自動認証が許可されたユーザーの場合、通知内でユーザーがクリックするリンクは自動的にインシデントに適用されま
す。認証が必要なユーザーは、コントロールセンターのログインページに移動し、ここでクレデンシャルを入力しなけれ
ばなりません。ログオン時に、これらのユーザーは、インシデントを表示または修復するページに自動的に移動します。
管理者と通知の受信者の両方とも、自動認証が許可されます。
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NOTE

コントロールセンターへのアクセス権を持たないユーザーに対して、自動認証を許可することができます。許
可しないと、ユーザーはインシデントの詳細を表示したり検疫インシデントを修復したりすることができませ
ん。

Enforce Server と統合すると、ユーザーが修復リンクをクリックしたときに実行される処理は、次回のアップデート後に
Enforce Server 管理コンソール上で更新されます。

コンテンツインシデントフォルダのインシデントの表示
［インシデント管理］ページで以下のいずれかのタスクを行って、インシデントを表示できます。

• フィルタを使って、インシデントの検索の範囲を狭く、または広くします。
• このページから特定のインシデントについての詳細を表示します。
• 昇順または降順に列をソートします。

すべてのコンテンツインシデントフォルダまたは単一のフォルダの大まかな概略を一度に表示するには、［フォルダの概
要］リンクを使います。

［インシデント管理］ページには、インシデントの表示とナビゲートをカスタマイズするのに役立つ次のツールがありま
す。

ページあたりのエントリ この設定は、1 ページに表示するエントリの数を指定できます。10、25、50、100、200、または 500 を
指定できます。

表示 この設定は、表示するエントリの範囲を指定できます。
前方矢印と後方矢印 前方矢印 <| と後方矢印 |> を使うと、一番最初のページか一番最後のページに移動できます。

1 ページずつ前方か後方に移動するには、後方矢印 < と前方矢印 > を使います。

インシデントは、ユーザーが処理 (削除またはアーカイブ) するか、インシデントが抹消されるまでコンテンツインシデ
ントフォルダに残ります。

インシデントフォルダのコンテンツを表示するには、完全管理権または各コンテンツインシデントフォルダ個別のアクセ
ス権限が必要です。

1. コンテンツインシデントフォルダの内容の概略を表示するには、コントロールセンターで［コンテンツ］、［フォル
ダの概要］の順にクリックします。

デフォルトでは、すべてのフォルダが［コンテンツインシデントフォルダ］の表に表示されます。

2. ［コンテンツインシデントフォルダ］ドロップダウンリストで、概要を表示するフォルダを選択します。

3. ［表示］をクリックします。

状態が［コンテンツインシデントフォルダ］の表に表示されます。

4. コンテンツインシデントフォルダのインシデントを表示するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をクリッ
クします。

5. ［インシデント管理］で、表示するインシデントが含まれるフォルダを選択します。

既存のコンテンツのアップグレードによるテキストの照合機能への影響

インシデントの監視と処理について

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

コンテンツインシデントの処理
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複数のインシデントの一括処理
複数のインシデントに同じ処理を一度に実行できます。たとえば、特定の送信者からのすべてのインシデントを拒否する
ような場合です。

コンテンツインシデントの処理

インシデントフォルダ内のインシデントを処理するには、完全管理権または各コンテンツインシデントフォルダ個別のア
クセス権限が必要です。

複数のインシデントを一括処理するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、処理するインシデントが含まれるフォルダを選択します。

3. 処理するすべてのインシデントのインシデント ID の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

ページに表示されているすべてのインシデントを選択するには、インシデント ID 列の見出しの横にあるチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

4. 選択したすべてのインシデントに対して実行するタスクのオプションをクリックします。

インシデントの監視と処理について

5. 必要な手順に従って処理を完了します。

たとえば、インシデントをエクスポートする場合は、ファイルのエクスポート先の場所を指定する必要があります。

コンテンツインシデントの処理
「コンテンツインシデントの処理」は、コンテンツインシデントフォルダのインシデントに対して実行できる処理の一覧
です。

Table 85: コンテンツインシデントの処理

処理 説明

アーカイブ インシデントをアーカイブします。
インシデントを 1 つずつ、または複数のインシデントを一度にアーカイブできます。
インシデントのアーカイブ

インシデント履歴のエク
スポート

指定した場所にインシデントの履歴をエクスポートします。
インシデントの履歴を 1 つずつ、または複数のインシデントの履歴を一度にエクスポートできます。
インシデントの履歴のエクスポート

インシデントの転送 指定した電子メールアドレスにインシデントを転送します。
電子メールとコメントに件名を追加できます。メッセージのエンコードを選択し、元のメッセージと共に
メッセージを転送するかどうかも指定できます。
インシデントを 1 つずつ、または複数のインシデントを一度に転送できます。
インシデントの転送

インシデントの削除 インシデントを 1 つずつ、または複数のインシデントを一度に削除できます。
インシデントの削除

インシデントの修復 検疫済みのインシデントの処理方法を指定します。
検疫インシデントフォルダのインシデントを修復すると、［メッセージレビューで承認する処
理］、［メッセージレビューで拒否する処理］、［メッセージレビューのカスタム処理］に対するコンテ
ンツフィルタポリシーの処理で指定した処理が実行されます。
インシデントを 1 つずつ、または複数のインシデントを一度に修復できます。格納を指定できるインシデ
ントは一度に 1 つだけです。
検疫されたインシデントの修復
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処理 説明

インシデントの状態の更
新

インシデントの状態を指定します。
状態オプションは次のとおりです。
• 新規
• アクティブ
• 確認済み
• 誤検知
状態を変更できるインシデントは一度に 1 つだけです。
インシデントの状態の更新

インシデントの重大度の
変更

インシデントの重大度を指定します。
重大度は次のとおりです。
• 不明
• 高レベル
• 中レベル
• 軽度
重大度を変更できるインシデントは一度に 1 つだけです。
インシデントの重大度の変更

インシデントの履歴のレ
ビュー

インシデントの履歴全体を表示します。
履歴には、作成、状態または重大度の変更、実行された処理を含めることができます。インシデントの履
歴には、イベントが起きた日時と、イベントに関連してユーザーが作成したコメントが含まれます。
履歴を表示できるインシデントは一度に 1 つだけです。
インシデントの履歴の表示

インシデントの監視と処理について

コンテンツインシデントフォルダについて

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストの表示

インシデントのアーカイブ
インシデントを確認して必要な処理を行った後、メッセージをアーカイブできます。［インシデントマネージャ］ページ
から 1 つ以上のメッセージをアーカイブするか、インシデントの詳細ページから 1 つずつアーカイブできます。

インシデントの監視と処理について

アーカイブされたメッセージの保存場所の指定

インシデントをアーカイブするには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要です。

インシデント管理ページからインシデントをアーカイブするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、レビューしてアーカイブするインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. アーカイブする 1 つ以上のインシデントの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［アーカイブ］をクリックします。

インシデント管理詳細ページからインシデントをアーカイブするには
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5. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

6. ［インシデント管理］で、レビューしてアーカイブするインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

7. ［インシデント ID］列で、レビューしてアーカイブするインシデントの番号をクリックします。

8. ［インシデント管理］詳細ページの右ペインの［インシデント処理］で、［アーカイブ］をクリックします。

スパム電子メールの提出の監視
組織がコントロールセンターの顧客固有のルールに対して実行した提出を監視することができます。

以下に、スパム提出の詳細から確認できる詳細事項を示します。

• どのユーザーが最も頻繁にメッセージを提出するか。
• どの種類のメッセージ（見逃されたスパムまたは誤検知）が最も頻繁に提出されるか。
• 特定の電子メール送信者から、または該当する受信者への提出の数が以上に多いものがないかどうか。
• 提出されたメッセージが有効で、従ってカスタムルール内で発生したかどうか。無効だった場合は、その理由。
• その提出の結果として作成されたルールが現在アクティブかどうか。アクティブな場合、そのルールはいくつのメッ
セージに対して違反を検出したか。

コントロールセンターによってスパム提出をフィルタし、必要な情報より簡単に検索することができます。検索結果の各
項目をクリックして［提出の詳細］ページを表示し、提出および関連するメッセージについての詳細を確認します。

［提出］および［提出の詳細］ページを表示するには、完全管理、スパム提出管理、またはステータスとログ管理の表示
または修正権限が必要です。

スパム電子メールの提出の監視
1. コントロールセンターで、［状態 > 提出 > 提出の詳細］をクリックします。

2. ［提出］ページで、［提出の種類］ドロップダウンメニューをクリックし、フィルタしたい提出の種類を指定しま
す。

• 制限なし
• 見逃されたスパム
• スパムと誤検知

3. ［提出者のタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、提出者のカテゴリを選択します。

• すべて
• 管理
• 遮断
• ［エンドユーザー］

4. ［時間範囲］ドロップダウンメニューをクリックし、メッセージがいつ提出されたかを指定します。

• 過去 1 時間
• 過去 1 日
• ［過去 1 週間］
• ［過去 1 カ月］
• カスタマイズ
このオプションを選択する場合、開始日と開始時刻、および終了日と終了時刻を指定することができます。

5. ［件名］ドロップダウンメニューをクリックして、メッセージの件名を指定します。

• 一致する (または一致しない)
• 以下のように、一致する（または一致しない）場合の基準を指定します。
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– ［部分文字列 (大文字と小文字を区別する)］
– 部分文字列 (大文字と小文字を区別しない)
– 完全一致 (大文字と小文字を区別)
– ［完全一致 (大文字と小文字を区別しない)］
– ワイルドカード式
このフィールド入力できる区切り文字は、ドット（.）、アットマーク（@）、ハイフン（-）、下線文字（_）
です。アスタリスク（*）はワイルドカードメタ文字として認識されます。

• 隣のテキストボックスに、文字列、テキスト、またはワイルドカード式を入力します。

6. 次の検索基準に基づいて、特定の提出者の電子メールアドレスを指定します。

• 一致する (または一致しない)
• 以下のように、一致する（または一致しない）場合の基準を指定します。

– ［部分文字列 (大文字と小文字を区別する)］
– 部分文字列 (大文字と小文字を区別しない)
– 完全一致 (大文字と小文字を区別)
– ［完全一致 (大文字と小文字を区別しない)］
– ワイルドカード式
このフィールド入力できる区切り文字は、ドット（.）、アットマーク（@）、ハイフン（-）、下線文字（_）
です。アスタリスク（*）はワイルドカードメタ文字として認識されます。

• 隣のテキストボックスに、文字列、テキスト、またはワイルドカード式を入力します。

7. 次の検索基準に基づいて特定の送信者を指定します。

• 一致する (または一致しない)
• 以下のように、一致する（または一致しない）場合の基準を指定します。

– ［部分文字列 (大文字と小文字を区別する)］
– 部分文字列 (大文字と小文字を区別しない)
– 完全一致 (大文字と小文字を区別)
– ［完全一致 (大文字と小文字を区別しない)］
– ワイルドカード式
このフィールド入力できる区切り文字は、ドット（.）、アットマーク（@）、ハイフン（-）、下線文字（_）
です。アスタリスク（*）はワイルドカードメタ文字として認識されます。

• 隣のテキストボックスに、文字列、テキスト、またはワイルドカード式を入力します。

8. 次の検索基準に基づいて本来の受信者を指定します。

• 一致する (または一致しない)
• 以下のように、一致する（または一致しない）場合の基準を指定します。

– ［部分文字列 (大文字と小文字を区別する)］
– 部分文字列 (大文字と小文字を区別しない)
– 完全一致 (大文字と小文字を区別)
– ［完全一致 (大文字と小文字を区別しない)］
– ワイルドカード式
このフィールド入力できる区切り文字は、ドット（.）、アットマーク（@）、ハイフン（-）、下線文字（_）
です。アスタリスク（*）はワイルドカードメタ文字として認識されます。

• 隣のテキストボックスに、文字列、テキスト、またはワイルドカード式を入力します。
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9. 次のいずれかのオプションを選択します。

フィルタの消去 現在のフィルタ処理条件をメモリから消去します。
検索結果を表示 指定した条件に一致するメッセージを検索して表示します。

このオプションを選択する場合、一致する提出が表に表示されます。

10.特定の提出に関する詳細を表示するには、アイテムをクリックして［提出の詳細］ページを表示します。

11.検索結果をエクスポートしたい場合は、以下の手順をすべて実行します。

• ［CSV のエクスポート］をクリックします。
• ［提出状態をエクスポート］ダイアログボックスで、［ファイルエンコード］ドロップダウンリストをクリック
し、使用したいエンコードの種類を指定します。

• ［CSV 区切り記号］ドロップダウンリストをクリックし、区切り文字の種類を選択します。
• ［エクスポート］をクリックします。

インシデントの履歴のエクスポート
インシデントの履歴についての情報すべてをエクスポートできます。たとえば、インシデントが作成されたとき、状態が
変わったとき、メッセージレビュー処理、コメントなどです。エクスポートに使うエンコードと区切り記号を選択できま
す。

1 つ以上のインシデントの履歴を一度にエクスポートできます。インシデントの履歴をエクスポートするには、完全管理
権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要です。

インシデントの監視と処理について

インシデントの履歴の表示

インシデントの履歴をエクスポートするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、エクスポートするインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. 履歴をエクスポートする 1 つ以上のインシデントの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［エンコード］ドロップダウンリストをクリックして、エンコードを選択します。

5. ［区切り記号］ドロップダウンリストをクリックして、使う区切り記号を選択します。

6. ［インシデント履歴のエクスポート］をクリックして、インシデント履歴をエクスポートします。

7. ファイルを保存するか、または開くかを選択します。ファイルを保存する場合は、望ましい場所を参照し、選択しま
す。

インシデントの転送
さらにレビューを行うために、インシデントをインシデントフォルダに転送できます。インシデントを転送するとき、
メッセージを転送する相手に指示や期日を知らせるためのコメントを作成できます。元のメッセージを添付するかどうか
も指定できます。

［インシデント管理］ページから 1 つ以上のメッセージを転送することも、インシデントの詳細ページから一度に 1 つ
のインシデントを転送することもできます。

インシデントを転送するには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの変更権限が必要です。
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インシデントの監視と処理について

1. インシデント管理ページからインシデントを転送するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックしま
す。

2. ［インシデント管理］で、レビューして転送するインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. 転送する 1 つ以上のインシデントの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［インシデントの転送］をクリックします。

5. ［メッセージの転送］ページの［エンコード］で、ドロップダウンリストをクリックしてエンコードの種類を選択し
ます。

6. ［メッセージの内容］で、［転送先］テキストボックスに電子メールアドレスを入力します。

7. ［件名］テキストボックスに件名を入力します。

8. メッセージを修正せずに転送する場合は、［もとのメッセージをそのまま転送する］にチェックマークを付けます。

このオプションは、メッセージに影響を及ぼす可能性がある、ポリシーに基づく処理（添付ファイルの削除やクリー
ニングなど）を加えることなく、メッセージを元の状態のまま転送します。

9. ［コメント］テキストボックスに、インシデントの電子メールに追加するメッセージを入力します。

10.［送信］をクリックします。

11.インシデント管理詳細ページからインシデントを転送するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をクリック
します。

12.［インシデント管理］で、レビューして転送するインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

13.［インシデント ID］列で、レビューして転送するインシデントの番号をクリックします。

14.［インシデント管理］詳細ページの右ペインの［インシデント処理］で、［転送］をクリックします。

15.［メッセージの転送］ページの［エンコード］で、ドロップダウンリストをクリックしてエンコードの種類を選択し
ます。

16.［メッセージの内容］で、［転送先］テキストボックスに電子メールアドレスを入力します。

17.［件名］テキストボックスに件名を入力します。

18.メッセージを修正せずに転送する場合は、［もとのメッセージをそのまま転送する］にチェックマークを付けます。

このオプションは、メッセージに影響を及ぼす可能性がある、ポリシーに基づく処理（添付ファイルの削除やクリー
ニングなど）を加えることなく、メッセージを元の状態のまま転送します。

19.［コメント］テキストボックスに、電子メールに追加するメッセージを入力します。

20.［送信］をクリックします。

インシデントの削除
インシデントをレビューして処理した後、インシデントフォルダのインシデントのボリュームを減らすためにそれらを削
除することを推奨します。インシデントを削除すると、インシデントフォルダには表示されなくなり、インシデントを取
得することはできません。

抹消のしきい値に合うインシデントは自動的に削除されます。

コンテンツインシデントフォルダのサイズの管理について

インシデントマネージャのページから 1 つ以上のメッセージを、またはインシデントの詳細ページから 1つずつ、メッ
セージを削除できます。

インシデントを削除するには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要です。
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インシデントの監視と処理について

1. インシデント管理ページからインシデントを削除するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックしま
す。

2. ［インシデント管理］で、レビューして削除するインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. 削除する 1 つ以上のインシデントの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［削除］をクリックします。

任意で、［すべて削除］をクリックし、確認ダイアログボックスで［削除］をクリックして、ページのインシデント
すべてを削除できます。

5. インシデント管理詳細ページからインシデントを削除するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をクリック
します。

6. ［インシデント管理］で、レビューして削除するインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

7. ［インシデント ID］列で、レビューして削除するインシデントの番号をクリックします。

8. ［インシデント管理］詳細ページの右ペインの［インシデント処理］で、［削除］をクリックします。

顧客固有のルールに対するメッセージを検疫フォルダから提出する
顧客固有のルールのためにコンテンツ検疫インシデントフォルダ内のメッセージを Symantec に提出することができま
す。ただし、管理者はまずこれらのオプションがコンテンツインシデントフォルダに表示されるように設定しなければな
りません。

NOTE

このオプションは情報インシデントフォルダには使用できません。

メッセージの提出オプションが検疫インシデントフォルダに表示されるように設定する

メッセージを提出するには、完全管理権またはスパム提出管理の修正権限が必要です。また、特定のコンテンツインシデ
ントフォルダにアクセスするには、変更または表示権限が必要です。

顧客固有のルールに対するメッセージを検疫フォルダから提出するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、カスタムルールに対して提出したいメッセージを含むコンテンツ検疫インシデントフォル
ダを選択します。

3. 次のいずれかのタスクを実行します。

［検疫インシデント］ページ
から 1 つまたは複数のメッ
セージを提出するには

［インシデント ID］列で、提出したいメッセージ (複数可) の横のチェックボックスにチェックマーク
を付け、［これはスパムです］または［これはスパムではありません］をクリックします。

最初にインシデントの詳細を
表示し、次にメッセージを提
出するには

［インシデント ID］列で、インシデントの番号をダブルクリックしてその詳細を表示し、［コンテ
ンツインシデント管理］ページで［これはスパムです］または［これはスパムではありません］をク
リックします。

4. 確認ダイアログボックスで、［これはスパムです］または［これはスパムではありません］をクリックします。

提出が成功すると、提出の種類が選択したメッセージの［提出状態］列に表示されます。

インシデントの監視と処理
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検疫されたインシデントの修復
検疫インシデントフォルダでインシデントをレビューした後は、インシデントを修復（承認、拒否、カスタム操作の適
用）できます。またはそれを保持し続けることができます。

検疫インシデントフォルダのインシデントを修復すると、Symantec Messaging Gateway は以下に対してコンテンツ
フィルタポリシーで指定されている処理を実行します。

• メッセージレビューで承認する処理
• メッセージレビューで拒否する処理
• メッセージレビューのカスタム処理

コンテンツフィルタポリシーに処理を追加する

たとえば、処理が［検疫インシデント］フォルダにインシデントを作成することであるコンテンツフィルタポリシーを
作成するものとします。［メッセージレビューで承認する処理］はメッセージの配信です。［メッセージレビューで拒否
する処理］はメッセージの削除です。［メッセージレビューのカスタム処理］は、メッセージのアーカイブです。このポ
リシーが違反され、インシデントが［検疫インシデント］フォルダに作成されるものとします。インシデントを承認すれ
ば、メッセージは配信されます。インシデントを拒否すれば、メッセージは削除されます。カスタム操作を選択した場合
は、メッセージはアーカイブされます。

Enforce Server と統合すれば、Symantec Messaging Gateway コントロールセンターまたは Enforce Server 管理コ
ンソールを使ってインシデントを修復できます。Enforce Server 管理コンソールを使って修復すると、Symantec
Messaging Gateway と Enforce Server の両方で状態がすぐに更新されます。一方、通知メッセージリンクまたはコント
ロールセンターを使用して行われた修復操作は、Symantec Messaging Gateway が Enforce Server でデータを更新する
ときにのみ、Enforce Server 管理コンソールで更新されます。

［インシデント管理］ページから、1 つ以上のメッセージを修復できます。インシデントの詳細ページからは、一度に 1
インシデントずつ、修復または格納継続することができます。

インシデントの監視と処理について
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1. インシデント管理ページから検疫済みインシデントを修復するには、コントロールセンターで［コンテンツ］をク
リックします。

2. ［インシデント管理］で、レビューして修復するインシデントを含んでいる検疫インシデントフォルダを選択しま
す。

3. 修復する 1 つ以上のインシデントの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［承認］、［拒否］、 または［カスタム］をクリックします。

5. インシデント管理詳細ページから検疫済みインシデントを修復するには、コントロールセンターで［コンテンツ］を
クリックします。

6. ［インシデント管理］で、修復または格納継続するインシデントを含んでいる検疫インシデントフォルダを選択しま
す。

7. ［インシデント ID］列で、レビューして修復または格納継続するインシデントの番号をクリックします。

8. ［インシデント管理］詳細ページの右ペインで、［メッセージレビュー処理］ドロップダウンリストをクリックし、
実行する処理を選択します。

9. 必要に応じて、［コメント］ボックスに処理についてのコメントを入力します。

10.［更新］をクリックします。

インシデントの状態の更新
インシデントへの変更を反映するようにインシデントの状態を更新できます。インシデントの状態を見ると、レビュー担
当者は、レビュープロセスでのインシデントの現在のステージ、およびレビューの結果がわかります。

状態オプションは次のとおりです。

新規 インシデントは発生しましたが、状態はまだ更新されていません。
この設定は、インシデントが最初に作成されたときに割り当てられるデフォルトの状態です。

アクティブ このインシデントは現在レビュー中です。
確認済み このインシデントは有効です。
誤検知 このインシデントは無効です。

状態を変更できるインシデントは一度に 1 つだけです。

インシデントの監視と処理について

インシデントの状態を更新するには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要です。

インシデントの状態を更新するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、レビュー、修復または格納継続するインシデントを含んでいる検疫インシデントフォルダ
を選択します。

3. ［インシデント ID］列で、レビューして修復または格納継続するインシデントの番号をクリックします。

4. ［インシデント管理］詳細ページの右ペインで、［状態を更新］ドロップダウンリストをクリックし、新しい状態を
選択します。

5. 必要に応じて、［コメント］ボックスにコメントを入力します。

6. ［更新］をクリックします。

インシデントの重大度の変更
インシデントをレビューしたら、インシデントの重大度を修正できます。
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重大度は次のとおりです。

• 不明
この設定はインシデントが作成されたときのデフォルトの重大度です。

• 高レベル
• 中レベル
• 軽度

重大度を変更できるインシデントは一度に 1 つだけです。

インシデントの監視と処理について

インシデントの重大度を更新するには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要で
す。

インシデントの重大度を更新するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、重大度を変更するインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. ［インシデント ID］列で、重大度を変更するインシデントの番号をクリックします。

4. ［インシデント管理］詳細ページの右ペインで、［重大度を更新］ドロップダウンリストをクリックし、新しい状態
を選択します。

5. 必要に応じて、［コメント］ボックスにコメントを入力します。

6. ［更新］をクリックします。

インシデントの履歴の表示
インシデントがどのように進行したか参照するためにインシデントの履歴を表示できます。

履歴を表示できるインシデントは一度に 1 つだけです。

インシデントの監視と処理について

インシデントの履歴を表示するには、完全管理権または特定のコンテンツインシデントフォルダの表示権限が必要です。

インシデントの履歴のエクスポート

インシデントの履歴を表示するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］で、レビューするインシデントを含んでいるフォルダを選択します。

3. ［インシデント ID］列で、履歴をレビューするインシデントの番号をクリックします。

インシデントの履歴が、［インシデント管理］詳細ページの［インシデント履歴］の下に表示されます。

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストの表示
Symantec Messaging Gateway はコンテンツフィルタポリシーに違反したテキストを識別できます。また、テキストが
含まれているメッセージ部分を示します（たとえば、件名かメッセージ本文）。特定のインシデントの詳細を表示すると
この情報を参照できます。この情報を使用すると、コンテンツフィルタポリシーの微調整とトラブルシューティングに役
立ちます。

ポリシーに違反したテキストを表示できるのは、次のコンテンツフィルタ条件だけです。
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• 語句を含む
• 正規表現に一致する
• パターンに一致する
• で始まる
• で終わる
• と完全一致する

メッセージごとに、Symantec Messaging Gateway はポリシーグループあたり最大 50 個の一致する文字列を表示できま
す。それぞれの一致する文字列について、テキストの最初の 100 バイトのみ表示します。

NOTE

この機能は、Symantec Messaging Gateway 9.5 にアップグレードする以前に存在したすべてのインシデントに
対しては利用できません。

インシデントフォルダのコンテンツを表示するには、完全管理権または各コンテンツインシデントフォルダ個別のアクセ
ス権限が必要です。

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストを表示するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］をクリックします。

2. ［インシデント管理］タスクペインで、表示するインシデントが含まれるコンテンツインシデントフォルダを選択し
ます。

3. ［インシデント ID］列で、詳細を表示するインシデントのインシデント ID 番号をクリックします。

4. ［インシデントの詳細］で、［メッセージスキャン結果: <ポリシー名>］の横にあるハイパーリンクをクリックし
て、ポリシーに違反したコンテンツを表示します。ハイパーリンクはポリシーの名前です。

ポリシーに違反したテキストとテキストを含むメッセージ部分が［<ポリシー名>ポリシーのテキスト照合］ウィンド
ウに表示されます。

たとえば、「XYZ」という名前のポリシーがコンテンツフィルタポリシーだとします。電子メールメッセージがこの
ポリシーに違反した場合、［インシデントの詳細］で、［メッセージスキャン結果: XYZ］のハイパーリンク「XYZ」
をクリックします。ポリシー「XYZ」に違反したコンテンツを表示できます。ポリシーに違反したテキストとテキス
トを含むメッセージ部分が［XYZ ポリシーのテキスト照合］ウィンドウに表示されます。

5. ［閉じる］をクリックすると、［<ポリシー名>ポリシーのテキスト照合］ウィンドウが閉じます。

このウィンドウに表示される［<ポリシー名>］は、メッセージがインシデントフォルダに移動する原因となったポリ
シーの名前です。

既存のコンテンツのアップグレードによるテキストの照合機能への影響

コンテンツフィルタ条件の一致基準

インシデントの監視と処理について

既存のコンテンツのアップグレードによるテキストの照合機能への影響
Symantec Brightmail Gateway バージョン 9.0.x 以前からアップグレードする場合、以前の設定と設定による動作は維持
されます。ただし、Symantec Messaging Gateway 9.5 以降にアップグレードする以前にメッセージの監査ログに存在し
たすべてのメッセージに対してテキストの照合機能は利用できません。アップグレード以前にコンテンツインシデント
フォルダにあったすべてのインシデントに対しても、利用できません。

既存のメッセージのテキスト照合情報を参照しようとすると、［<ポリシー名> ポリシーのテキスト照合］ウィンドウに
次のメッセージが表示されます。

Policy Match Text information is not available.

コンテンツフィルタポリシーに違反したテキストの表示
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メッセージの監査ログがどのようにコンテンツフィルタポリシーの微調整とトラブルシューティングに役立つか

コンテンツフィルタ条件の一致基準

Symantec Content Encryption を使ったデータの暗号化
Symantec Messaging Gateway はセキュリティ強化のために、Symantec Content Encryption (Symantec Email
Security.Cloud を利用) を使用してアウトバウンドメッセージを暗号化します。

Symantec Content Encryption を使用する前に、Symantec Content Encryption ライセンスを購入し、暗号化用にシステム
を設定して、暗号化アカウントをプロビジョニングする必要があります。そして、アウトバウンドメッセージを暗号化す
るポリシーを作成して割り当てます。

コントロールセンターの状態ダッシュボードで暗号化されたメッセージの統計情報を追跡し、メッセージ監査ログレポー
トでメッセージログを表示できます。

「アウトバウンドメッセージデータの暗号化」では、Symantec Content Encryption を設定し、アウトバウンドメッセー
ジを暗号化する方法と関連のプロセスについて説明します。

Table 86: アウトバウンドメッセージデータの暗号化

手順 説明

ステップ 1: Symantec Content
Encryption ライセンスを購入し
ます。

ライセンス情報は次のページにあります。
［コンテンツ > 設定 > コンテンツ暗号化］

ステップ 2: アプライアンスを設
定します。

サポートされている認証局から SSL 証明書を購入してインストールし、コンテンツ暗号化用のホ
ストを設定します。
コンテンツ暗号化のためのシステムの準備

ステップ 3: ホストおよびポート
を設定します。

次に、暗号化アカウントにホスト情報とポート情報を設定する必要があります。
コンテンツ暗号化のホストとポート情報の管理

ステップ 4: 暗号化アカウントを
プロビジョニングします。

メッセージにコンテンツ暗号化を適用するには、シマンテック社と連携して暗号化アカウントを
プロビジョニングする必要があります。
コンテンツ暗号化アカウントのプロビジョニング

ステップ 5: ［コンテンツ暗号
化を伴うメッセージを配信す
る］処理でコンテンツポリシー
を作成します。

コンテンツ暗号化用のアプライアンスのセットアップと設定を完了すると、コンテンツフィルタ
ポリシーを作成して、アウトバウンドメッセージの暗号化を使用できます。
コンテンツフィルタポリシーの作成

コンテンツ暗号化のためのシステムの準備
コンテンツ暗号化のライセンスを入手したら、シマンテック社によってアカウントをプロビジョニングし、さらにシステ
ムをコンテンツ暗号化用に設定する必要もあります。コンテンツ暗号化用にシステムを設定するには、シマンテック社と
のプロビジョニング処理を始める前または後に、このトピックで説明されているタスクを完了する必要があります。これ
らのタスクは、新しい暗号化アカウントを使う前に完了する必要があります。

Symantec Content Encryption を使ったデータの暗号化

1. 証明書を準備し、必要ならばドメインを保護し、ドメインの証明書を購入します。

シマンテック社が提供するプロビジョニングフォームにリストされている認証局 (CA) を使う必要があります。すで
に証明書があっても、承認済みの CA のリストにない場合は、このリストの CA からの証明書に置換する必要があり
ます。

2. Symantec Messaging Gateway で、［管理］、［設定］、［証明書］の順にクリックし、［TLS と HTTPS の証明
書］タブをクリックして、新しい証明書を要求して作成します。
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3. CA によって発行された証明書をインポートします。証明書の Subject Common Name は、対象の
Symantec Messaging Gateway ホストの完全修飾ドメイン名と一致する必要があります。たとえば、
「update5.brightmailtest.info」がメールを受け付ける Symantec Messaging Gateway ホストの名前である
場合は、証明書およびそのホスト名に接続する SMTP クライアントでは Subject Common Name として
「update5.brightmailtest.info」を使用する必要があります。

4. CA 証明書または CA 証明書のバンドルをシステムに追加します。

5. コンテンツ暗号化のためのホストを設定します。［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

6. 最初のホストを選択し、［編集］をクリックして、［SMTP］タブをクリックします。

7. ［メールフィルタ］で、［インバウンドメールフィルタのみ］または［インバウンドとアウトバウンドのメールフィ
ルタ］が選択されていることを確認します。

8. ［インバウンドメールの設定］で、［TLS 暗号化を受け入れる］にチェックマークを付けて、新しい証明書を選択し
ます。

9. 必要に応じて、［クライアント認証を要求する］にチェックマークを付けてもかまいません。

このオプションは、クライアント証明書の検証のトランザクションについての情報を Received ヘッダーに追加しま
す。この情報はポリシーの作成に役に立つ場合があります。

10.ホストが IP アドレスを 1 つのみ使う場合、［保存］をクリックし変更を保存し手順 2 から手順 5 まで繰り返し次の
ホストの TLS を有効にします。

ホストが複数の IP アドレスを使う場合は、ステップ 7 に進みます。

11.ページの一番下にある［拡張設定］をクリックし、SMTP の設定ページを表示します。

12.［配信］タブの［SMTP 配信バインド］で、［動的に配送したメッセージ］を［自動］に設定します。

13.［続行］をクリックし、［ホスト設定の編集］ページに戻ります。

14.［保存］をクリックしてこのホストの変更を保存します。

この手順を使って、すべてのホストを TLS 暗号化用に設定します。

コンテンツ暗号化のホストとポート情報の管理
プロビジョニングされた暗号化アカウントのホスト情報はシマンテックのプロビジョニング担当者によって決定され、シ
ステムに最適なホストとポートが決められます。

ここでは、暗号化アカウントのホストとポート情報の管理方法について説明します。暗号化アカウントをプロビジョニン
グするには、ライセンスを入手し、システムを暗号化用に設定し、プロビジョニング担当者と協力してアカウントをプロ
ビジョニングし、アウトバウンドメッセージを暗号化するようシステムに指示するポリシーグループを作成する必要があ
ります。

Symantec Content Encryption を使ったデータの暗号化

コンテンツ暗号化のホストとポート情報の編集

 291



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

1. コンテンツ暗号化のホストとポート情報を表示するには、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツ暗号化］の順に
クリックし、［拡張オプションを表示］をクリックします。

2. ホスト情報を変更するには、［ホスト］フィールドで新しい Email Security.cloud 暗号化ホストの名前を指定しま
す。

3. ポート情報を変更するには、［ポート］フィールドに新しいポートを指定します。

4. ［保存］をクリックし、新しいホストとポート情報を保存します。

コンテンツ暗号化アカウントのプロビジョニング
メッセージにコンテンツ暗号化を適用するには、シマンテック社と連携して暗号化アカウントをプロビジョニングする必
要があります。

ここでは、既存のライセンスをプロビジョニングする方法を説明します。Symantec コンテンツ暗号化ライセンスを入手
していない場合は、［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツ暗号化］の順にクリックしてサービスについての詳細を参
照できます。アカウントのプロビジョニングに加えて、暗号化用にシステムを設定し、アウトバウンドメッセージを暗号
化するようシステムに指示するポリシーグループを作成する必要があります。

Symantec Content Encryption を使ったデータの暗号化

コンテンツ暗号化ライセンスをプロビジョニングするには
1. ［コンテンツ］、［設定］、［コンテンツ暗号化］の順に選択します。

• Symantec コンテンツ暗号化のライセンスを購入していない場合は、［Symantec コンテンツ暗号化］ページで
サービスについての詳細を参照できます。［ここをクリック］をクリックしてください。ライセンスを購入した
ら、ステップ 2 に進みます。

• 暗号化アカウントをまだプロビジョニングしていない場合は、［Symantec コンテンツ暗号化］ページに簡単にプ
ロビジョニングできるリンクがあります。手順 2 に進んでください。

• すでに暗号化アカウントのプロビジョニングが済んでいる場合は、［コンテンツ暗号化］ページに、ライセンスの
情報と、ホストとポートのデフォルト設定が表示されます。ここで接続情報を編集する場合は、［拡張オプション
を表示］をクリックします。
コンテンツ暗号化のホストとポート情報の管理

2. ［Symantec コンテンツ暗号化］ページで、［ここをクリック］をクリックします。

ダウンロード可能なプロビジョニングフォームと共に、コンテンツ暗号化アカウントをプロビジョニングするための
指示が提供されます。

3. 指示に従って、コンテンツ暗号化プロビジョニングフォームを作成します。暗号化を完全に有効にするには、すべて
のドメインとスキャナの情報をプロビジョニングフォームに含める必要があります。

後で新しいドメインまたはスキャナを追加する場合は、シマンテックのプロビジョニング担当者に知らせてくださ
い。詳しくは、［コンテンツ］ > ［設定］ > ［コンテンツ暗号化］を選択し、［ここをクリック］リンクをクリック
して［Symantec Content Encryption Provisioning］ページを参照してください。

新しいホストも暗号化用に設定する必要があります。

コンテンツ暗号化のためのシステムの準備

4. 終了したら、指定されている電子メールアドレスにプロビジョニングフォームを電子メールで送ります。

完成したフォームを電子メールで送ると、シマンテック社の Email Security.cloud チームが、アカウントのプロビ
ジョニングを支援し、アカウントがアクティブになったことを通知します。

コンテンツ暗号化のホストとポート情報の管理
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Symantec Messaging Gateway を設定して、データを Enforce Server を
使用して更新します。
Symantec Messaging Gateway は、コンテンツフィルタインシデントおよびその状態についての情報を、Enforce Server
を使用して更新します。同期によって管理者は、Enforce Server 管理コンソールから Symantec Messaging Gateway の
インシデントについての現在の詳細を確認することができます。

Symantec Data Loss Prevention と Symantec Messaging Gateway の統合について

適切な Enforce Server クレデンシャルを Symantec Messaging Gateway に提供し、インシデントの数、およびインシデ
ントデータの更新の頻度を指定する必要があります。指定するクレデンシャルが Enforce Server 上に存在している必要
があります。

詳細については、Symantec Data Loss Prevention Administration Guide のユーザーとロールの管理方法、および格納さ
れたクレデンシャルについての章を参照してください。

これらのオプションを設定するには、完全管理権、または設定管理の修正権限が必要です。

Symantec Data Loss Prevention Enforce Server と Symantec Messaging Gateway を統合する

Symantec Messaging Gateway を設定して、Enforce Serverを使用してデータを更新するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［設定］、［DLP 接続］の順に選択します。

2. ［Enforce Server アクセス］タブをクリックします。

3. ［Enforce Server との接続を有効にする］を選択します。

4. ［登録済みの Enforce Server 管理コンソールホストまたは IP アドレス］フィールドで、Enforce Server が常駐する
サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。

5. ［ユーザー名］フィールドにユーザー名を入力します。

6. ［パスワード］フィールドにパスワードを入力します。

7. ［状態の更新に対するインシデントの最大数］フィールドに、更新ごとに送信できるインシデントの数を指定しま
す。

デフォルト値は 5000 です。

8. ［Enforce Server との同期間隔 (分)］で、Enforce Serve と Symantec Messaging Gateway がインシデントデータを
同期させる頻度を指定します。

選択できる最小の時間間隔は、デフォルト値の 5 分です。

9. ［保存］をクリックします。

 293



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

Symantec Content Analysis による脅威対策スキャン

脅威対策スキャンについて
Symantec Messaging Gateway バージョン 10.6.3 以降では、Symantec Content Analysis バージョン 2.1 以降に接続する
と脅威対策スキャンが提供されます。Content Analysis は次世代のマルウェア検出を提供するための詳細なコンテンツ検
査と、真のオンプレミス分析を提供するためのオンボックスサンドボックスを提供します。脅威対策の統合を介して、こ
れらの機能を既存の Symantec Messaging Gateway 保護に追加できます。

脅威対策は、メッセージの HTML 本文とメッセージ添付ファイルをスキャンします。添付ファイルがテキストファイ
ル、XML ファイル、または空のファイルである場合、脅威対策スキャンはファイルを無視します。メッセージのテキス
ト本文も無視されます。添付ファイルが電子メールメッセージである場合、脅威対策は他のメッセージをスキャンする場
合と同じ方法で添付されたメッセージをスキャンします。

次の表に、脅威対策スキャンを設定するために Symantec Content Analysis および Symantec Messaging Gateway に対
して行う必要がある操作の概要を示します。

Symantec Messaging Gateway の Content Analysis アプライアンスへの接続

Table 87: Symantec Messaging Gateway の設定手順

手順 説明

1 API キーを生成し、HTTPS 管理を有効にし、各 Symantec Content Analysis アプライアンスのポートを設定します。
Symantec Messaging Gateway に接続するための Symantec Content Analysis の準備

2 ［脅威対策］ > ［設定］ > ［CA 接続］ページで Content Analysis の接続設定を指定するときに、API キーとポート情報を
使用します。
Symantec Messaging Gateway の Content Analysis アプライアンスへの接続

3 ［脅威対策］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］ページで、スキャンを設定します。
脅威対策のスキャン設定の指定

4 ［脅威対策］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ページで脅威対策ポリシーに必要な変更を加えます。
デフォルトとサンプルの脅威対策ポリシー

5 各ポリシーグループで Content Analysis を有効にし、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］ > ［ポリシーグ
ループの編集］ > ［脅威対策］タブで、グループに適用するポリシーを選択します。
ポリシーグループの脅威対策ポリシーの選択

Symantec Messaging Gateway に接続するための Symantec Content
Analysis の準備
Symantec Messaging Gateway を Content Analysis アプライアンスに接続する前に、Content Analysis アプライアンスで
特定の手順を実行する必要があります。

脅威対策スキャンのために Symantec Content Analysis アプライアンスを設定するには
1. Content Analysis と Symantec Messaging Gateway の間のインターフェース用の API キーを生成します。

API キーは、Content Analysis アプライアンスのコマンドラインインターフェースで生成します。手順については、
『Content Analysis ###### REST API ######』を参照してください。
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2. ［HTTPS 管理］を有効にし、［HTTPS ポート］を指定します。

Content Analysis コントロールセンターで、［設定］ > ［Web 管理］を選択します。［Web サーバー］パネル
で、［HTTPS 管理を有効にする］を選択して［ポート］番号を入力します。

3. Content Analysis アプライアンスに有効な証明書があることを確認します。

Content Analysis Web インターフェースには証明書が必要です。各 Content Analysis アプライアンスはデフォルトの
証明書を使用してインストールされます。Content Analysis アプライアンスには、デフォルトの証明書または有効な
代替証明書がインストールされている必要があります。

4. Content Analysis アプライアンスでオンボックスサンドボックスを有効にします（このオプションのライセンスがあ
る場合）。

手順については、『Symantec Content Analysis 2.1 Web ###』を参照してください。

NOTE

Symantec Messaging Gateway がオブジェクトのフィルタ処理に使用している Content Analysis インスタン
スの［リアルタイムサンドボックス処理］を有効にすると、場合によっては、Content Analysis インスタン
スをすぐにオーバーランし、スキャンエラーや「スキャン不能」判定が発生する可能性があります。

Symantec Messaging Gateway の Content Analysis アプライアンスへの
接続
API キーを生成し、Content Analysis アプライアンスのポートを設定したら、次の手順を使用して、Symantec
Messaging Gateway コントロールセンターで接続を設定します。

Symantec Messaging Gateway で Content Analysis の接続設定を指定するには
1. ［脅威対策］ > ［設定］ > ［CA 接続］ > ［Symantec Content Analysis の設定］ページで、Content Analysis アプ
ライアンスのホスト名または IP アドレス、HTTPS ポート番号、および API キーを入力します。

2. このアプライアンスの［優先設定］を指定します。［優先設定］値は、1 つ以上のアプライアンスにプライマリサー
バーとしてアクセスし、プライマリサーバーが利用不能かビジー状態である場合にのみその他のアプライアンスにア
クセスするよう、Symantec Messaging Gateway に指示します。

• 数が小さいほど優先設定は高くなります。たとえば、Symantec Messaging Gateway は、優先設定 1 の Content
Analysis アプライアンスへの接続を試みてから、優先設定 2 のアプライアンスへの接続を試みます。

• 2 つの Content Analysis アプライアンスの優先設定番号が同じ場合、Symantec Messaging Gateway は各アプライ
アンスを均等に使用しようと試みます。より大きい優先設定番号の Content Analysis アプライアンスは、小さい
優先設定番号の両方のホストが利用不能になった場合にのみ使用されます。

脅威対策のスキャン設定の指定
脅威対策のスキャン設定では、スキャンのために Content Analysis に送信されるメッセージのキューを管理できます。

Content Analysis キューには以下のように他の要因が影響を及ぼします。

• 着信トラフィックの量
• 発信トラフィックの量（ポリシーが発信メッセージの脅威対策スキャンを含む場合）
• 接続された Content Analysis アプライアンスの容量および可用性
• ネットワークパフォーマンス

Content Analysis アプライアンスを SMG に接続したら、結果をデフォルト設定で評価してから、必要に応じて調整でき
ます。

脅威対策のスキャン設定を編集するには
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1. コントロールセンターで［脅威対策］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］ > ［脅威対策のスキャン設定］を選択しま
す。

2. ［全般］タブ > ［結果キャッシュ TTL］で 7 から 90 分の間の値を入力して、Content Analysis の結果や判定が
キャッシュに保存される分数を指定します。

• 結果キャッシュは、Content Analysis が分析するファイルハッシュごとに送信する判定を格納します。着信電
子メール内のファイルのハッシュ値はキャッシュに保存された結果と比較されます。一致がある場合、SMG は
キャッシュに保存された結果を使用し、スキャンのために Content Analysis にファイルを送信しません。キャッ
シュに保存された結果と一致しないすべてのファイルは、スキャンのために Content Analysis に送信されます。

• TTL (存続期間) が期限切れになると、キャッシュされた結果は削除されます。ハッシュが一致する次のファイルが
Content Analysis に送信されて結果が更新され、TTL タイマーはリセットします。

• ［結果キャッシュ TTL］が短いと Content Analysis アプライアンスの負荷は増大しますが、驚異の判定が変更さ
れた場合に組織にもたらされる更新は迅速になります。たとえば脅威の判定は、Content Analysis がサンドボック
ス分析から結果を受け取ると変わる可能性があります。ただし TTL が短いと、SMG はスキャンのために悪質でな
いファイルのコピーを Content Analysis に大量に送りかねません。スキャンが繰り返されると、キューサイズや
Content Analysis アプライアンスの負荷が増大するだけで、セキュリティ上の利点が増加することはありません。

• ［結果キャッシュ TTL］を長くすると、キャッシュに保存された判定の更新を SMG が待っている間に、悪質な可
能性のあるファイルが配信される可能性があります。ただし TTL が長くなると、SMG が同一の悪質でないファイ
ルを Content Analysis に送信することを防げます。たとえば配布リストに送信される添付ファイルは、繰り返さ
れるスキャンのために Content Analysis に送信されません。

• ［結果キャッシュ TTL］はステップ 3 で指定する［スキャンタイムアウト］より 6 分以上長くする必要がありま
す。

3. ［スキャンタイムアウト］には、1 から 60 分までの値を入力します。

［スキャンタイムアウト］は、Content Analysis アプライアンスが結果を返すまで SMG が何分待つのか指定しま
す。スキャンタイムアウトを超えると、メッセージは［高度な脅威のスキャン不能］という条件のポリシーに従って
処理されます。

• ［スキャンタイムアウト］を短くすると、スキャン不能な結果の数が増える可能性があります。
• ［スキャンタイムアウト］を長くすると、CA キューのサイズが増加し、インラインポリシーが適用されるときに
配信が遅延する可能性があります。

ポリシーグループの脅威対策ポリシーの選択

4. ［Content Analysis キューのメッセージの最大数］に、1 から 1,000,000 までの値を入力します。

［Content Analysis キューのメッセージの最大数］の値は、キューで Content Analysis スキャンを待つことができる
メッセージ数の上限です。SMG がメッセージの処理をすでに開始している場合、この上限は CA キューにメッセー
ジが入ることをブロックしません。

5. ￼［Content Analysis のキューがいっぱいのときにスキャンをバイパスする］を有効または無効にして、キューが限
度を超過した場合の SMG の処理を指定します。

• ［Content Analysis のキューがいっぱいのときにスキャンをバイパスする］が有効な場合、SMG はファイルと添
付ファイルをスキャンのために Content Analysis に送信しません。SMG は他の有効化されたフィルタでメッセー
ジを引き続きスキャンします。その後、メッセージは他のフィルターのポリシーに従って処理されます。

• ［Content Analysis のキューがいっぱいのときにスキャンをバイパスする］が無効な場合、SMG はインバウンド
メールを延期します。

Content Analysis がさらにメッセージを処理し、キューのサイズが最大値を下回ると、通常の動作が再開します。

6. 特定のファイルの種類をスキャンのために Content Analysis に送信しないようにする場合は、［スキャンの除外］タ
ブをクリックし、リストにファイルの種類を追加します。

［スキャンの除外］リストは Content Analysis とマルウェアスキャンで完全に別々ですが、似た方法でリストを保守
します。種類かクラスでファイルを除外できます。ファイル名かファイル拡張子で Content Analysis スキャンから
ファイルを除外することはできません。
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脅威対策スキャン対象から除外するファイルの種類の指定

7. ［保存］をクリックします。

脅威対策スキャン対象から除外するファイルの種類の指定
Symantec Messaging Gateway では、脅威対策スキャンの Content Analysis に送信しないファイルの種類のリストを作
成できます。単一のリストを作成してもよいですし、複数のリストを作成してファイルの種類を分類することもできま
す。

リストの作成に役立つように、Symantec Messaging Gateway では類似したファイルの種類をグループ化するファイル
クラスが用意されています。ファイルクラスでは、すべてのファイルの種類を選択してもよいですし、ファイルの種類を
個別に選択して脅威対策スキャンから除外することもできます。［すべてのファイルクラス］を選択して、SMG で用意
されているすべてのファイルクラスを含むリストを作成することもできます。

脅威対策スキャンから除外するファイルの種類を指定するには
1. コントロールセンターで、［脅威対策］ > ［設定］ > ［スキャン設定］を選択します。

2. ［スキャンの除外］タブで、［追加］をクリックします。

3. ［スキャンの除外リスト名］ボックスにリストの名前を入力します。

4. ［ファイルクラス］リストで、スキャンから除外するファイルクラスを選択します。

• 複数のクラスを選択するには、Ctrl キーを押しながらファイルクラス名をクリックします。
• ［ファイルクラス］リストのすべてのファイルクラスを選択するには、［すべてのファイルクラス］をクリックし
ます。

5. ［ファイルの種類］リストに、選択したファイルクラスと関連付けられているすべてのファイルの種類が表示されま
す。

• ［ファイルの種類］リストのファイルの種類すべてを脅威対策スキャンから除外するには、［ファイルクラスの追
加］をクリックします。

• 除外リストからファイルの種類を削除するには、Ctrl キーを押しながら削除したいファイルの種類の選択を解除し
ます。完了したら、［ファイルクラスの追加］をクリックして、選択したその他のファイルの種類を追加します。

6. ［保存］をクリックします。

ファイルの種類名が［説明］リストに表示されます。

新しいリストを作成すると、そのリストはデフォルトで有効になります。SMG でスキャンの除外リストをスキャン時に
使用する場合は、該当するリストを有効にする必要があります。除外したファイルの種類と一致する添付ファイルがメッ
セージに含まれる場合は、Content Analysis のスキャンにファイルが送信されることはありません。［脅威対策］ > ［ス
キャン設定］ > ［スキャンの除外］タブで、スキャンの除外リストを編集、削除、無効化、有効化、エクスポートでき
ます。

デフォルトとサンプルの脅威対策ポリシー
［脅威対策］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］ > ［電子メール脅威対策ポリシー］ページは、Symantec Messaging
Gateway が Symantec Content Analysis による脅威対策スキャンに提供するサンプルポリシーを表示します。これらの脅
威対策ポリシーはセットへとグループ化されて、すべてのスキャン条件と脅威対策判定の下で特定の結果を達成します。
ポリシー名は［インライン］、［監視］、［セキュアプレビュー］で始まり、個々のポリシーグループにセットとして割
り当てるべきポリシーを示します。
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• ［インライン］ポリシーは、配信される前にすべてのメッセージがスキャンされるようにします。
• ［監視］ポリシーは、メッセージがすぐに配信されるようにします。メッセージが配信された後でマルウェアが検出
される可能性があります。

• ［セキュアプレビュー］ポリシーは、添付ファイルを削除して各メッセージのコピーを配信します。元のメッセージ
と添付ファイルは、Content Analysis スキャンで添付ファイルが悪質ではないと判断された後で配信されます。

インラインポリシーはデフォルトですべてのポリシーグループに割り当てられます。ただし、インラインポリシーを有効
にするか、［管理］ > ［ポリシーグループ］ページから別の脅威対策ポリシーセットをグループに適用する必要があり
ます。

新しい脅威対策ポリシーセットの作成

インラインモード用のデフォルトの脅威対策ポリシー

監視モード用のサンプル脅威対策ポリシー

セキュアプレビュー用のサンプル脅威対策ポリシー

インラインモード用のデフォルトの脅威対策ポリシー
デフォルトのインラインポリシーセットは、セキュリティが最も重要な考慮事項であるワークフローをサポートします。
受信者にメッセージが配信される前に短い遅延が発生する可能性があります。

グループのデフォルトのインラインポリシーを有効なとき、メッセージはスキャンされる前に配信されるべきではあり
ません。ただし、インラインポリシーには通知処理が含まれていますが、これは早期解放をトリガする予想外の状態やエ
ラーを受信者に認識させることを目的としています。早期解放は、Content Analysis がメッセージをスキャンする前に受
信者がメッセージのコピーを受信することを意味します。たとえば、受信者が監視ポリシーを使用するグループからイン
ラインポリシーを使用するグループに移動すると、インラインポリシーが有効になる前に SMG が感染したメッセージを
配信する可能性があります。

「インラインの脅威対策ポリシー」で、各インラインポリシーの設定について説明します。

Table 88: インラインの脅威対策ポリシー

ポリシー名 次の条件に合う場合
早期解放前にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

早期解放後にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

インライン - 高度な脅威: メッ
セージを削除する (デフォルト)

Content Analysis がメッセージ
内に脅威を検出した

メッセージを削除する 通知「Threat Defense -
Advanced Threat delivered」を
送信する
Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

インライン - スキャン不能: 件
名を「[Message not scanned by
Threat Defense]」に修正する
(デフォルト)

Content Analysis がメッセージ
をスキャンできない

「[Message not scanned by
Threat Defense]」を件名の先頭
に追加し、メッセージを送信す
る

通知「Threat Defense -
Message Unscannable」を送信
する
Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

インライン - 非悪質: 通常どおり
に配信する (デフォルト)

Content Analysis がメッセージ
内の脅威を検出しなかった

メッセージを通常どおりに配信
する

Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

インラインポリシーには［(デフォルト)］というラベルが付いています。これらのデフォルトポリシーはすべてのポリ
シーグループに自動的に割り当てられますが、グループごとにこれらのポリシーを明示的に有効にする必要があります。
デフォルトのポリシーは削除できません。
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監視モード用のサンプル脅威対策ポリシー
監視ポリシーセットは、電子メール配信の遅延を許容できないワークフローをサポートします。監視モードは、組織全体
に配備する前に、テストグループに対して Content Analysis スキャンを有効にしたときの効果を評価する場合にも役立
ちます。

サンプル監視ポリシーをすべてグループに割り当てた場合:

• メッセージは受信者にすぐに配信されます。
• 結果のキャッシュがメッセージの添付ファイルまたはファイルの判定を含まない場合、Symantec Messaging

Gateway はスキャンのために Content Analysis にコピーを送信します。
• Content Analysis が高度な脅威またはスキャン不能の判定を返すと、SMG は受信者に通知を送信します。
• 脅威が検出されなかったという結果を Content Analysis が返した場合、メッセージはすでに送信されているためそれ
以上の処理は実行されません。

• 結果のキャッシュがメッセージのすべての添付ファイルとファイルの判定を含む場合、スキャンのために Content
Analysis にコピーを送信する必要がありません。Symantec Messaging Gateway は［早期解放前にこのポリシーをト
リガするメッセージに対して実行する処理］をすぐに実行します。

次の表で、各監視ポリシーの設定について説明します。

Table 89: 監視モードの早期解放ポリシー

ポリシー名 次の条件に合う場合 解放されたコピーに行う処理

監視 – 早期解放: 遅延なしですぐに配信す
る

Content Analysis 検査時間が 0 秒を超える
場合

メッセージを通常どおりに配信する。
その他の暗黙的な処理として、コピーをス
キャンのために Content Analysis に送信す
る

Table 90: 脅威対策スキャン結果による監視モードポリシー

ポリシー名 次の条件に合う場合
早期解放前にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

早期解放後にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

監視 - 高度な脅威: 通知「Threat
Defense - Advanced Threat
delivered」を送信する

Content Analysis がメッセージ
のスキャンしたコピー内の脅威
を検出した。

メッセージを削除する 通知「Threat Defense -
Advanced Threat delivered」を
送信する
Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

監視 - スキャン不能: 通知
「Threat Defense - Message
unscannable」を送信する

Content Analysis がメッセージ
のコピーをスキャンできない。

「[Message not scanned by
Threat Defense]」を件名の先頭
に追加し、メッセージを送信す
る

通知「Threat Defense -
Message unscannable」を送信
する
Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

監視 - 非悪質: 何も処理を実行し
ない。メッセージは配信済み

Content Analysis がメッセージ
のスキャンしたコピー内の脅威
を検出しなかった。

メッセージを通常どおりに配信
する

Content Analysis スキャンのた
めに送信されたメッセージのコ
ピーを削除する

セキュアプレビュー用のサンプル脅威対策ポリシー
セキュアプレビューポリシーセットは、メールで脅威がスキャンされるときに受信者が短い遅延を許容できるようなワー
クフローをサポートします。ただし、受信者はメッセージの詳細を安全な方法ですぐに受信できる必要があります。
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セキュアプレビューのサンプルポリシーをすべてグループに割り当てた場合:

• 添付ファイルは各メッセージのコピーから削除され、Symantec Messaging Gateway がそれぞれの件名行に注釈
「Threat Defense - Secure Preview」を追加します。その後、これらのコピーは受信者にすぐに配信されます。

• Symantec Messaging Gateway は、添付ファイルが付いた完全なメッセージをスキャンのために Content Analysis に
送信します。

• Content Analysis が高度な脅威またはスキャン不能の判定を返すと、Symantec Messaging Gateway は受信者に通知
を送信します。

• Content Analysis がメッセージをスキャンしてもマルウェアを検出しなかった場合は、元のメッセージが受信者に配
信されます。

• 結果のキャッシュがメッセージのすべての添付ファイルとファイルの判定を含む場合、スキャンのために Content
Analysis にコピーを送信する必要がありません。Symantec Messaging Gateway は［早期解放前にこのポリシーをト
リガするメッセージに対して実行する処理］をすぐに実行します。

「セキュアプレビューの脅威対策ポリシー」で、監視ポリシーの設定について説明します。

Table 91: 即時の配信をトリガするセキュアプレビュー脅威対策ポリシー

ポリシー名 次の条件に合う場合 解放されたコピーに行う処理

セキュアプレビュー – 早期解放: すべての
添付ファイルを削除してから遅延なしです
ぐに配信する

Content Analysis 検査時間が 0 秒を超える
場合

メッセージからのすべての添付ファイルを
削除する。注釈「Threat Defense - Secure
Preview」を追加し、修正したメッセージ
を配信する。
その他の暗黙的な処理として、添付ファイ
ルが付いた完全なメッセージのコピーを、
スキャンのために Content Analysis に送信
する。

Table 92: セキュアプレビューの脅威対策ポリシー

ポリシー名 次の条件に合う場合
早期解放前にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

早期解放後にこのポリシー
をトリガするメッセー
ジに対して実行する処理

セキュアプレビュー - 高度な脅
威: メッセージを削除する

Content Analysis スキャンが、
メッセージに高度な脅威が含ま
れていると判断した

元のメッセージを削除する 元のメッセージを削除する

セキュアプレビュー - スキャ
ン不能: 件名を「[Message not
scanned by Threat Defense]」
に修正し、添付ファイルが付い
たメッセージを再配信する

Content Analysis が 1 つ以上の
添付ファイルをスキャンできな
かった

「[Message not scanned by
Threat Defense]」を件名の先頭
に追加し、添付ファイルが付い
た元のメッセージを配信する

「[Message not scanned by
Threat Defense]」を件名の先頭
に追加し、添付ファイルが付い
た元のメッセージを配信する

セキュアプレビュー - 非悪質: 件
名を「[Threat Defense scanning
complete, no threats found]」に
修正し、添付ファイルが付いた
メッセージを再配信する

Content Analysis スキャンが
メッセージに悪質なコンテンツ
が含まれていないと判断した

「[Threat Defense scanning
complete, no threats found]」を
件名の先頭に追加し、添付ファ
イルが付いた元のメッセージを
配信する

「[Threat Defense scanning
complete, no threats found]」を
件名の先頭に追加し、添付ファ
イルが付いた元のメッセージを
配信する

新しい脅威対策ポリシーセットの作成
サンプルの脅威対策ポリシーには、ポリシーが属するセットを示す名前が付いています。新しい脅威対策ポリシーを追加
するときは、SMG が次の条件すべての下で適切な処理を確実に取るようにセットを作成する必要があります。

• 早期解放

 300



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

［早期解放］ポリシーには、［Content Analysis の検査時間が X 秒を超える場合］という条件があります。「0」と
入力した場合、SMG はメッセージをすぐに配信します。
［早期解放］ポリシーを作成する場合は、ポリシーセット内の他のすべてのポリシーを、［早期解放］ポリシーに
合わせて調整する必要があります。たとえば、［早期解放］ポリシーが完全なメッセージを送信する場合、対応する
［高度な脅威の検出］ポリシーはマルウェアが配信されたときに取る処理を指定する必要があります。

• 高度な脅威の検出
［高度な脅威の検出］ポリシーは、条件［メッセージが高度な脅威を含む場合］に対して SMG がメッセージをどの
ように処理するか判断します。

• スキャン不能
［スキャン不能］ポリシーは、条件［メッセージに高度な脅威があるかスキャンできない場合］に対して SMG が
メッセージをどのように処理するか判断します。スキャン不能ファイルの大部分は悪質ではありませんが、一部は悪
質である可能性があります。

• 非悪質
［非悪質］ポリシーは、条件［メッセージが高度な脅威を含まない場合］に対して SMG がメッセージをどのように
処理するか判断します。

脅威対策ポリシーの作成のためのベストプラクティス

ポリシーグループに割り当てる脅威対策ポリシーは、このリスト内のすべての条件と判定に対してメッセージを正しく処
理する必要があります。予期しない結果を避けるために、サンプルポリシーセットのコピーから新しい脅威対策ポリシー
セットを作成し、次のガイドラインに従うことをシマンテック社は推奨します。

• セットに属するポリシーを識別できるように、セット内のすべてのポリシーの名前に含める一意の名前を選択しま
す。たとえば、サンプルポリシーは、インライン、監視、セキュアプレビューから始まります。この命名規則によ
り、ポリシーをポリシーグループに割り当てるときに誤りが発生する可能性が少なくなります。

• 1 つまたは 2 つのポリシーのみを変更する場合でも、サンプルポリシーセットのすべてのポリシーをコピーします。
これにより、同じ命名規則をセット全体に適用することができます。

• 各ポリシーに、ポリシーの目的を説明する名前を選択します。この名前の前にポリシーセット名を加えます。たと
えば、スキャンできない判定の監視ポリシーの名前は、［監視 - スキャン不能: 通知「Threat Defense - Message
unscannable」を送信する］になります。

コピーからの新しい脅威対策ポリシーの作成

既存のポリシーから脅威対策ポリシーを作成するには
1. コントロールセンターで、［脅威対策］ > ［ポリシー］ > ［電子メール］を選択します。

2. ［電子メール脅威対策ポリシー］ページで、開始点として使用するサンプルポリシーの横にあるボックスをクリック
し、［コピー］をクリックします。

デフォルトとサンプルの脅威対策ポリシー

3. 表示される［電子メール脅威対策ポリシーの追加］ページで、ポリシーの名前を入力します。ガイドラインに従い、
ポリシーセット名とポリシーの目的を名前に含めます。

4. 必要に応じて、ポリシー条件と処理を変更します。たとえば、次のことができます。

• 通知処理を選択し、リストから通知を選択する。通知は個別の電子メールとして送信されます。元のメッセージは
ポリシーに従って処理されます。
［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［通知］ページで、リストへの通知の追加または既存の通知の編集を行うこと
ができます。

• 注釈処理を選択し、注釈を選択して電子メールメッセージに追加する。
［コンテンツ］ > ［リソース］ > ［注釈］ページで、注釈の追加または編集を行うことができます。

• 解除処理を選択する。
［マルウェア］ > ［設定］ > ［電子メールスキャンの設定］ > ［解除］タブで、［解除］設定の表示と変更を行
うことができます。同じ［解除］設定が、マルウェアスキャンと脅威対策スキャンに適用されます。
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5. ［次のポリシーグループに適用する］パネル内の設定は変更しないでください。

すべての新しいポリシーを作成した後に、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］ページから脅威対策ポリ
シーを割り当てることをシマンテック社は推奨します。これにより、一貫性がある一連のポリシーをポリシーグルー
プに適用できます。

ポリシーグループの脅威対策ポリシーの選択

6. ［保存］をクリックします。

7. 手順 2 から 6 を繰り返し、次のポリシーをセット内に作成します。セットが完成するまでポリシーの作成を続行しま
す。

ポリシーグループの脅威対策ポリシーの選択
脅威対策ポリシーは、スキャンのために Symantec Content Analysis に送信される電子メールの処理方法を指定しま
す。Symantec Messaging Gateway は Symantec Messaging Gateway がそれぞれの条件と判定に対してメッセージを正
しく処理するように、インライン、監視、セキュアプレビューモードをサポートするサンプルポリシーのセットを含み
ます。グループの脅威対策スキャンを有効にするには、脅威対策ポリシーをポリシーグループに割り当てる必要がありま
す。

WARNING

異なるセットからのポリシーを混在させないでください。混在させると望ましくない結果が得られる可能性が
あります。たとえば、「セキュアプレビュー - 早期解放」サンプルポリシーとデフォルトの「インライン - 非
悪質」ポリシーを混在させると、受信者は添付ファイルが削除されたセキュアプレビューメッセージを受信し
ます。Content Analysis が非悪質の判定を返すと、「インライン - 非悪質」ポリシーがメッセージを削除するよ
うに SMG に通知します。その結果、受信者が添付ファイル付きの元のメッセージを受信することはありませ
ん。

ポリシーグループの脅威対策ポリシーを選択するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［ポリシーグループ］を選択します。

2. ［ポリシーグループ］ページで、脅威対策ポリシーを選択するポリシーグループをクリックします。

3. ［ポリシーグループの編集］ページで、［脅威対策］タブをクリックします。

4. Content Analysis でインバウンドメールをスキャンする場合は、［このポリシーグループのインバウンド Content
Analysis を有効にする］をクリックし、グループのポリシーを選択します。［表示］をクリックすると、選択したポ
リシーの特性を参照できます。

• ［インバウンドの高度な脅威ポリシー］は、高度なマルウェアが含まれているメッセージに対する SMG の処理を
定義します。

• ［インバウンドのスキャン不能ポリシー］は、Content Analysis がスキャンできなかったメッセージに対する
SMG の処理を定義します(たとえば暗号化された添付ファイルがあるかもしれません)。

• ［インバウンドの非悪質ポリシー］は、高度な脅威が含まれていないメッセージに対する SMG の処理を定義しま
す。

• ［インバウンドの早期解放ポリシー］は、Content Analysis が判定を返す前にメッセージを配信する場合の SMG
の処理を定義します。

5. Content Analysis でアウトバウンドメールをスキャンする場合は、［このポリシーグループのアウトバウンド
Content Analysis を有効にする］をクリックし、グループのポリシーを選択します。

デフォルトでは、アウトバウンドメールに対してはインラインポリシーのみが有効です。監視ポリシーまたはセキュ
アプレビューポリシーをグループに割り当てる場合は、アウトバウンドメールに対して有効にするためにポリシーを
編集する必要があります。
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6. ［保存］をクリックします。

デフォルトとサンプルの脅威対策ポリシー

新しい脅威対策ポリシーセットの作成

Content Analysis キューの表示
各スキャナの Content Analysis キューには、現在脅威対策スキャンを待機しているメッセージが含まれています。

スキャナの Content Analysis キューを表示するには
1. コントロールセンターで、［脅威対策］ > ［SMTP］ > ［CA キュー］を選択します。

2. ［Content Analysis キュー］ページの［ホスト］メニューで、［スキャナ］を選択します。

3. ［方向］メニューで、［インバウンド］または［アウトバウンド］のどちらのメッセージを表示するかを選択しま
す。

4. 必要に応じて、［送信先］フィールドに受信者の電子メールアドレスを入力します。セミコロンで区切って複数の電
子メールアドレスを入力することができます。

5. 必要に応じて、［送信元］フィールドに送信者の電子メールアドレスを入力します。

6. 検索結果を表示するには、［検索結果を表示］をクリックします。［日時］見出しをクリックすると、各メッセージ
が最初にキューに入った日付で結果がソートされます。

新しい検索を開始するには、［フィルタの消去］をクリックします。
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Symantec Network Prevent の利用

Symantec Data Loss Prevention と Symantec Messaging Gateway の統
合について
Symantec Messaging Gateway は、以下の Symantec Data Loss Prevention コンポーネントと統合します。

Data Loss Prevention
Network Prevent for Email

アウトバウンドトラフィックは、Data Loss Prevention Network Prevent サーバーを経由して
Symantec Messaging Gateway からルーティングすることができます。Network Prevent は、設定す
るポリシーに基づいてメッセージの修正、ルーティング、または遮断を行ないます。コンテンツフィ
ルタポリシーに違反するメッセージは、レビューと修復のため Symantec Messaging Gateway インシ
デントフォルダに保持されます。
Data Loss Prevention Network Prevent について
Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Enforce Server Enforce Server は、集中型の Web ベース管理コンソールおよびインシデントリポジトリを提供しま
す。
この統合によって、検疫メッセージを Symantec Messaging Gateway のコントロールセンターまたは
Enforce Server の管理コンソールから修復できるようになります。Enforce Server から修復する場合
は、状態が Symantec Messaging Gateway に書き込まれるため、インシデントの状態は同期されたま
まになります。また、Symantec Messaging Gateway から Enforce Server へ状態の更新を同期させる
こともできます。
Symantec Data Loss Prevention Enforce Server と Symantec Messaging Gateway を統合する
Symantec Messaging Gateway を設定して、データを Enforce Server を使用して更新する
詳細については、『Symantec Data Loss Prevention SMG Release from Quarantine FlexResponse
Plug-In Implementation Guide』を参照してください。これは Data Loss Prevention Server
FlexResponse プラグインに含まれています。

Symantec Data Loss Prevention Enforce Serverと Symantec
Messaging Gateway を統合する
Symantec Messaging Gateway を Symantec Data Loss Prevention Enforce Serverに統合する前に、両方の製品のライセ
ンスを取得していることを確認してください。

Symantec Data Loss Prevention と Symantec Messaging Gateway の統合について

「Symantec Messaging Gateway を Enforce Server に統合するためのステップ」では、Symantec Messaging Gateway
を Symantec Data Loss Prevention Enforce Serverに統合するために実行する必要のあるステップについて説明します。
また、どの製品または製品コンポーネントで構成を実行する必要があるかについても説明します。
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Table 93: Symantec Messaging Gateway をEnforce Serverに統合するためのステップ

手順 タスク 製品またはコンポーネント 説明

ステップ
1

Data Loss Prevention
Network Preventがメッセー
ジルーティングのために適
切に設定されていることを
確認します。

Symantec Messaging
Gateway

Data Loss Prevention Network Preventにアウトバウンド電子
メールをルーティングし、Symantec Messaging Gateway に電
子メールを戻すようにData Loss Prevention Network Prevent
を構成します。複数のアウトバウンドスキャナを使用してい
る場合は、それぞれのスキャナごとに異なる方法でData Loss
Prevention Network Preventサーバーにアウトバウンド電子
メールをルーティングすることができます。あるいは、すべて
のアウトバウンドスキャナに同じ設定を適用することもできま
す。
Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接
続の設定

ステップ
2

Email Quarantine Connect
プラグインをインストー
ルおよび構成し、プラグイ
ンのプロパティを設定しま
す。

Enforce Server プラグインのインストール方法については、『Symantec Data
Loss Prevention SMG Release from Email Quarantine Connect
Plug-In Implementation Guide』のセクションを参照してくださ
い。

ステップ
3

コントロールセンターの
HTTPS 証明書をエクスポー
トします。

Symantec Messaging
Gateway

コントロールセンター HTTPS インターフェースに使用するの
と同じ証明書をエクスポートしてください。この証明書によっ
て Enforce Server は Symantec Messaging Gateway に対する
認証を行います。

ステップ
4

Symantec Messaging
Gateway の証明書をイン
ポートします。

Enforce Server Symantec Messaging Gateway の証明書をEnforce Server
truststoreにインポートします。
Symantec Data Loss Prevention Installation Guide for Windows
または Symantec Data Loss Prevention Installation Guide for
Linux の証明書の認証についてのセクションを参照してくださ
い。

ステップ
5

クライアント証明書を作成
します。

Enforce Server Enforce Serverのコマンドラインで、Symantec Messaging
Gateway からのサーバー証明書を使用してクライアント証明書
およびtruststoreを作成します。
Quarantine FlexResponse Plug-In Implementation Guide から
の Symantec Data Loss Prevention SMG Release のプラグイ
ンのインストール方法についてのセクションを参照してくださ
い。

ステップ
6

ユーザーおよびロールを作
成します。

Enforce Server Symantec Data Loss Prevention Installation Guide for Windows
または Symantec Data Loss Prevention Installation Guide for
Linux のクレデンシャルの作成についてのセクションを参照し
てください。

ステップ
7

Enforce Server証明書をイ
ンポートします。

Symantec Messaging
Gateway

Enforce Serverの証明書を Symantec Messaging Gateway コン
トロールセンターにインポートします。

ステップ
8

Enforce Server の接続の詳
細を設定します。

Symantec Messaging
Gateway

Enforce Severクレデンシャルを指定して、同期設定を構成し
ます。
Enforce Serverへのアクセスに使用するアカウントがインシデ
ントを修復するための適切な役割を持っていることを確認して
ください。
『Symantec Data Loss Prevention ###### Windows』または
『Symantec Data Loss Prevention ###### Linux』の役割およ
びユーザーの管理についてのセクションを参照してください。
Symantec Messaging Gateway を設定して、データを Enforce
Server を使用して更新する
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手順 タスク 製品またはコンポーネント 説明

ステップ
9

ポリシーおよびその検出
ルールを設定します。

Enforce Server ポリシーに違反するメッセージにヘッダーを挿入するレスポン
スのポリシーおよびルールを設定してください。
『Symantec Data Loss Prevention ###### Windows』または
『Symantec Data Loss Prevention ###### Linux』のポリシー
検出およびポリシー応答の実行のセクションを参照してくださ
い。

ステップ
10

コンテンツフィルタポリ
シーに違反し、修復または
レビューのために保留する
メッセージをキャプチャす
るインシデントフォルダを
作成します。

Symantec Messaging
Gateway

修復のためにインシデントを保留にするには、フォルダの種
類［レビュー保留 (コンテンツ検疫)］を選択します。レビュー
のためにインシデントを保留にするには、［情報インシデン
ト］を選択することができます。

ステップ
11

Data Loss Prevention 応答
ルールが追加するヘッダー
を検知するためのコンテン
ツフィルタポリシーを作成
します。

Symantec Messaging
Gateway

Data Loss Prevention (Network Prevent for Enforce) が電子
メールメッセージに挿入するヘッダーをスキャンするポリシー
を作成します。
Symantec Messaging Gateway はメッセージからこれらのヘッ
ダーをスキャンします。これは、指定するポリシー処理に基づ
いて検疫インシデントフォルダまたは情報インシデントフォル
ダ内にインシデントを作成します。
修復のためにインシデントを保留にするにはポリシー処理［検
疫インシデントを作成する］を指定します。レビューのために
インシデントを保留にするにはポリシー処理［情報インシデン
トを作成する］を指定できます。

Data Loss Prevention Network Prevent について
Symantec Messaging Gateway は Data Loss Prevention Network Prevent と統合して電子メールトラフィックの配信、
ルーティング、保持、遮断を行います。Data Loss Prevention Network Prevent は Symantec Data Loss Prevention
のコンポーネントで、データの保存場所や使用場所に関係なく、機密データを発見、監視、保護します。Data Loss
Prevention Network Prevent は別のサーバーにインストールします。Data Loss Prevention Network Prevent に電子メー
ルをルーティングするには、アウトバウンドメールフィルタ用に設定されたスキャナが少なくとも 1 つ必要です。

NOTE

Data Loss Prevention Network Prevent を通してインバウンドメールをルーティングすることはできません。

検出したデータの種類に応じてメッセージに次の処理を実行するよう、Data Loss Prevention Network Prevent ポリシー
を設定できます。

遮断 メッセージを遮断し、カスタマイズしたバウンスメッセージを送信者に返します。
リダイレクト 別の受信者にメッセージをルーティングします。
タグ 件名を修正するか、またはメッセージに新しいヘッダーを追加します。

Data Loss Prevention Network Prevent の一般的な処理

Data Loss Prevention Network Prevent によるメッセージの修正に基づいて、Symantec Messaging Gateway が次のよう
な処理を実行するようにポリシーを設定することもできます。

アーカイブ 特定の電子メールアドレスにメッセージを送信してアーカイブ化します。
インシデントを作成する コンテンツフィルタフォルダにメッセージをルーティングし、メッセージを確認してから配信します。オ

プションで、コンテンツフィルタフォルダにルーティングされたメッセージについての通知を設定するこ
ともできます。

暗号化 政府規制またはユーザー自身のポリシーによって、機密メッセージの暗号化が必要な場合があります。
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Symantec Messaging Gateway と Data Loss Prevention Network Prevent の相互作用の流れ

Data Loss Prevention Network Prevent 統合に必要なポート
「Data Loss Prevention Network Prevent 統合に使われるポート」では電子メールを 1 つ以上の Data Loss Prevention
Network Prevent サーバーにルーティングするために使われるデフォルトのポートについて説明します。

Table 94: Data Loss Prevention Network Prevent 統合に使われるポート

ポート プロ
トコル 接続元 宛先 説明 説明

25 SMTP 内部メール
サーバー

スキャナ アウトバウンド電子
メール

—

10025 SMTP スキャナ Data Loss
Prevention
Network
Prevent

Data Loss
Prevention Network
Prevent によって処
理されるアウトバウ
ンド電子メール

—

25 SMTP Data Loss
Prevention
Network
Prevent

スキャナ Data Loss
Prevention Network
Prevent によって処
理されたアウトバウ
ンド電子メール

デフォルトで、Data Loss Prevention Network Prevent はポート
10026 に電子メールを返します。Symantec Messaging Gateway
が使用するポート (ポート 25 など) に合わせるには、Data Loss
Prevention Network Prevent でリモートの SMTP リスナーポートの
番号の設定の変更が必要になる場合があります。

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Symantec Messaging Gateway と Data Loss Prevention Network
Prevent の相互作用の流れ
Symantec Messaging Gateway から Data Loss Prevention Network Prevent に電子メールをルーティングするように
設定すると、通常、電子メールは次の順序でルーティングされます。

• Symantec Messaging Gateway はゲートウェイ（デフォルトではポート 25）でアウトバウンドメッセージを受け入れ
ます。

• Symantec Messaging Gateway は Data Loss Prevention Network Prevent にアウトバウンドメッセージを渡します。
デフォルトではポート 10025 が使われます。

• Data Loss Prevention Network Prevent は、MTA に引き継がれる処理に向けて、メッセージをスキャンしてから遮
断、リダイレクト、またはタグ付けします。

• Data Loss Prevention Network Prevent の一般的な処理
• Data Loss Prevention Network Prevent は、メッセージを拒否しなかった場合は、ポート 25（デフォルト）で

Symantec Messaging Gateway にメッセージを返送します。メッセージを拒否した場合は、Symantec Messaging
Gateway は、SMTP 5xx 応答失敗コードとともにメッセージを送信者に返送します。このメッセージには指定したテ
キストが含まれます。

• Symantec Messaging Gateway は、設定どおりにメッセージを処理します。Symantec Messaging Gateway は Data
Loss Prevention Network Prevent によるメッセージの件名またはヘッダーの修正に基づいてメッセージを処理できま
す。リダイレクトするメッセージは、別の 1 人以上の受信者に配信されます。

ここに挙げられているポート番号は推奨例です。実際のポート番号はサイトによって異なる場合があります。

Data Loss Prevention Network Prevent 統合に必要なポート

複数のアウトバウンドスキャナがある場合は、［Symantec Data Loss Prevention セットアップ］ページで、スキャナ
ごとに異なる方法でアウトバウンドメールを Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに配送することも、その設
定をすべてのアウトバウンドスキャナに適用することもできます。
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各スキャナは次のような優先順位に従って、そのスキャナ用に設定されているすべての Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーに電子メールを配送します。

反映モード Data Loss Prevention Network Prevent が反映モードで設定されている場合、各 Data Loss Prevention
Network Prevent サーバーは各メッセージをそのメッセージの送信元のスキャナに返します。

転送モード Data Loss Prevention Network Prevent が転送モードで設定されている場合、Data Loss Prevention
Network Prevent サーバーは次の宛先にメッセージを渡します。v19465700

Data Loss Prevention Network Prevent の優先順位について

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Symantec Messaging Gateway は「SMTP クライアント IP アドレスに基づくルーティング」を使って Data Loss
Prevention Network Prevent と統合されています。

Data Loss Prevention Network Prevent の一般的な処理
Symantec Messaging Gateway と Data Loss Prevention Network Prevent は SMTP メッセージのやりとりによって相
互運用されています。レスポンスルールとポリシーによって、Data Loss Prevention Network Prevent はメッセージを
修正、ルート変更、拒否します。電子メールに対して Data Loss Prevention Network Prevent が実行するように設定で
きる処理の中には、Symantec Messaging Gateway が処理を引き継ぐ必要のないものもあります。それ以外の処理には
Symantec Messaging Gateway の設定も必要です。

Table 95: Data Loss Prevention Network Prevent の一般的な処理

処理 説明

遮断 送信者にメッセージを戻します。
リダイレク
ト

別の受信者にメッセージを送信します。
Data Loss Prevention Network Prevent が管理者の電子メールアドレスなどの新しい受信者にメッセージをリダイレク
トするように設定できます。

タグ付け -
ヘッダーの
修正

カスタマイズした電子メールヘッダーをメッセージに追加します。
電子メールメッセージに「X-Sensitive-Data: SSN」といったヘッダーを追加できます。Symantec Messaging Gateway
がカスタムヘッダーを検索してメッセージを処理するように設定できます。Symantec Messaging Gateway ではイン
シデントの削除、アーカイブ化、作成に加え、確認のためにメッセージを保持できます。
また、一致したメッセージに対して Symantec Messaging Gateway が行う処理についてのレポートを実行することも
できます。
Symantec Network Prevent ヘッダーマークアップに基づくインシデントの作成

タグ付け -
件名の修正

件名を変更します。
ヘッダーの修正と同様、Symantec Messaging Gateway が件名内の特定のテキストを検索して、一致したメッセージ
を処理するように設定できます。

サポートされる Data Loss Prevention Network Prevent 配信モード
Data Loss Prevention Network Prevent をネットワークアーキテクチャに統合できます。Data Loss Prevention Network
Prevent はメッセージのコピーをディスク上に作成しません。メッセージはメモリのみに保持されます。アウトバウンド
メッセージトランザクションが成功するまで着信メッセージトランザクションはコミットされません。
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次の方法によってネットワークアーキテクチャに Data Loss Prevention Network Prevent を統合できます。

反映 Data Loss Prevention Network Prevent はメッセージを処理した後、送信元のスキャナにメッセージを返
します。

転送 Data Loss Prevention Network Prevent はメッセージを処理した後、指定された MTA にメッセージを渡し
ます。

どちらの方法を選択するかはサイトの個別の要件によって決まります。

Data Loss Prevention Network Prevent のエラー動作について
Data Loss Prevention Network Prevent が到達不能な場合、電子メールは Data Loss Prevention Network Prevent をバイ
パスするか、またはメールキュー内で待機します。この動作は、到達不能な Data Loss Prevention Network Prevent サー
バーの台数やバイパスが有効になっているかどうかによって変わります。デフォルトではバイパスは有効になっていま
す。

Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化

Data Loss Prevention Network Prevent サーバーは次の理由で到達不能になる可能性があります。

• ネットワーク内のエラー
• Data Loss Prevention Network Prevent の実行元ハードウェア上のエラー
• ネットワークの帯域幅、ハードウェアの処理速度、または Data Loss Prevention Network Prevent サーバーの台数が
メールフローに適していない

Table 96: Data Loss Prevention Network Prevent のエラー動作

バイパスの状態

Data Loss
Prevention

Network
Prevent サー
バーの状態

システムの動作

バイパスが無効
または有効

複数のうちの 1
台が到達不能

利用できない Data Loss Prevention Network Prevent サーバーはバイパスされます。優先設定リ
スト、MX レコード、またはこの両方に従って電子メールは次の Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーにルーティングされます。

バイパスが無効 すべて到達不能 電子メールは Symantec Messaging Gateway の配信キューに保存されます。アウトバウンド電子
メールは配信されません。Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが到達不能のままで
いると、時間とともに配信キューが増大します。
次の条件を満たす場合、Symantec Messaging Gateway にメッセージが保留されることがあり
ます。
• 配信キューのメッセージの最大数の上限に達している。
• ［配信キューがいっぱいのときに新しい接続を遅延する］オプションが有効になっている。
配信キューがいっぱいになると、新しいインバウンド接続とアウトバウンド接続は遅延されま
す。
Symantec Network Prevent に対する配信キューバックアップを解決する方法

バイパスが有効
（デフォルト）

すべて到達不能 電子メールは Data Loss Prevention Network Prevent サーバーにはルーティングされ
ず、Symantec Messaging Gateway で処理されます。Symantec Messaging Gateway が適切に設
定されていない場合、機密データがスキャンされずにサイトから外に出る可能性があります。
Symantec Network Prevent のバイパスが有効になっている場合にスキャンされていない電子メー
ルを検出するポリシーの作成方法
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Symantec Network Prevent に対する配信キューバックアップを解決する
方法
Symantec Network Prevent サーバーへのバイパスを無効にしていて、サーバーが到達不能になった場合、メッセージ
は配信キューにバックアップされます。通常は、Symantec Network Prevent サーバーが再び到達可能になったときに、
サーバーがメッセージを処理すると配信キューは自動的に排出されます。

ただし、次のような理由で配信キューが自動的に排出されない場合があります。

• Symantec Messaging Gateway の空きハードディスク容量が少なすぎる。
• Symantec Messaging Gateway の空きメモリの量が少なすぎる。
• Symantec Messaging Gateway が次の状態になっている。

– 配信キューのメッセージの最大数の上限に達している。
– ［配信キューがいっぱいのときに新しい接続を遅延する］オプションが有効になっている。

Data Loss Prevention Network Prevent のエラー動作について

Symantec Network Prevent サーバーの到達不能状態が継続した場合、キューのサイズが大きくなり、大量のディスク容
量を消費する場合があります。ディスク領域がこのように減少することで、メッセージを配信する Symantec Messaging
Gateway の機能が影響を受ける場合があります。

Table 97: 配信キューバックアップを解決する手順

手順 タスク

1 Symantec Network Prevent サーバーの問題を修正します。Symantec Network Prevent サーバーが稼働していること、一定
の量の電子メールを処理するのに十分な容量があること、ネットワークパスが到達可能であることを確認します。

2 Symantec Messaging Gateway スキャナのディスク容量が少なくなっている場合は、ディスク容量を空けます。ディスク容
量を空ける方法の例としては、レポートデータやログを削除することが挙げられます。

3 一時的または永続的にバイパスを有効にします。Symantec Messaging Gateway が適切に設定されていない場合、機密デー
タがスキャンされずにサイトから外に出る可能性があります。
Symantec Network Prevent のバイパスが有効になっている場合にスキャンされていない電子メールを検出するポリシーの作
成方法
Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化

4 着信メッセージフローを一時的に異なるスキャナに向けます。
5 コントロールセンターで［管理］ > ［ホスト］ > ［設定］を選択します。スキャナを選択し、［SMTP］タブを選択し

て、［拡張設定］を選択します。
一時的に次の設定に変更します。
• 配信キューのメッセージの最大数: 増やします。
• 配信キューがいっぱいのときに新しい接続を遅延する: チェックマークをはずします。

6 必要に応じて、コントロールセンターで［状態］、［SMTP］、［メッセージキュー］の順に選択し、すべてのキューを解
除します。
MTA によりキューは自動的に消去されますが、この手動操作によってキューを迅速に処理できます。

Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化
デフォルトでは、すべての Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが利用不能な場合、アウトバウンド電子メー
ルは Data Loss Prevention Network Prevent をバイパスします。バイパスがトリガされるのは、Data Loss Prevention
Network Prevent サーバーとの接続を確立できない場合のみです。

次の場合にはバイパスはトリガされません。

 310



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

• Data Loss Prevention Network Prevent サーバーへの接続は確立されたが接続が遅延されている。
• 電子メールで SMTP 4xx の一時的なエラーが発生する。Symantec Messaging Gateway MTA は、後でメッセージを再
配信しようとします。

• 電子メールで SMTP 5xx の永続的なエラーが発生する。Symantec Messaging Gateway MTA は、送信者にバウンス
メッセージを送信します。

• Data Loss Prevention Network Prevent サーバーの SMTP 接続の処理速度が低下している。ただし、SMTP 接続がタ
イムアウトした場合、他に利用可能な Data Loss Prevention Network Prevent サーバーがなければバイパスがトリガ
されます。

Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが到達不能の場合、機密データがスキャンを受けずにサイトから外に出
る可能性があります。バイパスが無効になっていて Data Loss Prevention Network Prevent が利用不能の場合、すべての
アウトバウンド電子メールが配信キューで待機するため、配信が遅れます。

Data Loss Prevention Network Prevent のエラー動作について

Symantec Network Prevent のバイパスが有効になっている場合にスキャンされていない電子メールを検出するポリシー
の作成方法

Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスを有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［設定］、［DLP 接続］の順に選択します。

2. 設定するアウトバウンドスキャナを選択するには、［アウトバウンドスキャナホストの DLP を有効にする］に
チェックマークを付け、次にドロップダウンからスキャナを選択します。

3. バイパスを有効にするには、［すべての DLP サーバーが到達不能なときにバイパスを有効にする］にチェックマー
クを付けます。

バイパスを無効にするには、［すべての DLP サーバーが到達不能なときにバイパスを有効にする］のチェックマー
クをはずします。

4. この設定をすべてのアウトバウンドスキャナに適用するには、［すべてのアウトバウンドスキャナホストに適用す
る］にチェックマークを付けます。

5. ［保存］をクリックします。

Symantec Network Prevent のバイパスが有効になっている場合にスキャ
ンされていない電子メールを検出するポリシーの作成方法
デフォルトでは、Symantec Network Prevent が利用不能な場合、アウトバウンド電子メールは Symantec Network
Prevent をバイパスします。Symantec Network Prevent サーバーが到達不能の場合、機密データがスキャンを受けずに
サイトから外に出る可能性があります。ただし、Symantec Messaging Gateway のポリシーを設定して、スキャンされ
ていないメッセージがサイトから外に出るのを防ぐことができます。

スキャンされていないメッセージに対するコンテンツフィルタポリシーを作成するときに、スキャンされていないメッ
セージがサイトから出るのを防ぐことができます。このポリシー設定では、スキャンされていないメッセージが検出され
た場合、コンテンツフィルタフォルダの管理者が通知を受け取ります。スキャンされていないメッセージはレビューのた
めにコンテンツインシデントフォルダに保存されます。

「バイパスされた電子メールがサイトから外に出るのを防ぐコンテンツフィルタポリシーを作成する手順」で、バイパス
された電子メールがサイトから外に出るのを防ぐことができる手順を説明します。
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Table 98: バイパスされた電子メールがサイトから外に出るのを防ぐコンテンツフィルタポリシーを作成する手順

手順 タスク

1 Symantec Network Prevent サーバーが処理したメッセージにヘッダーを追加することを確認します。デフォルトで
は、Symantec Network Prevent は、処理するメッセージに X-CFilter-Loop: というヘッダを追加します。

2 Symantec Messaging Gateway で、スキャンされていないメッセージ用のコンテンツフィルタフォルダを作成し、そのコン
テンツフィルタフォルダに電子メール通知を設定します。

3 Symantec Messaging Gateway で、次のような設定の電子メールコンテンツフィルタポリシーを作成します。
• ポリシーテンプレート: 空白
• 適用先: アウトバウンドメッセージ
• 条件 - メッセージのこの特定部におけるテキスト: メッセージヘッダー
• 条件 - ヘッダー名: X-Cfilter-Loop
• 条件 - メッセージヘッダー: 存在しない
• 次の処理を実行: インシデントを作成する。承認と拒否に対する他の処理を追加する。
• コンテンツインシデントフォルダ: 作成したフォルダ
• メッセージをレビュー保留にする: チェックマークを付ける

また、メッセージがスキャンされない場合に、スキャンされていないメッセージを保存する必要はないが、通知を受け取
る必要がある場合もあります。そのようなときは、スキャンされていないメッセージが検出された場合に電子メール通知
を送信するように Symantec Messaging Gateway の電子メールコンテンツフィルタポリシーを作成できます。

Data Loss Prevention Network Prevent のレポートについて
Symantec Messaging Gateway では、Data Loss Prevention Network Prevent の処理用のレポートは提供されませ
ん。Data Loss Prevention Network Prevent の処理のレポートについては Data Loss Prevention Network Prevent を使っ
てください。Data Loss Prevention Network Prevent に関係のある一部の処理が、Symantec Messaging Gateway でのレ
ポートの一部である場合があります。たとえば、Data Loss Prevention Network Prevent によってマークアップされてい
るメッセージのインシデントを作成できます。そのようなインシデント処理は一部のコンテンツフィルタレポートに反映
されます。

Data Loss Prevention Network Prevent 統合によるパフォーマンスへの影
響について
関係する追加処理のため、Data Loss Prevention Network Prevent と統合するとアウトバウンド電子メールの配信速度の
遅延が増す場合があります。

遅延の合計は次の要因に依存します。

• サイトでのアウトバウンド電子メールの量
• Data Loss Prevention Network Prevent でのコンテンツフィルタポリシーの数と複雑さ
• メッセージの内容とサイズ
• メールの量に対する Data Loss Prevention Network Prevent サーバーの数

次のいずれかのタスクを行うことで、遅延を短縮してスループットを増やすことができる場合があります。

• Data Loss Prevention Network Prevent サーバーを追加します
• アウトバウンド SMTP と SMTP 配信について、［接続の最大数］と［単一の IP アドレスからの接続の最大数］の設
定を調節します。この設定は、Symantec Messaging Gateway スキャナの設定です。

• Data Loss Prevention Network Prevent サーバーで NumThreads の設定を調節し、サイトでのアウトバウンド電子
メールの量に応じてスループットを最適化します。
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Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Data Loss Prevention Network Prevent の優先順位について
複数の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーがある場合、Symantec Messaging Gateway が Data Loss
Prevention Network Prevent サーバーを使用する順序を設定できます。優先設定は、コントロールセンターまたは MX レ
コードで設定します。

「利用可能な優先設定の種類」に、優先設定の種類および設定する場所を示します。

Table 99: 利用可能な優先設定の種類

優先設定の種類 説明

［Symantec Data
Loss Prevention セッ
トアップ］ページの
［優先設定］

この種類の優先設定は、コントロールセンターの［コンテンツ］>［設定］>［DLP 接続］>［Symantec Data
Loss Prevention セットアップ］ページで設定します。
Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

MX レコードの優先設
定

MX レコードの優先設定は、DNS ソフトウェアを使って、Data Loss Prevention Network Prevent 用の DNS
レコードで設定します。指定するホスト名が複数の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーにルー
ティングする場合は、MX レコードの優先設定を使う必要があります。有効な MX 優先設定の範囲は 0 から
65535 までです。一般的な値は 10 から 100 の間の 10 刻みの値です。

• 十分な CPU とハードディスクリソースを備えたネットワーク帯域幅の高いコンピュータで実行している Data Loss
Prevention Network Prevent サーバーには、低い優先設定値を指定します。CPU とハードディスクリソースが少なく
ネットワーク帯域幅の低いコンピュータで実行している Data Loss Prevention Network Prevent サーバーには、高い
優先設定値を指定します。

• どちらの種類の優先設定でも、高い値より低い値の方が先に試行されます。Data Loss Prevention Network Prevent
サーバーが利用不能な場合、次に高い優先設定番号のサーバーが試みられます。たとえば、優先設定が 1 の Data
Loss Prevention Network Prevent サーバーは優先設定が 2 の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーより前
に試行されます。

• コントロールセンターで、優先設定値 1 を 2 つの Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに割り当てる
と、Symantec Messaging Gateway はいずれかをランダムに選択します。そのサーバーが利用不能になると、優先
設定値 1 のもう 1 つのサーバーがプライマリサーバーになります。そのサーバーが利用不能になると、Symantec
Messaging Gateway は最初のサーバーへの再接続を試みます。より高位の優先設定の Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーは、優先設定値 1 の両方のサーバーが利用不能になった場合にのみ使用されます。

• 両方の種類の優先設定を組み合わせて使うことができます。［Symantec Data Loss Prevention セットアップ］ペー
ジの優先設定は、選択されたホスト名の MX レコードで優先設定が検査される前に比較されます。

Data Loss Prevention Network Prevent 統合によるパフォーマンスへの影響について

Data Loss Prevention Network Prevent について

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Data Loss Prevention Network Prevent 統合のトラブルシューティング:
メッセージがバウンスする
最近 Data Loss Prevention Network Prevent へのルーティングを有効にして、電子メールメッセージがバウンスする場
合は、以下のことを確認してください。

• ［DLP サーバーからスキャン済みメールを受け入れ］の IP アドレスが［Symantec Data Loss Prevention セットアッ
プ］ページで正しく設定されている。

• Prevent Server で、スキャナのポートを指定する反映ポートが正しく設定されている。
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Data Loss Prevention Network Prevent 統合のトラブルシューティング: 遅延したメッセージ

Data Loss Prevention Network Prevent について

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Data Loss Prevention Network Prevent 統合のトラブルシューティング:
遅延したメッセージ
アウトバウンド電子メールが次のようなエラーで送り返される場合があります。

421 Forwarding agent unavailable. Closing connection.

このような場合は、Data Loss Prevention Network Prevent のリモートの SMTP リスナーポートの番号が Symantec
Messaging Gateway のインバウンド電子メールポートと一致していません。

Symantec Messaging Gateway に電子メールを返すように Symantec Network Prevent を設定する方法

このメッセージは Symantec Data Loss Prevention from Symantec バージョン 8.1 で発生するエラーを示しています。将
来のバージョンでは異なるエラーが起きる可能性があります。

Symantec Messaging Gateway に電子メールを返すように Symantec
Network Prevent を設定する方法
適切なポートで Symantec Messaging Gateway に電子メールを返すように Symantec Network Prevent サーバーを
設定する必要があります。Symantec Messaging Gateway でデフォルトのアウトバウンド電子メールポートは 25 で
す。Symantec Network Prevent のデフォルトのリモートの SMTP リスナーポートは 10026 です。Symantec Messaging
Gateway のアウトバウンド電子メールポートと一致するように Symantec Network Prevent のポートを変更します。

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定

Table 100: Symantec Messaging Gateway にメールを返すための Symantec Network Prevent の設定手順

手順 処理 説明

1 Symantec Messaging Gateway でデフォル
トのアウトバウンド電子メールポートを確
認します。

アウトバウンドメール IP アドレスポート
は、コントロールセンターの［ホストの設
定］ページの［SMTP］タブに表示されま
す。

2 Symantec Network Prevent のリモートの
SMTP リスナーポートの番号を設定しま
す。

Symantec Network Prevent のリモートの
SMTP リスナーポートの番号を Symantec
Messaging Gateway が使っているアウト
バウンド電子メールポートに設定します。
設定について詳しくは Symantec Network
Prevent のマニュアルを参照してくださ
い。

Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続の設定
Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが 1 つ以上ある場合は、Symantec Messaging Gateway からの電子メー
ルをそれらにルーティングできます。Symantec Messaging Gateway に電子メールをルーティングするように Data Loss
Prevention Network Prevent を設定する必要もあります。アウトバウンドスキャナが複数ある場合は、スキャナごとに異
なる方法でアウトバウンドメールを Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに配送することも、同じ設定をすべ
てのアウトバウンドスキャナに適用することもできます。

Symantec Messaging Gateway に電子メールを返すように Symantec Network Prevent を設定する方法
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Data Loss Prevention Network Prevent との間の電子メール接続を設定するには
1. コントロールセンターで［コンテンツ］、［設定］、［DLP 接続］の順に選択します。

2. ［アウトバウンドスキャナホストの DLP を有効にする］をクリックして、設定するアウトバウンドスキャナを選択
します。

アウトバウンドスキャナが 1 つしかない場合は、この手順をスキップできます。すべてのアウトバウンドスキャナに
同じ設定を適用する場合は、アウトバウンドスキャナを 1 つ選択し、後で［すべてのアウトバウンドスキャナホスト
に適用する］にチェックマークを付けることができます。

3. ［アウトバウンドメールを DLP サーバーに配送］で［追加］をクリックして空白行を追加します。

4. ［ホストまたは IP アドレス］で Data Loss Prevention Network Prevent サーバーのドメイン名または IP アドレスを
指定します。

ドメイン名の形式は server1.symantecexample.com または symantecexample.com です。Data Loss Prevention
Network Prevent サーバーに対して MX レコードが設定されている場合は、IP アドレスではなくドメイン名を指定し
ます。

5. ［ポート］で、アウトバウンド電子メールをルーティングする Data Loss Prevention Network Prevent サーバー上の
ポート番号を指定します。

デフォルトポートは 10025 です。Data Loss Prevention Network Prevent サーバーでローカル SMTP リスナーポート
が同じポート番号に設定されていることを確認します。

6. Data Loss Prevention Network Prevent サーバーの MX ルックアップを有効にするには、［MX ルックアップ］に
チェックマークを付けます。

［MX ルックアップ］にチェックマークを付ける場合は、IP アドレスではなくドメイン名を
server1.symantecexample.com または symantecexample.com の形式で指定してあることを確認してください。

7. ［優先設定 (1-100)］で、すべての定義済み Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに対するこの Data Loss
Prevention Network Prevent サーバーの優先設定を指定します。

Data Loss Prevention Network Prevent の優先順位について

［すべての DLP サーバーが到達不能なときにバイパスを有効にする］については別のセクションで説明していま
す。

Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化

8. ［TLS 暗号化］で［省略可能な配信暗号］にチェックマークを付け、Data Loss Prevention Network Prevent に配信
するメールで TLS 暗号化を試みるか要求します。配信暗号化を有効にする場合、3 つの証明書オプションからいずれ
かを選択する必要があります。

• TLS 暗号化を試す: TLS 暗号化を試すが要求はしない。Symantec Messaging Gateway および Data Loss
Prevention Network Prevent サーバーの両方で、自己署名による証明書または証明機関が署名した証明書のいずれ
かを要求する。

• TLS 暗号化を要求して証明書を検証しない: Symantec Messaging Gateway および Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーの両方で、自己署名による証明書または認証局が署名した証明書のいずれかを要求する。

• TLS 暗号化を要求して証明書を検証する: Symantec Messaging Gateway および Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーの両方で、認証局が署名した有効な証明書がインストールされていることを要求する。

セキュリティを強化するため、［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［SMTP］タブで古い暗号化プロトコルの
サポートを無効にできます。［SSL の制限］の設定は、SMG が Data Loss Prevention Network Prevent で送受信す
る通信の暗号化に使用できるプロトコルに影響します。

TLS 暗号化に使用される証明書で、Symantec Messaging Gateway がデフォルトで提供している証明機関以外の署名
が必要となった場合は、［管理］ > ［設定］ > ［証明書設定］ページでインポートできます。
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9. ［DLP サーバーからスキャン済みメールを受け入れ］で［追加］をクリックして空白行を追加します。

10. Symantec Messaging Gateway が Data Loss Prevention Network Prevent からの電子メールを受け取る IP アドレスを
指定します。

行を追加して、Symantec Messaging Gateway が電子メールを受け取るすべての Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーの IP アドレスを指定します。たとえば、［アウトバウンドメールを DLP サーバーに配送］で指定
できるホスト名は 1 つだけです。ただし、そのホスト名が複数の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに
解決される場合は、すべてのサーバーの IP アドレスを追加します。

11.この設定をすべてのアウトバウンドスキャナに適用する場合は、［すべてのアウトバウンドスキャナホストに適用す
る］にチェックマークを付けます。

12.［保存］をクリックします。

Symantec Network Prevent ヘッダーマークアップに基づくインシデント
の作成
以下に、Symantec Network Prevent が検出した機密データを処理する方法の例を示します。この方法では、Symantec
Network Prevent と Symantec Messaging Gateway の両方を設定する必要があります。

この例では、該当するメッセージに Symantec Network Prevent がカスタムヘッダーを追加します。Symantec
Messaging Gateway は、カスタムヘッダーを含むメッセージに対してインシデントを作成し、レビュー用にメッセージ
を保存します。そのため、メッセージは本来の受信者に配信されず、代わりに Symantec Messaging Gateway 上のコン
テンツフィルタフォルダにルーティングされます。管理者は、コンテンツインシデントフォルダ内にあるメッセージの承
認、拒否、転送、アーカイブ、削除、管理を行うことができます。

「Symantec Network Prevent ヘッダーマークアップに基づいてインシデントを作成する方法」で、Symantec Network
Prevent ヘッダーマークアップに基づいてインシデントを作成する手順を説明します。

Table 101: Symantec Network Prevent ヘッダーマークアップに基づいてインシデントを作成する方法

手順 タスク

1 ［Add/Edit Response Rule］画面の［Create a Modify SMTP Message response］ルールで、機密データを検出した
メッセージにカスタムヘッダーを追加するように Symantec Network Prevent を設定します。最大で 3 つの RFC 2822
ヘッダー行を追加できます。
Symantec Messaging Gateway またはスキャン判定で必要な処理に応じてヘッダー X-Cfilter: の値を変えることを
お勧めします。
たとえば、コンテンツ インシデント フォルダ用のメッセージをマーク付けするために X-Cfilter: Symantec
Incident と指定したり、社会保障番号を含むメッセージに X-Cfilter: SSN を指定したりできます。

2 Symantec Messaging Gateway で、「Symantec Incidents」のようなコンテンツフィルタフォルダを作成します。必要
に応じてコンテンツフィルタフォルダに対して電子メール通知を有効にできます。

3 Symantec Messaging Gateway で、次のような設定の電子メールコンテンツフィルタポリシーを作成します。
• ポリシーテンプレート: 空白
• 適用先: アウトバウンドメッセージ
• 条件 - メッセージのこの特定部におけるテキスト: メッセージヘッダー
• 条件 - ヘッダー名。設定したヘッダー ( など)。 X-Cfilter: Symantec Incident
• 条件 - メッセージヘッダー: 存在する
• 次の処理を実行: インシデントを作成する。承認と拒否に対する他の処理を追加する。
• コンテンツインシデントフォルダ: 作成したフォルダ
• メッセージをレビュー保留にする: チェックマークを付ける
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保守のための Data Loss Prevention Network Prevent サーバーのオフラ
イン化について
新しいソフトウェアリリースのインストールなどの保守を行うために、1 つ以上の Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーをオフラインにすることが必要になる場合があります。

「Data Loss Prevention Network Prevent サーバーをオフライン化するオプション」では使用可能なオプションのメール
フローに対する影響について説明します。

Table 102: Data Loss Prevention Network Prevent サーバーをオフライン化するオプション

オプション 説明

複数の Data Loss
Prevention Network
Prevent サーバーがある
場合、1 つのサーバーで
一度に保守を実行する

次のいずれかの条件を満たす場合は、1 つのサーバーで一度に保守を実行できます。
• Symantec Messaging Gateway で複数の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが設定されて
いる

• Symantec Messaging Gateway で Data Loss Prevention Network Prevent に指定するアドレスは、MX
レコードを使用して複数の Data Loss Prevention Network Prevent サーバーに解決される

利用できない Data Loss Prevention Network Prevent サーバーは無視されて、優先設定リストで次に利用
可能な Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが使われます。

Data Loss Prevention
Network Prevent への
ルーティングを無効にす
る

アウトバウンド電子メールは Data Loss Prevention Network Prevent サーバーをバイパスします。
Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが再び利用可能になったときは、手動でルーティングを
再度有効にする必要があります。機密データが Data Loss Prevention Network Prevent サーバーによるス
キャンを受けずにサイトから外に出る可能性があります。
Symantec Network Prevent のバイパスが有効になっている場合にスキャンされていない電子メールを検出
するポリシーの作成方法
Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化

バイパスを有効にする アウトバウンド電子メールは利用できる Data Loss Prevention Network Prevent サーバーがない場合はそ
れをバイパスします。機密データが Data Loss Prevention Network Prevent サーバーによるスキャンを受
けずにサイトから外に出る可能性があります。Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが再び利
用可能になったときは、Symantec Messaging Gateway が自動的にアウトバウンド電子メールをルーティ
ングします。
バイパスはデフォルトで有効になっています。
バイパスを無効にすると、アウトバウンド電子メールは配信キューに留まります。後で Data Loss
Prevention Network Prevent サーバーを有効にすると、遅延されていた電子メールで機密データがスキャ
ンされます。ただし、接続の再確立が間に合わない場合、アウトバウンド電子メールがバウンスされて送
信者に戻されることがあります。メッセージがバウンスされるまでキューに格納されている期間はデフォ
ルトでは 3 日です。
バイパスが無効になっている場合は、以下のタスクを実行すれば Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーで保守を実行できます。
• Symantec Messaging Gateway のコントロールセンターでバイパスを有効にします。
• Data Loss Prevention Network Prevent サーバーで保守を実行します。
• サーバーでの作業が完了したら、Data Loss Prevention Network Prevent サーバーを再びオンラインに
します。

• Symantec Messaging Gateway のコントロールセンターでバイパスを無効にします。
バイパスを一時的に有効にすることが組織のポリシーで可能であることを確認してください。
Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化

アウトバウンドメッセー
ジキューを停止する

キューが停止している間、アウトバウンドメッセージは配信されません。Data Loss Prevention Network
Prevent サーバーと Symantec Messaging Gateway は最終的にすべてのアウトバウンドメッセージをス
キャンします。Data Loss Prevention Network Prevent サーバーが再び利用可能になったときは、手動で
アウトバウンドメッセージキューを再度有効にする必要があります。
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オプション 説明

Data Loss Prevention
Network Prevent への
ルーティングを有効にし
てバイパスを無効にする

アウトバウンドメッセージは配信キューにバックアップされます。
Data Loss Prevention Network Prevent のバイパスの有効化または無効化
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ディレクトリデータ統合の設定

ディレクトリデータサービスの使用について
ディレクトリデータサービスにより、LDAP ディレクトリに格納されている情報を Symantec Messaging Gateway の機
能で使うことができます。

Symantec Messaging Gateway には、データソースに対して有効にできる機能として、認証、アドレス解決、ルーティ
ング、受信者検証の 4 つが用意されています。データソースごとにこれらの機能のうちの 1 つ、または複数の機能の組
み合わせを有効にできます。

データソースと機能について

ディレクトリデータをこれらの機能で使うには、必要な機能に関してデータソースの設定を行い、Symantec Messaging
Gateway でも追加の機能を設定します。

データソースの作成

Symantec Messaging Gateway 内部での機能設定をサポートするために、これらの機能を使うことができます。

「設定済みデータソースを使う Symantec Messaging Gateway の機能」は、ディレクトリデータサービスの設定に依存
する Symantec Messaging Gateway の機能についての説明です。

Table 103: 設定済みデータソースを使う Symantec Messaging Gateway の機能

機能 有効にするデータソース機能 追加の設定タスク

無効な受信者を拒否または削除する。 受信者検証 無効な受信者の処理を設定し、少なくとも
1 つのドメインで受信者検証を有効にしま
す。

ディレクトリハーベスト攻撃の認識を使用
する。

受信者検証 ディレクトリハーベスト攻撃とドメインを
設定します。

Symantec Probe Network に参加する。 受信者検証 少なくとも 1 つのドメインで受信者検証を
有効にします。

エンドユーザー検疫を実装し、エンドユー
ザーがスパム検疫メッセージにアクセスで
きるようにする。

認証 スパムメッセージを検疫するためのポリ
シーグループを少なくとも 1 つ設定し、検
疫の設定とスパムフィルタを設定します。

認証済みのエンドユーザーが、SMTP 認証
プロトコルを介して電子メールメッセージ
をリモートで送信する。

認証 SMTP 認証を設定します。

LDAP グループと配布リストを使ってポリ
シーを適用する

アドレス解決 LDAP グループまたは配布リストをポリ
シーグループのメンバーとして追加しま
す。

エンドユーザーが電子メール言語設定、良
い送信者リスト、悪い送信者リストを設定
できるようにする。

アドレス解決と認証
ユーザープリファレンス機能では、認証
（ユーザーがログインして優先設定を編
集できるようにするため）とアドレス解決
（優先設定をスキャナに複製するため）の
両方がデータソースで有効であることが必
要です。

エンドユーザー設定用に少なくとも 1 つの
ポリシーグループを有効にします。

 319



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

機能 有効にするデータソース機能 追加の設定タスク

ユーザーの電子メールをディレクトリ情報
に基づいて代替アドレスまたは代替メール
ホストに再ルーティングする。

ルーティング ドメインを設定します。

ディレクトリデータ統合の設定

Table 104: ディレクトリデータサービスを設定するための処理

手順 処理 説明

ステップ 1 新しいデータソースを作成する。 データソースの作成
データソースの追加

ステップ 2 新しいデータソースの機能を有効にす
る。

新しいデータソースでの機能の有効化
受信者検証データソースの作成
認証データソースの作成
ルーティングデータソースの作成
アドレス解決データソースの作成

ステップ 3 データソースクエリーをカスタマイズし
てテストする。

カスタム受信者検証クエリーの作成とテスト
カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト
カスタムルーティングクエリーの作成とテスト
カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト

ステップ 4 ディレクトリデータキャッシュを設定す
る。

ディレクトリデータキャッシュの事前ロードについて
データキャッシュの事前ロード

ステップ 5 拡張設定を指定する。 データソースの拡張設定

データソースの作成
Symantec Messaging Gateway には、新しいデータソースの作成手順を案内するウィザードが用意されています。

「データソースを作成する方法」では、データソースを作成する手順について説明します。

Table 105: データソースを作成する方法

手順 タスク 説明

ステップ 1 ディレクトリデータをホストする LDAP
サーバーの詳細を提供します。

そのような詳細には、ホストの設定、バインド DN、クレデン
シャル、SSL の状態が含まれます。
データソースの追加

ステップ 2 必要であれば、接続設定とキャッシュ設
定を調整します。

デフォルト値を使うことも、ニーズに合わせてキャッシュ設定と
接続設定を編集することもできます。
データソースの拡張設定

ステップ 3 データソースで提供する必要がある機能
を有効にし、設定します。

単一のデータソースに対して 1 つまたは複数の機能を設定できま
す。
新しいデータソースでの機能の有効化

新しいデータソースを保存した後で、必要に応じてデータソースを修正できます。

データソースの編集
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データソースの追加
［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードを使うと、手順に従って新しいデータソースを作成し、設定できます。
ウィザードの最初のステップでは、ディレクトリソースで使うデータを提供する LDAP サーバーを設定します。

データソースの作成

認証、アドレス解決、ルーティングの各データソースで、返される結果が重複しない必要があります。従って、（2 つ
のデータソースが同じ結果を返す可能性がある場所で）同一または重複したデータソースを設定することはできませ
ん。［警告］ページで［ディレクトリデータ整合性エラー］警告が設定されている場合、この状態が検出されると、警告
がトリガされます。

ディレクトリデータサービスが LDAP サーバーと正しく通信できない場合（たとえば、LDAP サーバーへのネットワー
クリンクが切断されているか、またはデータ整合性の問題が検出された場合）、メッセージ処理とユーザー認証が影響を
受けることがあります。

データソースと機能について

データソースを追加するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、［追加］をクリックします。

［LDAP サーバーの設定］ページが表示されます。

3. ［データソース名］フィールドで、データソースの重複のない名前を指定します。

4. LDAP ソースが使う［ディレクトリの種類］を選択します。次の中から選択できます。

• Active Directory
• Active Directory グローバルカタログ
• iPlanet/Sun ONE/Java ディレクトリサーバー
• Domino
• その他（任意の LDAPv3 準拠ディレクトリ）

Symantec Messaging Gateway は任意の LDAPv3 ディレクトリと互換性がありますが、特にここで示した 4 種類の
ディレクトリを使う設定をサポートするように設計されています。ディレクトリの種類として［その他］を選択する
場合は、機能が正常に動作するように、ディレクトリ製品のマニュアルを参照する必要があることがあります。

5. ［ホスト名］フィールドで、LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

6. ［ポート］は LDAP サーバーにアクセスするために使われます。ポートはディレクトリの種類と SSL 設定に基づい
て自動的に設定されますが、このフィールドに新しい値を入力することによって変更できます。

7. LDAP サーバーホストへのすべての接続で SSL を有効にする場合は、［SSL を有効にする］にチェックマークを付
けます。暗号化は、LDAP サーバーの x.509 証明書に署名するために使われる認証局に関係なく提供されます。この
チェックボックスを変更すると、ポートはディレクトリの種類に対応したデフォルトポートに自動的に更新されま
す。この設定を変更する場合は、ポートを確認してください。

8. 特定のユーザー ID とパスワードの情報を提供しなくてもディレクトリデータサービスが LDAP サーバーに接続でき
るようにする場合は、［匿名バインド］にチェックマークを付けます。または、［次のオプションを使う］にチェッ
クマークを付けて、ディレクトリデータサービスに特定の認証クレデンシャルを指定します。

9. ［次のオプションを使う］にチェックマークを付けた場合、次のフィールドでバインドクレデンシャルを指定しま
す。

• 名前 (バインド DN)
LDAP サーバーに対する認証のために使われる識別名（DN）。
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Active Directory サーバーまたはグローバルカタログサーバーを使用する場合は、必要に応じて、完全形式の
DN、NetBIOS とログイン名（NetBIOS\SAM アカウント名）、ユーザープリンシパル名のいずれかを使えます。

• パスワード
LDAP サーバーに対する認証に使われるパスワード。

10.［テストログイン］をクリックして、LDAP サーバーに対する認証を検証します。

このテストは、LDAP サーバーに到達できることと、ディレクトリサーバーのディレクトリデータツリーのルートに
対して、アカウントが読み取りアクセス権を持っていることのみを検証します。そのため、テスト結果が成功であっ
ても、クレデンシャルがディレクトリの別の場所で有効であることは保証されません。これは特に匿名アクセスにあ
てはまります。データソースで個別の機能を設定するときは、［クエリーのテスト］機能を使って、配備の前にアク
セスを検証してください。

11. LDAP サーバーとキャッシュの省略可能な設定を編集する場合は、［拡張設定を表示］をクリックします。

データソースの拡張設定

12.終了したら、［次へ］をクリックしてデータソースの機能を設定します。

新しいデータソースでの機能の有効化

新しいデータソースでの機能の有効化
［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードの 2 番目のステップでは、データソースで機能を有効にし、設定しま
す。データソースで機能を有効化する前に、ウィザードの最初のステップを完了し、［LDAP サーバーの設定］ページで
そのデータソースの LDAP 接続設定を確認または設定する必要があります。

データソースの追加

機能によりデータソースの特定の動作が有効になり、Symantec Messaging Gateway の多くの機能を利用できるように
なります。データソースの 1 つまたは複数の機能を設定できます。

データソースと機能について

新しいデータソースで機能を有効にするには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、次のタスクを実行します。

• データソースでエンドユーザー認証、検疫アドレス解決、SMTP 認証のいずれかを有効化および設定するに
は、［認証］にチェックマークを付けます。
認証データソースの作成
認証、検疫アドレス解決、SMTP 認証クエリーのいずれかをカスタマイズするには、［クエリーのカスタマイ
ズ］にチェックマークを付けます。
カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

• データソースでアドレス解決を有効化および設定するには、［アドレス解決］にチェックマークを付けます。
アドレス解決データソースの作成
アドレス解決設定をカスタマイズするには、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。
カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト

• データソースでルーティングを有効化および設定するには、［ルーティング］にチェックマークを付けます。
ルーティングデータソースの作成
ルーティング設定をカスタマイズするには、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。
カスタムルーティングクエリーの作成とテスト

• データソースで受信者検証を有効化および設定するには、［受信者検証］にチェックマークを付けます。
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受信者検証データソースの作成
受信者検証の設定をカスタマイズするには、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。
カスタム受信者検証クエリーの作成とテスト

3. 新しいデータソースのすべての機能を設定したら、［次へ］をクリックして設定を確認します。

4. 設定に問題がなければ、［保存］をクリックしてデータソースを保存し、配備します。

データソースと機能について
LDAP ディレクトリを Symantec Messaging Gateway と統合するには、まずデータソースを設定する必要があります。
データソースは、システムで容易に LDAP サーバーに接続してそのサーバーを使えるようにする設定データの集合で
す。

データソースを設定するときは、LDAP サーバーに接続するためのパラメータと、各データソースが提供する機能を設定
します。

電子メールアドレスまたはユーザー名の一意性要件がないため、Symantec Messaging Gateway は受信者検証機能の場
合だけ冗長なデータソースをサポートします。認証、ルーティング、アドレス解決など他の DDS 機能には一意性要件が
あり、冗長なデータソースをサポートしません。

データソースの作成

ディレクトリデータソースの設定が完了したら、Symantec Messaging Gateway 全体でその他の機能を設定できます。

たとえば、LDAP グループを使ってポリシーを適用するために新しいデータソースを使う場合は、そのデータソースでア
ドレス解決機能を有効にし、アドレス解決クエリーを設定する必要があります。

ディレクトリデータサービスの使用について

次のうち 1 つまたは複数の機能をデータソースごとに設定できます。

• 認証
コントロールセンターへのエンドユーザーのログインを安全に認証したり、電子メールを送信しようとしているユー
ザーを認証したりする場合は、認証機能を使います。認証機能に含まれる検疫アドレス解決では、エイリアス、配布
リスト、無効なアドレスの処理が改善されたことにより、スパム検疫をより効率的に管理できるようになりました。
データソースでの認証機能の使用について

• 受信者検証
受信者検証機能は、ディレクトリデータを照合して電子メールアドレスを検証し、無効な受信者についてはメッセー
ジを破棄したり接続を拒否したりするために使います。
データソースでの受信者検証機能の使用について

• ルーティング
ルーティング機能は、ディレクトリデータを使って、ユーザーごとに代替のアドレスまたはメールホストにメッセー
ジをルーティングする場合に使います。
データソースでのルーティング機能の使用について

• アドレス解決
アドレス解決機能は、ユーザーとグループに一貫してポリシーを適用するために使います。
データソースでのアドレス解決機能の使用について

受信者検証データソースの作成
受信者検証は Symantec Messaging Gateway の他の機能と連携し、無効な受信者と、これらの受信者に送信される
メッセージの識別と管理に役立ちます。電子メールアドレスまたはユーザー名の一意性要件がないため、Symantec
Messaging Gateway は受信者検証機能の場合だけ冗長なデータソースをサポートします。認証、ルーティング、アドレ
ス解決など他の DDS 機能には一意性要件があり、冗長なデータソースをサポートしません。

データソースでの受信者検証機能の使用について
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機能の有効化は、［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードの 2 番目のステップです。このトピックで説明する
タスクを実行する前に、［LDAP サーバーの設定］ページでそのデータソースの LDAP 接続設定を確認または設定する
必要があります。

データソースの追加

新しいデータソースでの機能の有効化

無効な受信者処理機能を使う場合は、少なくとも 1 つのドメインで無効な受信者処理を設定し、受信者検証を有効にす
る必要もあります。

NOTE

ディレクトリデータサービスのエラーを防ぐために、データソースが重複した結果を生成しないことを確認し
てください。ディレクトリデータサービスがメッセージ受信者の有効性を判断しようとして LDAP ディレクト
リサーバーと正しく通信できない場合（たとえば、LDAP サーバーへのネットワークリンクが切断されている
場合）、MTA は配信を後で再試行する必要があることを示すエラーを返します。データソースと機能について

新しいデータソースで受信者検証を設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［受信者検証］にチェック
マークを付けます。

3. ［テスト電子メールアドレス］フィールドで、受信者検証の設定をテストして検証するために使うことのできる電子
メールアドレスを入力します。有効なアドレスと無効なアドレスをそれぞれ少なくとも 1 つ以上テストすることをお
勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタマイズ］を使って設定とディレクトリ
データを検証します。

4. クエリーのデフォルト設定を確認または修正する場合は［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。システムの
設定をより正確に反映したカスタムクエリーを作成します。

カスタム受信者検証クエリーの作成とテスト

5. 指定したテスト電子メールアドレスを使ってクエリーを検証するには［クエリーのテスト］をクリックします。

このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインスタンスに対して行
なわれます。テストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証するために使うことができません。

テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリアスやマスカレー
ドなどのシステム設定についての情報は提供されません。

6. データソースに対して複数の機能を設定することも、［次へ］をクリックして変更を見直し、配備を保存することも
できます。

NOTE

サブアドレス指定のサポートが必要な場合は、［プロトコル］>［SMTP］>［設定］ページの［アドレス検
証］の［SMTP］タブで、［受信者検証ディレクトリクエリーのサブアドレスを削除する］にチェックマー
クを付けます。

サブアドレス指定は、電子メールアドレスのローカル部分（@ の前の部分）に追加する、プラス記号か
マイナス記号の後に続くテキストで構成されます。チェックマークを付けた場合、Symantec Messaging
Gateway は、LDAP 受信者検証クエリーを完了する前に、電子メールアドレスの +detail または -detail 部分
を削除します。

サブアドレス指定以外の目的で電子メールアドレスにプラス記号またはマイナス記号を使用している場合、
この機能を有効にすると受信者検証でエラーが起きる可能性があります。
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新しいデータソースでの機能の有効化

認証データソースの作成
認証機能により、エンドユーザーは LDAP サーバーに対して認証を行い、ユーザープリファレンスを編集することがで
きます。また、SMTP 認証の設定も可能です。

データソースでの認証機能の使用について

機能の有効化は、［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードの 2 番目のステップです。データソースで機能を有
効化する前に、［LDAP サーバーの設定］ページでそのデータソースの LDAP 接続設定を確認または設定する必要があ
ります。

データソースの追加

ディレクトリデータサービスのエラーを防ぐために、データソースが重複した結果を生成しないことを確認します。「一
般的なディレクトリデータサービスの認証エラー」はディレクトリデータサービスが最も一般的な状態の認証エラーをど
のように処理するかを示します。

データソースと機能について

Table 106: 一般的なディレクトリデータサービスの認証エラー

認証エラー システムの動作

ディレクトリデータサービスは、コントロールセンターまたは
SMTP サーバーに対してユーザーを認証するように試みると
き、LDAP ディレクトリサーバーと正しく通信できません。
これは、たとえば LDAP サーバーへのネットワークリンクが切断
されている場合に起こる可能性があります。

「サービスが一時的に利用できません。」というエラーメッセー
ジが表示されます。［警告］ページで適切な警告が有効にされて
いる場合、ディレクトリデータアクセスエラー警告がトリガされ
ます。

ディレクトリデータサービスは提供されたユーザー名からユー
ザーの ID を一意に特定できません。

「サービスが一時的に利用できません。」というエラーメッセー
ジが表示されます。［警告］ページで適切な警告が有効にされて
いる場合、ディレクトリデータアクセスエラー警告がトリガされ
ます。

ディレクトリデータサービスは、検疫メッセージの受信者を受信
者のプライマリ電子メールアドレスに解決するか、または受信者
のプライマリ電子メールアドレスを一意に特定しようと試みると
きに、LDAP ディレクトリサーバーと正しく通信できません。

メッセージは配信キューに保存されます。［警告］ページで警告
が有効にされている場合、適切な警告がトリガされます。

新しいデータソースで認証を設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［認証］にチェックマークを
付けます。

3. ［認証の種類］プルダウンメニューで、次のいずれかを選択します。

コントロールセンター認証のみ エンドユーザーを認証し、検疫へのアクセスまたはエンドユーザー設定の編集のみを許可
します。

SMTP 認証のみ リモートユーザーが Symantec Messaging Gateway と SMTP 認証を使って電子メールを送
信できるようにします。

コントロールセンターと SMTP 認証 コントロールセンターと SMTP 認証の両方を有効にします。
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4. 認証の種類として［コントロールセンター認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合
は、次のテストデータを確認または設定するか、［クエリーのカスタマイズ］をクリックしてクエリーを表示または
カスタマイズします。

カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

テストユーザー名 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。
認証の成功と失敗を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を検証することを
お勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタマイズ］を使って
設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
テストドメイン (省略可能) 指定されたテストクレデンシャルの NetBIOS ドメインを入力します。

テストドメインを指定する必要があるのは、Active Directory または Active Directory グローバルカ
タログを使っていて、指定された［テストユーザー名］の値がドメイン固有である場合のみです。

クエリーのテスト 指定したテスト情報を使ってクエリーを検証するときにクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインス
タンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証
できません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリ
アスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クエリーのデフォルト設定を確認または修正する場合は［クエリーのカスタマイズ］をクリックし
ます。システムの設定をより正確に反映したカスタムクエリーを作成できます。
カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

テスト電子メールアドレス 検疫アドレス解決の設定をテストして検証するために使うことができる電子メールアドレスを入力
します。ユーザーのアドレス、配布リストのアドレス、エイリアスアドレス、無効なアドレスを含
むアドレスの組み合わせを使ってデータソースをテストすることをお勧めします。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って定義済みの検疫アドレス解決クエリーを検証するとき
にクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインス
タンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証
できません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリ
アスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クエリーのデフォルト設定を確認または修正する場合は［クエリーのカスタマイズ］をクリックし
ます。
カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

5. 認証の種類として［SMTP 認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合は、次のフィー
ルドを設定するか、または［クエリーのカスタマイズ］をクリックしてクエリーを表示またはカスタマイズします。

カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

コントロールセンター認証と SMTP 認証を選択した場合、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細を
共有する］にチェックマークを付けると、コントロールセンターに対して指定した詳細設定が SMTP の詳細設定にコ
ピーされ、このステップをスキップできます。

テストユーザー名 SMTP 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。
認証の成功と失敗を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を検証することを
お勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタマイズ］をクリッ
クして設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
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クエリーのテスト 指定したテストユーザー名とテストパスワードを使って定義済みの SMTP 認証クエリーを検証する
ときにクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインス
タンスに対して行なわれます。テストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証す
るために使うことができません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリ
アスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ ［クエリーのカスタマイズ］をクリックしてカスタムクエリーを作成するか、またはクエリーのデ
フォルト設定を確認します。
システムの設定をより正確に反映したカスタムクエリーを作成できます。
カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

6. データソースに対して複数の機能を設定することも、［次へ］をクリックして変更を見直し、配備を保存することも
できます。

新しいデータソースでの機能の有効化

ルーティングデータソースの作成
ルーティング機能では、データソースから提供される情報を使って、メッセージをアドレスとドメインにルーティングし
ます。

データソースでのルーティング機能の使用について

ディレクトリデータソース、宛先ホスト、MX ルックアップのいずれかに基づいてメッセージをルーティングするように
各ドメインを設定できます。ここでは、ディレクトリデータソースを使うルーティングについて説明します。他の種類の
ルーティングについては、ドメインのマニュアルを参照してください。

機能の有効化は、［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードの 2 番目のステップです。データソースで機能を有
効化する前に、［LDAP サーバーの設定］ページでそのデータソースの LDAP 接続設定を指定する必要があります。

データソースの作成

ディレクトリデータサービスのエラーを防ぐために、データソースが重複した結果を生成しないことを確認してくださ
い。「ディレクトリデータサービスのルーティングエラー」はディレクトリデータサービスが最も一般的な状態のルー
ティングエラーをどのように処理するかを示します。

データソースと機能について

Table 107: ディレクトリデータサービスのルーティングエラー

ディレクトリデータサービスのルーティング処理エラー システムの動作

ディレクトリデータサービスは、メッセージ受信者のルーティン
グ情報を判断しようとした場合に LDAP ディレクトリサーバー
と正しく通信できません。これは、たとえば LDAP サーバーへの
ネットワークリンクが切断されている場合に起こる可能性があり
ます。

MTA はメッセージをキューに登録し、定期的に操作を再試行しま
す。ディレクトリデータアクセスエラー警告がトリガされます。

ディレクトリデータサービスは受信者に対応する LDAP エントリ
を一意に特定できません。

メッセージはルーティング情報を適用することなく配信されま
す。［警告］ページで適切な警告が有効にされている場合、ディ
レクトリデータ整合性エラー警告がトリガされます。

新しいデータソースでルーティングを設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加
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2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［ルーティング］にチェック
マークを付けます。

3. ［テスト電子メールアドレス］フィールドで、ルーティング設定をテストして検証するために使うことのできる電子
メールアドレスを入力します。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタマイズ］を使って設
定とディレクトリデータを検証します。

ウィザードは SunOne ディレクトリの種類を使う LDAP の設定に一連のデフォルトの属性値を提供します。設定で別
のディレクトリの種類を使うか、または異なるルーティング属性を使ってメールをルーティングする場合は、［クエ
リーのカスタマイズ］をクリックしてクエリーを設定します。

カスタムルーティングクエリーの作成とテスト

4. 指定したテスト電子メールアドレスを使ってクエリーデータを検証するには［クエリーのテスト］をクリックしま
す。

このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインスタンスに対して行
なわれます。このテストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証するために使うことができませ
ん。

テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリアスやマスカレー
ドなどのシステム設定についての情報は提供されません。

5. データソースに対して複数の機能を設定することも、［次へ］をクリックして変更を見直し、配備を保存することも
できます。

新しいデータソースでの機能の有効化

アドレス解決データソースの作成
アドレス解決機能はエイリアスと配布リストデータを解決します。この機能を使うと、LDAP ベースのグループメンバー
シップを使ってポリシーを定義することによってポリシーをユーザー単位で適用できます。

データソースでのアドレス解決機能の使用について

機能の有効化は、［ディレクトリデータソースの追加］ウィザードの 2 番目のステップです。このトピックで説明する
タスクを実行する前に、［LDAP サーバーの設定］ページでそのデータソースの LDAP 接続設定を確認または設定する
必要があります。

データソースの追加

新しいデータソースでの機能の有効化

ディレクトリデータサービスのエラーを防ぐために、データソースが重複した結果を生成しないことを確認してくださ
い。「ディレクトリデータサービスはアドレス解決エラーを処理する」はディレクトリデータサービスがより一般的なエ
ラー状態のアドレス解決エラーをどのように処理するかを示します。

データソースと機能について

 328



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

Table 108: ディレクトリデータサービスはアドレス解決エラーを処理する

アドレス解決エラーの状態 システムの動作

ディレクトリデータサービスは、BATV 目的のメッセージの受信
者を解決しようとするとき、LDAP ディレクトリサーバーと正し
く通信できないか、または受信者に対応する LDAP エントリを一
意に特定できません。
この状態の例として、LDAP サーバーへのネットワークリンクが
切断されている場合があります。

MTA は「451 Requested action aborted: error in processing」エ
ラーを返します。［警告］ページでディレクトリデータサービス
の警告が有効にされている場合、適切なディレクトリデータサー
ビス警告がトリガされます。

ディレクトリデータサービスは、スキャン目的のメッセージの受
信者を解決しようとした場合に LDAP ディレクトリサーバーと正
しく通信できません。

メッセージはインバウンド遅延キューに配置され、定期的に再試
行されます。警告が有効にされている場合、ディレクトリデータ
アクセスエラー警告がトリガされます。

ディレクトリデータサービスは受信者に対応する LDAP エントリ
を一意に特定できません。

メッセージはアドレス解決情報を適用することなく配信されま
す。ポリシーグループは元の受信者のアドレスのみに従って適用
されます。警告が有効にされている場合、ディレクトリデータ整
合性エラー警告もトリガされます。

新しいデータソースでアドレス解決を設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［アドレス解決］にチェック
マークを付けます。

3. ［テスト電子メールアドレス］フィールドで、設定をテストして検証するために使うことのできる電子メールアドレ
スを入力します。

プライマリアドレス、エイリアスアドレス、配布リストのアドレス、無効なアドレスを含むさまざまなアドレスをテ
ストすることをお勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタマイズ］をクリック
して設定とディレクトリデータを検証します。

テストのルックアップは、キャッシュクエリーではなくリアルタイムクエリーとして実行されるため、比較的小さい
配布リストを使ってテストを実行することをお勧めします。

4. テスト電子メールアドレスを使ってアドレス解決クエリーのデータを検証するには［クエリーのテスト］をクリック
します。

このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインスタンスに対して行
なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証できません。

クエリーに成功した場合、［クエリーのテスト］オプションの隣にあるアイコンをクリックするとすべてのクエリー
結果を表示できます。このテストは、テスト電子メールアドレスに関連付けられているすべての電子メールアドレス
とユーザープリファレンスを報告します。受信者が配布リストの場合は、その配布リストに属するすべてのユーザー
についてこの情報が提供されます。

テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリアスやマスカレー
ドなどのシステム設定についての情報は提供されません。

5. クエリーのデフォルト設定を確認または修正する場合は［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。システムの
設定をより正確に反映したカスタムクエリーを作成します。

カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト
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6. テスト電子メールアドレスを使ってグループリストクエリーのデータを検証するには［クエリーのテスト］をクリッ
クします。

テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリアスやマスカレー
ドなどのシステム設定についての情報は提供されません。

7. グループリストクエリーのデフォルト設定を確認または修正する場合は［クエリーのカスタマイズ］をクリックしま
す。

カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト

8. データソースに対して複数の機能を設定することも、［次へ］をクリックして変更を見直し、配備を保存することも
できます。

新しいデータソースでの機能の有効化

データソースでの認証機能の使用について
認証データソースは、エンドユーザープリファレンス、スパム検疫へのエンドユーザーアクセス、SMTP 認証などのエ
ンドユーザー機能を提供します。

ディレクトリデータサービスの使用について

データソースで認証が有効なとき、システムでは次のタスクを実行できます。

• スパム検疫へのエンドユーザーアクセスを有効化および認証する。
スパムメッセージを検疫するためのポリシーグループを少なくとも 1 つ設定し、検疫の設定とスパムフィルタを設定
する必要もあります。

• エンドユーザーが、個人の良い送信者リスト、悪い送信者リスト、言語オプションなどのユーザープリファレンスを
設定する。
データソースでのアドレス解決機能の使用について

• 認証済みのエンドユーザーが、SMTP 認証プロトコルを介して電子メールメッセージをリモートで送信する。
SMTP 認証を設定する必要もあります。

認証が有効なとき、検疫アドレス解決も自動的に有効になります。このクエリーはインバウンドメッセージから情報を取
得し、その情報を使用して、検疫メッセージの受信者のプライマリ電子メールアドレスに電子メールエイリアスを解決し
ます。その結果、メッセージが最初に送信されたエイリアスに関係なく、ユーザーはすべての検疫メッセージアクセスで
きます。

認証データソースの作成

データソースでのルーティング機能の使用について
ルーティング機能により、ディレクトリデータに基づいてユーザーごとにルーティングを設定できます。たとえば、この
機能を使うことで、アカウントに関連付けられた属性として代替電子メールアドレスまたは代替メールホストが指定され
ているユーザー宛ての電子メールメッセージをルーティングできます。

ディレクトリデータソース、宛先ホスト、MX ルックアップのいずれかに基づいてメッセージをルーティングするように
各ドメインを設定できます。ここでは、ディレクトリデータソースを使うルーティングについて説明します。他の種類の
ルーティングについては、ドメインのマニュアルを参照してください。

データソースでディレクトリベースのルーティングが有効になっている場合、電子メールメッセージを代替電子メールア
ドレスと代替メールホストにルーティングするようにディレクトリデータサービスを設定できます。

ルーティングデータソースの作成
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［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の両方を設定すると、ディレクトリデータサービスはすべての代替電
子メールアドレスを解決し、次に代替メールホストを解決します。代替のアドレス属性が見つかると、データサービスは
新しいアドレスを評価するように試みます。アドレスがローカルなら、データサービスは新しい代替のアドレスを見つけ
るように試みます。

すべてのローカル代替アドレスの解決が完了すると、最後のアドレスに対するルールが代替メールホストルーティングの
ために適用されます。

次は、代替メールホストと代替アドレスの値の両方が設定されたルーティングユーザーにメールを送信した場合に、適用
される処理の例です。

1 このユーザーに送られるメールは代替のアドレスに解決され、新しいアドレスに転送されます。
2 新しいアドレスがローカルで、そのユーザーに別の代替アドレスも関連付けられて設定されている場合、メールはその次のアド

レスに転送されます。
3 最後のアドレスと関連付けられたユーザーに代替メールホストの値のみが設定されている場合、メールは定義されたメールホス

トを経由して最後の電子メールアドレスに配信されます。

NOTE

LDAP エントリに複数の代替メールホストの属性値がある場合、MTA はメッセージがその受信者に配信される
たびに、ランダムに値の 1 つを選択して使用します。代替電子メールアドレス属性が指定されていると、元の
ユーザー宛てのメールは新しい電子メールアドレスに再送されます。複数の代替アドレス値が指定されている
場合、メッセージはすべての代替アドレスに再送されます。

代替アドレスまたは代替メールホストにメッセージをルーティングするには、目的のドメインをルーティングデータソー
スと関連付ける必要があります。

ルーティングデータソースの作成

データソースでのアドレス解決機能の使用について
アドレス解決機能は、エイリアスと配布リストデータを解決し、ユーザー単位でポリシーを適用できます。これ
は、LDAP ベースのグループメンバーシップを使用してポリシーを定義することによって実現します。

アドレス解決のためにデータソースを有効にすると、次のような利点があります。

• システムは、スキャナがフィルタポリシーをポリシーグループに適用できるように、ディレクトリグループと配布リ
ストのメンバーシップを解決できます。配布リスト内のユーザーにポリシーを適用するには、配布リストの展開を有
効にしておく必要があることに注意してください。
配布リストの展開と受信者アドレスの保存について

• システムは、ポリシーが一貫して適用されるように、エイリアス電子メールアドレスをプライマリ電子メールアドレ
スに書き換えることができます。

• ユーザーは、エンドユーザーが電子メールアドレスに基づいて、個人の言語オプションや良い送信者と悪い送信者の
リストなどのユーザープリファレンスを編集できます。認証も有効にする必要があることに注意してください。
データソースでの認証機能の使用について

• アドレス解決を有効にすると、オプションのグループリストクエリーが自動的に有効になります。この機能を使う
と、LDAP ユーザーとグループのリストから選択することによって、ポリシーグループメンバーシップをより簡単に
定義できるようになります。グループリストクエリーを設定するとき、［ポリシーグループの追加］ページのグルー
プリストの内容は、そのクエリーによって取得されるすべての LDAP グループ (LDAP 配布リストを含む) のリストに
なります。
このリストからグループを選択してポリシーに追加することも、LDAP グループの識別名を手動で入力してグループ
を追加することもできます。組織内に多数のグループがある場合は、データソースを設定するときにこのクエリーを
無効にしてもかまいません。
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アドレス解決データソースの作成

データソースでの受信者検証機能の使用について
受信者検証は、どの受信者アドレスが有効であるかを決定します。有効なアドレスとは、受信者検証が有効になってい
るデータソースのうちの少なくとも 1 つに存在するアドレスのことです。ルックアップアドレスが有効であり、キャッ
シュが有効にされている場合、対応する受信者のエントリは後で使用できるようにキャッシュに保存されます（キャッ
シュはデフォルトで有効にされています）。ルックアップアドレスが無効な場合、そのアドレスは無効な受信者キャッ
シュに保存されます。

受信者検証は Symantec Messaging Gateway の他の機能と連携し、無効な受信者と、これらの受信者に送信されるメッ
セージの識別と管理に役立ちます。

ディレクトリデータサービスの使用について

受信者検証のためにデータソースを有効にすると、次のような利点があります。

• 電子メールの受信者を検証し、無効な受信者であれば接続を拒否するか、またはメッセージを破棄する。この動作を
有効にするには、無効な受信者処理を正しく設定する必要もあります。

• ディレクトリハーベスト攻撃の認識を実行する。この動作を有効にするには、ディレクトリハーベスト攻撃の認識を
設定する必要もあります。

• Symantec Probe Network でプローブアカウントとして使う目的で、無効な受信者の電子メールアドレスを収集す
る。

受信者検証データソースの作成

無効な受信者へのメッセージを拒否またはドロップする、無効な受信者処理が有効にされていると、そのソースは削除ま
たは無効にできません。そのようなデータソースを削除するか、または無効にするには、すべてのメッセージを受け入れ
るように無効な受信者処理を再設定する必要があります。

受信者検証機能には電子メールアドレスまたはユーザー名の一意性要件がないため、Symantec Messaging Gateway は
受信者検証機能の場合だけ冗長なデータソースをサポートします。

データソースのクエリーについて
Symantec Messaging Gateway では、ほとんどの一般的なメールシステム構成に適している各機能のデフォルトクエ
リーが提供されています。それらの設定を表示し、確認するには、機能ページの［クエリーのカスタマイズ］オプション
を使用します。LDAP スキーマで、一意のクエリーを必要とする場合、スコープを変更し、カスタムディレクトリスキー
マをサポートするために、任意の有効な機能のクエリーを作成できます。

まず、ディレクトリ検索のスコープを設定するには、［ベース DN］を使用できます。

検索するディレクトリのサブセットの識別名（DN）を提供します。ディレクトリのサブセットが小さいほど、システム
はより早くデータを戻すことができます。

たとえば、グローバルな会社のデフォルトのクエリーが dc=company, dc=com であるものとします。ニューヨークのオ
フィスに検索を限定する必要があれば、ベース DN を設定してディレクトリのそのサブコンテナに検索を限定できます。
この場合、カスタムベース DN は ou=NewYork, dc=company, dc=com などとなります。

NOTE

すべてのディレクトリの種類にベース DN をこのフィールドで提供することはできず、Domino または Active
Directory グローバルカタログのクエリーには適用されません。

［クエリーフィルタ］フィールドでは、ディレクトリデータサービスがディレクトリのエントリの検索に使うルールを定
義できます。特定の LDAP クエリー構文を記述する属性とトークンを使って、ディレクトリデータサービスにデータを
返すように指示するカスタムクエリーフィルタを使用します。
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クエリーフィルタは、標準の LDAP クエリー構文で指定します。たとえば、email=%s は、「email」という名前の属性
を持ち、指定した電子メールアドレス（%s クエリーフィルタトークンで示される）と完全に一致するすべてのレコード
を検索するフィルタを記述します。

［クエリーフィルタ］には少なくとも 1 つのトークンが必要になります。「Symantec Messaging Gateway でサポート
されるクエリーフィルタのトークン」はクエリーフィルタを構築するために使うことができるトークンを示します。使う
トークンはディレクトリの種類にも依存します。どのトークンをディレクトリがサポートするかについては、ディレクト
リの種類のマニュアルを参照してください。

Table 109: Symantec Messaging Gateway でサポートされるクエリーフィルタのトークン

構文 エントリを取得するときに次の情報を検索するよ
うにディレクトリデータサービスに指示します。

次の種類の情報の
エントリが返ります

%s ユーザー ID と完全修飾ドメイン名を含む電子メールアドレスを検索します。 joe_smith@example.com
%u 検索する電子メールアドレスのローカル部分。 joe_smith
%d 検索する電子メールアドレスのドメイン部分。 example.com
%n 検索するフルネーム。

ピリオドと下線文字は空白文字に置換されます。連続したピリオドまたは下線文字
は単一スペースに置換されます。これは同じアドレスの複数のバージョンをキャッ
シュの 1 つのエントリに統合することによって、検疫のアドレス解決に役立ちま
す。
Domino では配信可能な電子メールアドレスとして FullName（cn）属性を考慮す
るように設定できるので、このトークンは Domino を使っている場合に特に有用で
す。

joe smith

属性とトークンを組み合わせて、または組み合わせないで、返されるデータを微調整できます。たとえば、クエリーフィ
ルタ mail=%s を受信者検証機能で使用し、（配布リストではなく）個別のユーザーのみを返すようにする場合は、次の
ようなフィルタ「&(objectClass=person)(mail=%s)」を使用できます。

「Symantec Messaging Gateway でサポートされるクエリーフィルタの演算子」はクエリーフィルタを構築するために
使うことができる演算子を示します。

Table 110: Symantec Messaging Gateway でサポートされるクエリーフィルタの演算子

演算子 値の意味 例 返されるデータ

= 等しい o=symantec 組織名が Symantec であるエントリ。
~= ほぼ等しい (sn~=Johnson) 「ジョンソン」に類似している名前のエントリ。

指定した名前に類似しているエントリを検索し
ます。たとえば、ディレクトリサーバーは姓が
「Jonson」と「Johnsen」のエントリを返します。
近似一致のルールはディレクトリの種類によって変
わり、すべてのディレクトリの種類がこの演算子を
サポートしているわけではありません。詳しくは、
ディレクトリ製品のマニュアルを参照してくださ
い。

<= 以下 (st<=ca) 指定された情報のアルファベットの位置またはそれ
より前のエントリ。
この場合は、アルファベットの州の属性リストで名
前「ca」と「ca」より前にある名前（「ak」など）
が返ります。
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演算子 値の意味 例 返されるデータ

>= 以上 (st>=ca) 指定された情報のアルファベットの位置またはそれ
より後のエントリ。
この場合は、アルファベットの州の属性リストで名
前「ca」と「ca」より後にある名前（「va」など）
が返ります。

& かつ (&(o=symantec)(co=france)) 組織名が Symantec で国が France であるエント
リ。

=* 存在する (&(mail=%s)(mailboxFile=*)) 完全な受信者のアドレスと正確に一致するメール
属性を持ち、ユーザーがアクティブな電子メールの
メールボックスが持っていることを示す mailboxFile
属性値を持つエントリ。

| または (|(o=symantec)(sn=simpson)
(cn=simpson))

組織が Symantec、姓が Simpson、共通名が
Simpson のいずれかであるエントリ。

! 否定 (!(STREET=*)) StreetAddress 属性を含んでいないエントリ。
! 演算子を使うときは (!(<filter>)) のように括弧の外
側で使う必要があることに注意してください。

* ワイルドカード (o=*yma*) 文字列「yma」を含む組織名（「Symantec」な
ど）、およびある場合は完全に一致する文字列
「yma」。

最後に、固有のニーズを満たすために必要に応じて、［プライマリ電子メール属性］などの属性や［配布リストオブジェ
クトクラス］などのオブジェクトクラスをカスタマイズできます。

LDAP サーバーに接続するために使われる管理者のクレデンシャルで、提供する属性にアクセスできることを確認してく
ださい。アカウントに適切なアクセス権がない場合、または提供された属性が存在しないか綴りが間違っている場合、ク
エリー結果では、属性に関連付けられたデータがないことが示されます。

データソースの作成

カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト

カスタム受信者検証クエリーの作成とテスト

カスタムルーティングクエリーの作成とテスト

カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト

カスタム受信者検証クエリーの作成とテスト
デフォルトのクエリー情報を表示できます。また、クエリーのスコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサ
ポートしたりするために、カスタムの属性とフィルタを設定することによってクエリーをカスタマイズできます。

データソースのクエリーについて

新しいデータソースを配備する前にすべてのクエリーをテストすることをお勧めします。

新しいデータソースに対してカスタムの受信者検証クエリーを設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［受信者検証］にチェック
マークを付け、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。

新しいデータソースでの機能の有効化
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3. 次の情報を提供します。

ベース DN クエリーの［ベース DN］を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定
するには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開
始］を指定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高
速にデータを取得できます。

クエリーフィルタ クエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。クエリーフィルタは、特定の LDAP クエ
リーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータを返すようにディレクトリデータサー
ビスに指示します。

デフォルトに戻す 受信者検証クエリー設定フィールドの編集内容を削除してデフォルト値に置き換える場合
は、［デフォルトに戻す］をクリックします。

テスト電子メールアドレス 受信者検証の設定をテストして検証するために使うことができるテスト電子メールアドレ
スを指定します。有効なアドレスと無効なアドレスをそれぞれ少なくとも 1 つ以上テストす
ることをお勧めします。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って定義済みクエリーを検証するには［クエリーの
テスト］をクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスの
インスタンスに対して行なわれます。このテストは接続されたスキャナから LDAP サーバー
への接続を検証するために使うことができません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、または
エイリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

4. ［保存］をクリックすると、［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページに戻
ります。

新しいデータソースでの機能の有効化

カスタムの認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーの作成とテスト
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。

データソースのクエリーについて

新しいデータソースで認証クエリーをカスタマイズするには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［認証］にチェックマークを
付け、使う認証の種類を選択して［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。

［クエリーのカスタマイズ］をクリックして、クエリーのデフォルト設定を確認することもできます。

新しいデータソースでの機能の有効化
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3. ［認証の種類］ドロップダウンリストで、データソースに設定する認証の種類を選択します。

コントロールセンター認証のみ エンドユーザーを認証し、検疫へのアクセスまたはエンドユーザー設定の編集のみを許可
します。
コントロールセンター認証クエリーと検疫アドレス解決クエリーを設定する必要がありま
す。

SMTP 認証のみ リモートユーザーが Symantec Messaging Gateway と SMTP 認証を使って電子メールを送
信できるようにします。
SMTP 認証クエリーを設定する必要があります。

コントロールセンターと SMTP 認証 コントロールセンターと SMTP 認証の両方のすべての機能を許可します。
コントロールセンター認証、検疫アドレス解決、SMTP 認証の各クエリーを設定する必要
があります。クエリーの詳細を共有する場合は、［コントロールセンターと SMTP 認証ク
エリーの詳細を共有する］にチェックマークを付けます。

4. ［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合は、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細
を共有する］にチェックマークを付けると、コントロールセンター認証情報を SMTP 認証情報として使うことができ
ます。

5. 認証の種類として［コントロールセンター認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合
は、コントロールセンターの認証クエリーに関する次の情報を指定します。

NetBIOS ドメイン名 (省略可能) ログインのあいまい性を解決するためにシステムが使うことのできる NetBIOS ドメイン名
のリストを指定します。
このフィールドは省略可能ですが、次のすべての条件を満たす場合は設定することをお勧
めします。
• ディレクトリの種類が Active Directory または Active Directory グローバルカタログで
ある

• ディレクトリで複数の NetBIOS ドメインを使う
• ユーザー名が重複しないことが保証されていない

ベース DN ルーティングクエリーの［ベース DN］を指定します。
デフォルト値が用意されています。カスタマイズを選択した場合は、［カスタムクエリー
開始］フィールドでカスタムのクエリー開始位置を指定できます。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開
始］を指定します。

クエリーフィルタ 必要に応じて、認証クエリーのデフォルトのクエリーフィルタを修正します。
クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使って
データを返すようにディレクトリデータサービスに指示します。

プライマリ電子メール属性 このフィールドは SMTP 認証に関連していませんが、コントロールセンター認証に必要に
なります。
認証クエリーのプライマリ電子メールアドレス情報を格納するために使われる LDAP ス
キーマ内の属性を指定します。
プライマリ電子メール属性の「proxyAddresses」を指定すると、ディレクトリデータサー
ビスは「SMTP」が先頭に追加された属性値を自動的にアドレスとして識別します。［プ
ライマリ電子メール属性］フィールドでこのプレフィックスを指定する必要はありませ
ん。
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ディレクトリ統合の設定 - ディレクトリ
データソース認証方法

［認証方法］を選択します。
ユーザーが入力するパスワードを使ってログインを試みるには、［単純バインド］をク
リックします。
または、データソースからパスワードをフェッチし、そのパスワードをユーザーが入力し
たパスワードと比較するパスワードフェッチを使うこともできます。パスワードフェッチ
を選択するには［パスワード属性］をクリックします。
必要に応じて、パスワードフェッチのための［デフォルトハッシュの種類］を指定できま
す。［なし］を選択した場合は、方式を示す {PLAIN} のようなプレフィックスを含むパ
スワード属性をディレクトリデータの先頭に追加する必要があります。［PLAIN］を選択
する場合、方式プレフィックスは不要です。
Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての LDAP ディレクトリの種類
について、単純バインドを使った LDAP 経由の SMTP 認証をサポートします。パスワード
フェッチを使った LDAP 経由の SMTP 認証については、Active Directory、Active Directory
グローバルカタログ、Domino を除いて、サポートしているすべてのディレクトリの種類
がサポートされます。

テストユーザー名 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。
認証の成功と失敗を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を検証す
ることをお勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタ
マイズ］を使って設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
デフォルトに戻す 設定をデフォルト設定に戻すには［デフォルトに戻す］をクリックします。
テストドメイン (省略可能) 指定されたテストクレデンシャルの NetBIOS ドメインを入力します。

テストドメインを指定する必要があるのは、Active Directory を使っていて、指定され
た［テストユーザー名］の値がドメイン固有である場合のみです。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って定義済みの検疫アドレス解決クエリーを検証
するときにクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービス
のインスタンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サー
バーへの接続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、また
はエイリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

6. 認証の種類として［コントロールセンター認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合
は、検疫アドレス解決クエリーに関する次の情報を指定します。

クエリーフィルタ ［検疫アドレス解決クエリー］の［クエリーフィルタ］フィールドで、必要に応じてデ
フォルトのフィルタを修正します。クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を
記述する属性とトークンを使ってデータを返すようにディレクトリデータサービスに指示
します。

配布リストオブジェクトクラス ［配布リストオブジェクトクラス］フィールドで、配布リストエントリを識別するために
使われる LDAP スキーマ内のオブジェクトクラスを入力します。

デフォルトに戻す 設定をデフォルト設定に戻すには［デフォルトに戻す］をクリックします。
テスト電子メールアドレス ［テスト電子メールアドレス］フィールドで、検疫アドレス解決の設定をテストして検証

するために使うことのできるアドレスを入力します。ユーザーのアドレス、配布リスト
のアドレス、エイリアスアドレス、無効なアドレスを含むアドレスの組み合わせを使って
データソースをテストすることをお勧めします。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って定義済みの検疫アドレス解決クエリーを検証
するには［クエリーのテスト］をクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービス
のインスタンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サー
バーへの接続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、また
はエイリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。
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7. 認証の種類として［SMTP 認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合は、SMTP 認証
クエリーに関する次の情報を指定します。

コントロールセンター認証と SMTP 認証の両方を設定する場合、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの
詳細を共有する］にチェックマークを付けると、コントロールセンターに対して指定した詳細設定が SMTP の詳細設
定にコピーされ、このステップをスキップできます。

ベース DN ルーティングクエリーのクエリー開始位置を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指
定するには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開
始］を指定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更でき
ます。これにより、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速にデータを取得
できます。

クエリーフィルタ 必要に応じて、SMTP 認証クエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。
ログインクエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを
使ってデータを返すようにディレクトリデータサービスに指示します。

プライマリ電子メール属性 このフィールドは SMTP 認証には関連しません。コントロールセンター認証に必須です。
［プライマリ電子メール属性］フィールドで、SMTP 認証クエリーのプライマリ電子メー
ルアドレス情報を格納するために使われる LDAP スキーマ内の属性を入力します。

認証方法 ［認証方法］を選択します。
ユーザーが入力するパスワードを使ってログインを試みるには、［単純バインド］をク
リックします。
または、データソースからパスワードをフェッチし、そのパスワードをユーザーが入力し
たパスワードと比較するパスワードフェッチを使うこともできます。パスワードフェッチ
を選択するには［パスワード属性］をクリックします。デフォルトのパスワード属性を使
うことも、属性を変更することもできます。
必要に応じて、パスワードフェッチのための［デフォルトハッシュの種類］を指定できま
す。［なし］を選択した場合は、方式を示す {PLAIN} のようなプレフィックスを含むパ
スワード属性をディレクトリデータの先頭に追加する必要があります。［PLAIN］を選択
する場合、方式プレフィックスは不要です。
Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての LDAP ディレクトリの種類
について、単純バインドを使った LDAP 経由の SMTP 認証をサポートします。パスワード
フェッチを使った LDAP 経由の SMTP 認証については、Active Directory、Active Directory
グローバルカタログ、Domino を除いて、サポートしているすべてのディレクトリの種類
がサポートされます。

デフォルトに戻す 設定をデフォルト設定に戻すには［デフォルトに戻す］をクリックします。
テストユーザー名 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。

認証の成功と失敗を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を検証す
ることをお勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカスタ
マイズ］を使って設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
クエリーのテスト 指定したテストユーザー名とテストパスワードを使って定義済みの SMTP 認証クエリーを

検証するときにクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービス
のインスタンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サー
バーへの接続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、また
はエイリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。
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8. ［保存］をクリックすると、［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページに戻
ります。

新しいデータソースでの機能の有効化

カスタムルーティングクエリーの作成とテスト
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。スコー
プを変更したり、カスタムのディレクトリスキーマをサポートしたりする目的でルーティングクエリーをカスタマイズす
るには、カスタムクエリーページを使用します。選択するディレクトリの種類によって、ルーティング属性名にデフォル
トが前もって入力されていない場合があります。属性名が入力されていない場合、LDAP スキーマに少なくとも 1 つの属
性を指定するまでルーティングクエリーを保存できません。

データソースのクエリーについて

ここでは、ディレクトリベースのルーティングについて説明します。宛先ホストルーティングや MX ルックアップな
ど、その他のルーティング方式について詳しくは、ドメインのマニュアルを参照してください。

新しいデータソースを配備する前にすべてのクエリーをテストすることをお勧めします。

新しいデータソースに対してカスタムのルーティングクエリーを設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［ルーティング］にチェック
マークを付け、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。

新しいデータソースでの機能の有効化

3. 次の情報を提供します。

ベース DN クエリーの［ベース DN］を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されています。［カスタマイズ］を
選択して独自の値を指定することもできます。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を指定
する必要があります。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速に
データを取得できます。

クエリーフィルタ 必要に応じて、ルーティングクエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。クエリーフィルタ
は、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータを返すようにディレク
トリデータサービスに指示します。

代替アドレス属性 ユーザーごとにディレクトリベースの代替アドレスルーティングを有効にする場合は、［代替アド
レス属性］を指定します。代替電子メールアドレス属性が指定されていると、元のユーザー宛ての
メールは新しい電子メールアドレスに再送されます。複数の代替アドレスがある場合、メッセージ
はすべての代替アドレスに再送されます。

Note: ルーティング元を保存するには、［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］のどち
らかまたは両方を指定します。［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の両方を設定す
ると、ディレクトリデータサービスは代替メールホストを解決する前にすべての代替電子メールア
ドレスを解決します。

データソースでのルーティング機能の使用について
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代替メールホスト属性 ディレクトリベースの代替メールホストルーティングを有効にする場合は、この情報を格納するた
めに選択したディレクトリスキーマ内の属性に対応する［代替メールホスト属性］を指定します。
メールホストは IP アドレスまたは完全修飾ホスト名で指定してください。コロンに続けてポート
番号を入れることでポートを指定できます。たとえば、「:25」のように指定します。デフォルトで
は、SMTP プロトコルは電子メールの伝送に 25 番ポートを使います。
次の有効な属性を使うことができます:
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• myothermailserver.mycompany.com
• myothermailserver.mycompany.com:25
LDAP エントリに複数の代替メールホストの属性値がある場合、MTA はメッセージがその受信者に
配信されるたびに、ランダムに値の 1 つを選択して使用します。

Note: ルーティング元を保存するには、［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］のどち
らかまたは両方を指定します。［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の両方を設定す
ると、ディレクトリデータサービスは代替メールホストを解決する前にすべての代替電子メールア
ドレスを解決します。

データソースでのルーティング機能の使用について
代替メールホストで MX ルック
アップを実行する

指定した代替メールホストに対して MX ルックアップを許可するには、［代替メールホストで MX
ルックアップを実行する］にチェックマークを付けます。MX ルックアップは、ドメインを対象に
ディレクトリルックアップを実行し、そのドメイン宛てのメールを受け入れるホストを返します。

デフォルトに戻す ルーティングクエリー設定フィールドの編集内容を削除してデフォルト値に置き換える場合
は、［デフォルトに戻す］をクリックします。

テスト電子メールアドレス ルーティング設定をテストして検証するために使うことができるテスト電子メールアドレスを指定
します。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って定義済みルーティングクエリーを検証するには［クエ
リーのテスト］をクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインス
タンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証
しません。テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、ま
たはエイリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

4. ［保存］をクリックすると、［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページに戻
ります。

新しいデータソースでの機能の有効化

カスタムアドレス解決クエリーの作成とテスト
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。

データソースのクエリーについて

新しいデータソースを配備する前にすべてのクエリーをテストすることをお勧めします。

新しいデータソースに対してカスタムのアドレス解決クエリーを設定するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［LDAP サーバーの設定］ページでデータソースを追加し、サーバー統合設定を指定
して、［次へ］をクリックします。

データソースの追加

2. ［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページで、［アドレス解決］にチェック
マークを付け、［クエリーのカスタマイズ］をクリックします。

新しいデータソースでの機能の有効化
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3. 次の情報を提供します。

ベース DN カスタムクエリーの［ベース DN］を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定するには
［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を指定し
ます。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できます。［カ
スタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速にデータを取得
できます。

プライマリ電子メール属性 必要に応じて、アドレス解決クエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。
クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータを返す
ようにディレクトリデータサービスに指示します。

プライマリ電子メール属性 ［プライマリ電子メール属性］フィールドで、クエリーのプライマリ電子メールアドレス情報を格納
するために使われる LDAP スキーマ内の属性を指定します。
複数のプライマリ電子メール属性を指定した場合、システムはアルファベット順で最初の属性を選択
し、クエリーでプライマリ属性として使います。2 番目以降の値は、データソースの機能に対して定
義されたプライマリ属性名とエイリアス属性名が同じである場合にのみエイリアスとして表示されま
す。
プライマリ電子メール属性の「proxyAddresses」を指定すると、ディレクトリデータサービスは
「SMTP」が先頭に追加された属性値を自動的にアドレスとして識別します。フィールドでこのプレ
フィックスを指定する必要はありません。

電子メールエイリアス属性
（省略可能）

［電子メールエイリアス属性］フィールドは、電子メールエイリアスアドレス情報を格納するために
使われる LDAP スキーマ内の属性を示します。

配布リストオブジェクトクラ
ス

［配布リストオブジェクトクラス］フィールドに、配布リストエントリを識別するために使われる
LDAP スキーマ内のオブジェクトクラスのリストを入力します。

子メンバーシップ属性 ［子メンバーシップ属性］フィールドでは、グループのメンバーを定義するために使われるスキーマ
内の属性の名前をセミコロンで区切って指定します。
子メンバーシップ属性を指定しないと、配布リストとグループは展開されません。グループを展開
しないことを選択すると、パフォーマンスが向上します。ただしこの場合、LDAP グループメンバー
シップが評価されないため、受信者の電子メールアドレスにしかポリシーを適用できません。電子
メールエイリアスによる間接ポリシーグループはまだ使用可能です。

デフォルトに戻す アドレス解決クエリーフィールドの編集内容を削除してデフォルト値に置き換える場合は、［デフォ
ルトに戻す］をクリックします。

テスト電子メールアドレス クエリーをテストして検証するために使うことができるテスト電子メールアドレスを指定します。
クエリーのテスト データソースに対して、定義済みのアドレス解決クエリーを検証するには、［クエリーのテスト］を

クリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインスタ
ンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証でき
ません。
クエリーに成功した場合、［クエリーのテスト］オプションの隣にあるアイコンをクリックするとす
べてのクエリー結果を表示できます。このテストは、テスト電子メールアドレスに関連付けられてい
るすべての電子メールアドレスとユーザープリファレンスを報告します。受信者が配布リストの場合
は、その配布リストに属するすべてのユーザーについてこの情報が提供されます。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリア
スやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。
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クエリーフィルタ (省略可能) 必要に応じて、グループリストクエリーの［クエリーフィルタ (省略可能)］を指定します。
属性は検索対象の電子メールアドレスまたは属性要素を示し、トークンはデータを返すために使われ
るパラメータを示します。
たとえば、SunONE データソースの場合、次のクエリーフィルタを使ってディレクトリ内部のすべて
のグループを識別できます。
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
このフィールドが空白のままの場合、［ポリシーグループの追加］ページにグループが一覧表示され
ません。

グループ名属性 (省略可能) ［グループ名属性 (省略可能)］フィールドでは、返されたグループの表示名として使われるスキーマ
内の属性を指定します。グループの代表サンプルが返ります。
このフィールドが空白のままの場合、ポリシーグループとの関連で作成されるグループは DN 名のみ
で［ポリシーグループの追加］ページのリストに表示されます。

デフォルトに戻す グループリストクエリー設定フィールドの編集内容を削除してデフォルト値に置き換えるには、［デ
フォルトに戻す］をクリックします。

クエリーのテスト コントロールセンターのホストで動作しているデータソースインスタンスに対して、定義済みのグ
ループリストクエリーを検証するには［クエリーのテスト］をクリックします。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。クエリーは、ディレクトリ内に見つかっ
たグループの代表サンプルを返し、コントロールセンターホストで動作しているディレクトリデータ
サービスのインスタンスに対して実行されます。テストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへ
の接続を検証するために使うことができません。

配布一覧の 2 次クエリーフィ
ルタ

配布一覧の二次フィルタを適用します。
このクエリーフィルタは、配布一覧の展開の結果としてディレクトリサーバーから入手する配布一覧
に適用されます。(objectclass=*) のデフォルト値は、結果セットに含まれている受信者の配布一覧の
子メンバーである配布一覧になります。この一覧は、初回の検索で適用した一次クエリーフィルタに
よってその配布一覧が除外されたかどうかに関係なく生成されます。

Note: ディレクトリサーバーによってインデックス付けされていない属性によってこの値をデフォル
ト値から変更すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

グループの 2 次クエリーフィ
ルタ

グループに二次フィルタを適用します。
このクエリーフィルタは、グループメンバーシップの拡張の結果としてディレクトリサーバーから入
手するグループに適用されます。(objectclass=*) のデフォルト値は、結果セットに含まれているポリ
シーグループメンバーシップの一覧にあるグループの子メンバーであるグループになります。

Note: ディレクトリサーバーによってインデックス付けされていない属性によってこの値をデフォル
ト値から変更すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

4. ［保存］をクリックすると、［ディレクトリデータソースの追加］の［ディレクトリデータソース機能］ページに戻
ります。

新しいデータソースでの機能の有効化
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ディレクトリデータ統合の管理

配布リストの展開と受信者アドレスの保存
配布リストを展開すると、アドレスを解決して、配布リスト内のポリシーグループメンバーにフィルタポリシーを適用で
きるようになります。受信者アドレスを保存すると、アドレス解決と検疫アドレス解決に伴って発生するエイリアスから
プライマリへの書き換えを停止できるようになります。

「配布リストを展開して受信者アドレスを保存する方法」では、配布リストを展開して受信者アドレスを保存する方法を
説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 111: 配布リストを展開して受信者アドレスを保存する方法

タスク 説明

配布リストを展開して受信者ア
ドレスを保存する方法を理解す
る。

配布リストの展開を利用すると、アドレスを解決して、配布リスト内のポリシーグループメンバー
にフィルタポリシーを適用できるようになります。受信者アドレスの保存は、アドレス解決と検疫
アドレス解決に伴って発生するエイリアスからプライマリへの書き換えを停止します。
配布リストの展開と受信者アドレスの保存について

配布リストの展開を有効または
無効にする。

配布リストの展開により、システムで LDAP ディレクトリを使って配布リスト内のアドレスを
解決し、ポリシーグループにフィルタポリシーをより一貫して適用できるようになります。この
フィールドはデフォルトで有効です。この機能を無効にすると、配布リストがポリシーグループの
メンバーとして使われるときは、配布リストに含まれる個別のアドレスにポリシーを適用できませ
ん。
データソースでの配布リスト展開の有効化

受信者アドレスを保存する。 アドレス解決が有効なとき、通常であればシステムはエイリアスアドレスをプライマリアドレスに
書き換えますが、受信者アドレス保存ではシステムによるこの書き換えを停止することによってア
ドレスを保持します。このフィールドを有効にすると、通常の動作を停止することによりアドレス
解決機能に影響します。
データソースでの受信者アドレスの保存

配布リストの展開と受信者アドレスの保存について
［配布リストの展開を有効にする］を使用すると、アドレスを解決し、配布リスト内のポリシー グループ メンバに
フィルタ ポリシーを適用できます。［受信者アドレスを保存する］は、アドレス解決および検疫アドレス解決によっ
て発生するエイリアスからプライマリへの書き換えを停止します。これらは、［管理］>［設定］>［ディレクトリ統
合］>［ディレクトリ統合の設定］ページで設定できます。

［受信者アドレスを保存する］と［配布リストの展開を有効にする］の両方にチェックマークを付けると、エイリアスが
単一のメンバー配布リストに所属する場合を除いて、受信者エイリアスアドレスは配布リストメンバーのプライマリアド
レスに解決され、その場合、エイリアスアドレスは維持されます。

NOTE

［配布リストの展開を有効にする］は、配布リスト内のメンバーに適用されますが、配布リスト自体には適用
されません。ポリシー情報を配布リストおよびその個々のメンバーに適用するには、配布リスト自体のエイリ
アスを配布リストのメンバーとして追加する必要があります。

データソースでの配布リスト展開の有効化

データソースでの受信者アドレスの保存
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「受信者アドレスの保存と配布リストの展開の入力に基づくアドレス解決」に、アドレス解決が有効な場合に、［受信者
アドレスを保存する］設定と［配布リストの展開を有効にする］設定の組み合わせによって解決の出力がどのように変わ
るかについて説明しています。

Table 112: 受信者アドレスの保存と配布リストの展開の入力に基づくアドレス解決

入力の種類 受信者アドレスを保存す
る（デフォルトで無効）

配布リストを展開する
（デフォルトで有効） アドレスの解決先

ユーザーのエイリアスアドレス 無効 有効 ユーザーのプライマリアドレス
配布リストのエイリアスアドレ
ス

無効 有効 配布リスト内のプライマリユー
ザーアドレスの完全なリスト

ユーザーのエイリアスアドレス 無効 無効 ユーザーのプライマリアドレス
配布リストのエイリアスアドレ
ス

無効 無効 配布リストのプライマリアドレ
ス

ユーザーのエイリアスアドレス 有効 有効 ユーザーのエイリアスアドレス
配布リストのエイリアスアドレ
ス

有効 有効 配布リストのエイリアス

ユーザーのエイリアスアドレス 有効 無効 ユーザーのエイリアスアドレス
配布リストのエイリアスアドレ
ス

有効 無効 配布リストのエイリアス

配布リストのプライマリアドレ
ス

有効 有効 配布リストのプライマリ

データソースでの配布リスト展開の有効化
配布リストの展開により、システムで LDAP ディレクトリを使って配布リスト内のアドレスを解決し、ポリシーグルー
プにフィルタポリシーをより一貫して適用できるようになります。

このフィールドはデフォルトで有効です。この機能を無効にすると、配布リストがポリシーグループのメンバーとして使
われるときは、配布リストに含まれる個別のアドレスにポリシーを適用できません。

［受信者アドレスを保存する］と［配布リストの展開を有効にする］の両方にチェックマークを付けると、これらの機能
が互いに影響し合って予想外の結果を招くことがあります。

配布リストの展開と受信者アドレスの保存について

データソースの LDAP サーバー設定の編集

配布リストの展開を有効または無効にするには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、［配布リストの展開を有効にする］に
チェックマークを付けて配布リストの展開を有効にするか、またはチェックマークをはずして配布リストの展開を無
効にします。

配布リストの展開設定を［キャンセル］または［変更］するように求められます。

3. ［変更］をクリックします。

すべてのデータソースで配布リストの展開が有効または無効になります。

既存のデータソースの修正について
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データソースでの受信者アドレスの保存
アドレス解決が有効なとき、通常であればシステムはエイリアスアドレスをプライマリアドレスに書き換えますが、受信
者アドレス保存ではシステムによるこの書き換えを停止することによってアドレスを保持します。このフィールドを有効
にすると、通常の動作を停止することによりアドレス解決機能に影響します。

［受信者アドレスを保存する］と［配布リストの展開を有効にする］の両方にチェックマークを付けると、これらの機能
が互いに影響し合って予想外の結果を招くことがあります。

配布リストの展開と受信者アドレスの保存について

データソースでの配布リスト展開の有効化

データソースで受信者アドレスを保存するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、［受信者アドレスを保存する］にチェック
マークを付けます。受信者アドレス保存の設定をキャンセルするか、変更するかの確認を求められます。

3. ［変更］をクリックします。

既存のデータソースの修正について

既存のデータソースの修正
「既存のデータソースの修正」では、既存のデータソースを修正する方法を説明します。必要に応じて、これらのタスク
をどの順序でも実行できます。

Table 113: 既存のデータソースの修正

タスク 説明

既存のデータソースへの変
更の影響について理解を深め
る。

保存されたデータソースを修正する前に、変更によってメールの設定に与える可能性のある予想外の
影響を慎重に評価する必要があります。
既存のデータソースの修正について

保存済みのデータソースを無
効にして、設定を失うことな
くシステムでデータソースを
利用できないようにする。

後でデータソースを再び有効にする必要があれば、データソースを無効にして設定の時間を節約でき
ます。無効化機能は、トラブルシューティング目的で、一時的にソースをオフラインにする必要があ
る場合にも役立ちます。設定は保存されますが、無効にしたデータソースのキャッシュは消去され、
将来データソースを有効にした場合に再構築されます。
データソースの無効化または有効化

データソースまたはディレ
クトリの情報を Symantec
Messaging Gateway で利用
できないようにする必要があ
る場合に、既存のデータソー
スを削除する。

既存の設定によっては、保存済みデータソースを修正すると、既存の機能に影響が出たり、機能が無
効になったりすることがあります。そのような設定に基づいた一部のデータソースを削除できない場
合もあります。データソースの削除を試みる前に、処理がメールの設定に与える可能性のある予想外
の結果に注意してください。
データソースの削除

既存のデータソースを編集す
る。

データソースを作成した後で、データソースの設定、機能、クエリーの一部を修正できます。
データソースの編集
データソースの編集には、次のいずれかのタスクが含まれます。
• データソースの LDAP サーバー設定の編集
• 認証機能の有効化または編集
• アドレス解決機能の有効化または編集
• ルーティング機能の有効化または編集
• 受信者検証機能の有効化または編集
• データソースの拡張設定の編集

 345



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

既存のデータソースの修正について
データソースを作成した後で、データソースの設定、機能、クエリーの一部を修正できます。保存されたデータソースを
修正する前に、変更によってメールの設定に与える可能性のある予想外の影響を慎重に評価する必要があります。

データソースの編集は、システム設定に次のような影響を及ぼす可能性があります。

• データソースを無効化または削除すると、そのデータソースのキャッシュは消去されます。その後、データソースを
再び有効化または追加すると、キャッシュが破棄されて再度データが入ります。

• メールの処理中に、クエリーを変更したり、クエリーの結果が変わるような設定の変更を行ったりした場合、ディレ
クトリデータサービスによって既存のキャッシュが破棄され、メッセージの受信時に新しいキャッシュが構築されま
す。

• 異なる種類のディレクトリを使うように LDAP 設定を再構成する場合、クエリーデータが更新されないために、その
データが古くなる場合があります。すべてのクエリーを再設定する必要があります。または、有効になっている各機
能の［デフォルトに戻す］オプションを使用して、新しいディレクトリの種類に基づいて各クエリーの正しいデフォ
ルトを入力できます。

データソースに対し、機能が利用できなくなるような修正を行ったり、そのような修正を試みたりすると、システムに次
のような影響が及ぶ可能性があります。

Table 114:

タスク 説明

認証 • 認証データソースを無効にすると、認証クエリーも自動的に無効になります。
このデータソースでエンドユーザー検疫が設定されている場合、ユーザーはコントロールセンター
にログインできなくなり、エンドユーザー検疫にもアクセスできなくなります。［エンドユーザー検
疫］フィールドが［検疫の設定］ページにあります。これを選択解除してデータソースを利用可能にす
ると編集できるようになります。

• 認証データソースを削除または無効にすると、そのデータソースに対して検疫アドレス解決が行われな
くなります。単一のアドレスに関連付けられた単一アカウントでは、電子メールは検疫されなくなりま
す。

• SMTP 認証データソースを削除または無効にすると、そのデータソースに対して SMTP 認証は行われ
なくなります。以後、SMTP 認証を要求するキューを経由してユーザーがメールを送信しようとして
も、送信できなくなります。

受信者検証 • 受信者検証ソースを削除するか無効にすると、データディレクトリが、無効な受信者の処理を適用で
きなくなります。無効な受信者を破棄または拒否するには、受信者検証用に少なくとも 1 つのデータ
ソースが設定されている必要があります。破棄または拒否するようにシステムが設定されている場合
は、最後の受信者検証データソースを削除できません。

• すべての受信者検証データソースを削除または無効にすると、ディレクトリハーベスト攻撃の設定の動
作に影響します。少なくとも 1 つの受信者検証データソースが存在しない場合、ディレクトリハーベ
スト攻撃は非ローカルの受信者に対してのみ機能し、そのような受信者が統計上は無効な受信者として
カウントされます。検証に利用できるディレクトリデータが存在しないため、ディレクトリハーベスト
攻撃はローカルメッセージを評価せず、システムはすべてのローカルメッセージを通常どおり配信しよ
うとします。

アドレス解決 • アドレス解決データソースを削除または無効にすると、エイリアスアドレスからプライマリアドレスへ
の解決と、データソース内部のエントリに対する配布リストの展開が行われなくなります。

• 削除または無効化されたデータソースに関連付けられていたグループは、［ポリシーグループの追
加］ページで選択肢に表示されなくなります。

ルーティング 有効化されたドメインがデータソースに関連付けられている場合、ルーティングデータソースは削除また
は無効化できません。そのデータソースを修正または削除するには、まずドメインページを使用してドメ
インの関連付けを削除する必要があります。

次のようにデータソースを修正できます。

 346



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

• データソースの LDAP 情報を変更できます。
データソースの LDAP サーバー設定の編集

• データソースを削除できます。
データソースの削除

• データソースを無効化または有効化できます。
データソースの無効化または有効化

• キャッシュ機能の有効化または無効化、TTL または TTL スプレッドの設定、クライアント設定の構成などの拡張設定
データを修正できます。
データソースの拡張設定の編集

• データソースに対してコントロールセンター認証、検疫アドレス解決機能、SMTP 認証と、これらに関連するクエ
リーを無効化、有効化、修正できます。
認証機能の有効化または編集

• データソースに対してアドレス解決機能とクエリーを無効化、有効化、修正できます。
アドレス解決機能の有効化または編集

• データソースに対してルーティング機能とクエリーを無効化、有効化、修正できます。
ルーティング機能の有効化または編集

• データソースに対して受信者検証機能とクエリー（グループリストクエリーを含む）を無効化、有効化、修正できま
す。
受信者検証機能の有効化または編集

• データソースに対して配布リストの展開を有効化または無効化できます。
データソースでの配布リスト展開の有効化

• データソースに対して受信者アドレス保存を有効化または無効化できます。
データソースでの受信者アドレスの保存

データソースの無効化または有効化
保存済みのデータソースを無効にすると、設定を失うことなく、システムでデータソースを利用できなくすることがで
きます。後でデータソースを再び有効にする必要があれば、データソースを無効にして設定の時間を節約できます。無効
化機能は、トラブルシューティング目的で、一時的にソースをオフラインにする必要がある場合にも役立ちます。設定は
保存されますが、無効にしたデータソースのキャッシュは消去され、将来データソースを有効にした場合に再構築されま
す。

システム設定によっては、データソースを無効にすると、他の機能の動作に影響する可能性があります。影響を受ける機
能には、無効な受信者処理、ディレクトリハーベスト攻撃、エンドユーザー設定などがあります。一部の機能間の依存関
係により、保存済みデータソースをシステムで無効化できない場合があります。

既存のデータソースの修正について

データソースを無効または有効にするには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、有効または無効にするデータソースに
チェックマークを付けます。

3. 選択したデータソースを無効にするには［無効］を、有効にするには［有効］をクリックします。

データソースの削除
データソースまたはディレクトリの情報を Symantec Messaging Gateway で利用できなくする必要がある場合は、既存
のデータソースを削除できます。

既存の設定によっては、保存済みデータソースを修正すると、既存の機能に影響が出たり、機能が無効になったりするこ
とがあります。そのような設定に基づいた一部のデータソースを削除できない場合もあります。データソースの削除を試
みる前に、処理がメールの設定に与える可能性のある予想外の結果に注意してください。
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既存のデータソースの修正について

データソースを削除するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、削除するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［削除］をクリックします。

データソースの編集
システム設定によっては、データソースを編集すると、他の機能の動作に影響する可能性があります。

一部の機能間の依存関係により、保存済みデータソース、またはデータソースの設定済み機能の一部をシステムで無効化
できない場合があります。

NOTE

データソースの機能を無効にすると、その機能の設定とクエリー設定情報は保存されません。機能を後で有効
にした場合、クエリーの設定を再設定する必要があります。

既存のデータソースの修正について

データソースを編集するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、修正するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. 次のいずれかのタブをクリックして、データソースの設定と構成を編集します。

• LDAP サーバー
データソースの LDAP サーバー設定の編集

• 認証
認証機能の有効化または編集

• 受信者検証
受信者検証機能の有効化または編集

• ルーティング
ルーティング機能の有効化または編集

• アドレス解決
アドレス解決機能の有効化または編集

• 拡張
データソースの拡張設定の編集

データソースの LDAP サーバー設定の編集
既存のデータソースの LDAP サーバー設定を変更した場合は、Symantec Messaging Gateway でその情報を更新する必
要があります。

配備されたデータソースを修正する前に、まず変更が関連の設定や処理に与える可能性のある影響を評価してください。

クエリー結果に影響する修正を行うと、キャッシュの消去と再構築が行われ、それによってメール配信が遅れる可能性が
あります。テスト機能を使うと、データソースで実働サービスを開始する前に問題を診断できます。

既存のデータソースの修正について

データソースの LDAP サーバー設定を編集するには
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1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックし、［LDAP サーバー］タブをクリックします。

4. 次のフィールドを編集できます。

フィールド 説明

データソース名 データソースの重複のない名前を編集できます。
ディレクトリの種類 LDAP ソースが使うディレクトリの種類を変更できます。保存済みデータソースのディレクトリの種類

を変更した場合、クエリーのデフォルト値がその変更に応じて更新されることはありません。個別にク
エリーを再設定するか、または各機能の［デフォルトに戻す］オプションを使う必要があります。
次の中から選択できます。
• Active Directory
• Active Directory グローバルカタログ
• iPlanet/Sun ONE/Java ディレクトリサーバー
• Domino
• その他（任意の種類の LDAPv3 準拠ディレクトリ）
Symantec Messaging Gateway は任意の LDAPv3 ディレクトリと互換性がありますが、特にここで示
した 4 種類のディレクトリを使う設定をサポートするように設計されています。ディレクトリの種類に
「その他」を選択する場合、詳しくはディレクトリ製品のマニュアルを参照してください。
Active Directory グローバルカタログを使う場合、クエリーの設定によっては認証の問題が発生すること
があります。これらの問題はグローバルカタログを複製することによって解決できます。

ホスト名 LDAP サーバーのホスト名または IP アドレスを修正します。
ポート LDAP サーバーにアクセスするために使われる TCP/IP ポートを修正します。
SSL を有効にする LDAP サーバーホストへのすべての接続で SSL を有効または無効にします。このフィールドを修正する

ときは、ポート設定を確認してください。
匿名バインド チェックマークを付けると、特定のユーザー ID とパスワードの情報を提供しなくてもディレクトリデー

タサービスが LDAP サーバーに接続できるようになります。
次のオプションを使う LDAP サーバーに対する認証のために特定のログインクレデンシャルを設定する場合はチェックマーク

を付けます。
名前 (バインド DN) LDAP サーバーに対する認証のために使われる識別名（DN）。

Note: Active Directory サーバーまたはグローバルカタログサーバーを使用する場合は、必要に応じて、
完全形式の DN、NetBIOS とログイン名（NetBIOS\SAM アカウント名）、ユーザープリンシパル名のい
ずれかを使えます。

パスワード LDAP サーバーに対する認証に使われるパスワード。パスワードは［次のオプションを使う］にチェッ
クマークを付けた場合に必要です。

5. 必要なフィールドの編集が終了したら、［テストログイン］をクリックしてクライアントに接続し、LDAP 接続設定
が正しいことを確認します。

このテストは、LDAP サーバーに到達できることと、ディレクトリサーバーのディレクトリデータツリーのルートに
対して、指定されたアカウントが読み取りアクセス権を持っていることのみを検証します。テスト結果が成功であっ
ても、クレデンシャルがディレクトリの別の場所で有効である可能性は保証されません。これは特に匿名アクセスに
あてはまります。配備の前にアクセスを検証してください。

6. ［保存］をクリックします。

認証機能の有効化または編集
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。
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データソースのクエリーについて

システム設定によっては、認証データソースを編集すると、他の機能の動作に影響する可能性があります。他の機能が認
証データソースに依存している場合は、認証データソースを無効にできない場合があります。

既存のデータソースの修正について

データソースの認証の種類を変更すると、認証を無効にするのと同じ影響がある場合があります。

たとえば、コントロールセンター認証用に有効にされているデータソースのエンドユーザー検疫を設定するとします。後
で「SMTP 認証のみ」のデータソースを有効にした場合、エンドユーザー検疫は、その機能がコントロールセンター認
証に依存しているので自動的に無効になります。ただし、「コントロールセンターと SMTP 認証」のデータソースを有
効にする場合、SMTP 機能を有効にし、コントロールセンター認証に基づくすべての設定を維持します。

データソースで認証が有効なとき、システムでは次のことが可能です。

• スパム検疫へのエンドユーザーログインを認証する。
• エンドユーザーが電子メールアドレスに基づいて、個人の良い送信者リストと悪い送信者リストを設定する（アドレ
ス解決も必要）。

• スパム検疫に格納されているメッセージのメール受信者を検証する。
• エンドユーザーが個人の言語オプションを設定する（アドレス解決も必要）。
• メッセージの送信に SMTP 認証を使うユーザーを認証する。

データソースでの認証機能の使用について

既存のデータソースの修正について

データソースの認証設定を編集するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［認証］タブをクリックします。

5. ［認証を有効にする］にチェックマークを付けて認証を有効にするか、またはチェックマークをはずしてデータソー
スで認証を無効にします。

データソースの機能を無効にすることによってデータソースから機能を削除すると、そのデータソースに対する設定
とクエリー設定情報は保存されないため、再設定する必要があります。

6. ドロップダウンリストで、データソースに設定する認証の種類を選択します。

NOTE

ある排他的な認証の種類を別の認証の種類へと編集すると、依存関係がある一部の機能がメッセージング
システムで無効になる場合があります。変更がシステムにどのような影響を及ぼすかがはっきりしない場合
は、［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択して既存の機能を維持することをお勧めします。

コントロールセンター認証のみ エンドユーザーを認証し、検疫へのアクセスまたはエンドユーザー設定の編集のみを許可しま
す（認証も必要）。
コントロールセンター認証クエリーと検疫アドレス解決の詳細を設定する必要があります。

SMTP 認証のみ リモートユーザーが VPN 接続なしで、SMTP 認証プロトコルを使って電子メールを送信できる
ようにします。
SMTP 認証の詳細を設定する必要があります。
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コントロールセンターと SMTP 認
証

コントロールセンターと SMTP 認証の両方の機能を有効にします。
コントロールセンター認証、検疫アドレス解決、SMTP 認証の詳細を設定する必要がありま
す。クエリーの詳細を共有する場合は、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細
を共有する］にチェックマークを付けます。

7. ［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細を
共有する］にチェックマークを付けると、コントロールセンターと SMTP 認証で同じクエリー詳細を使うことができ
ます。

8. 認証の種類として［コントロールセンター認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合
(ただし、［コントロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細を共有する］にはチェックマークを付けない)、コン
トロールセンターの認証クエリーに関する次の情報を指定します。

テストユーザー名 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。
成功した結果と失敗した結果を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を
検証することをお勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカス
タマイズ］を使って設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
テストドメイン (省略可能) 指定されたテストクレデンシャルの NetBIOS ドメインを入力します。

必要に応じて、認証クエリーのテスト用に NetBIOS ドメインを指定できます。このフィールド
は、対象のデータソースのスコープに含まれる複数のドメイン間で［テストユーザー名］の値
に重複がある場合に必要です。このフィールドは、Active Directory または Active Directory グ
ローバルカタログを使う場合にのみ利用可能です。

クエリーのテスト 指定したテスト情報を使って検疫アドレス解決クエリーを検証するときにクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのイ
ンスタンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接
続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエ
イリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クリックすると、カスタムクエリーフィールドが表示されます。
クエリーのデフォルト設定を確認するか、または、スコープを変更したりカスタムのディレク
トリスキーマをサポートしたりする目的でカスタムクエリーを作成できます。
データソースのクエリーについて

NetBIOS ドメイン名 (省略可能) ログインのあいまい性を解決するためにシステムが使うことのできる NetBIOS ドメイン名のリ
ストを指定します。
このフィールドは省略可能ですが、次のすべての条件を満たす場合は設定することをお勧めし
ます。
• ディレクトリの種類が Active Directory または Active Directory グローバルカタログである
• ディレクトリで複数の NetBIOS ドメインを使う
• ユーザー名が重複しないことが保証されていない

ベース DN ルーティングクエリーの［ベース DN］を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定す
るには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を
指定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速
にデータを取得できます。

クエリーフィルタ 必要に応じて、認証クエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。
クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータ
を返すようにディレクトリデータサービスに指示します。
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プライマリ電子メール属性 このフィールドは SMTP 認証には関連しません。コントロールセンター認証に必須です。
［プライマリ電子メール属性］フィールドで、認証クエリーのプライマリ電子メールアドレス
情報を格納するために使われる LDAP スキーマ内の属性を入力します。
プライマリ電子メール属性の「proxyAddresses」を指定すると、ディレクトリデータサービス
は「SMTP」が先頭に追加された属性値を自動的にアドレスとして識別します。［プライマリ
電子メール属性］フィールドでこのプレフィックスを指定する必要はありません。

認証方法 ［認証方法］を選択します。
ユーザーが入力するパスワードを使ってログインを試みるには、［単純バインド］をクリック
します。
または、データソースからパスワードをフェッチし、そのパスワードをユーザーが入力したパ
スワードと比較するパスワードフェッチを使うこともできます。パスワードフェッチを選択す
るには［パスワード属性］をクリックします。デフォルトのパスワード属性を使うことも、属
性を変更することもできます。
必要に応じて、パスワードフェッチのための［デフォルトハッシュの種類］を指定できま
す。［なし］を選択した場合は、方式を示す {PLAIN} のようなプレフィックスを含むパス
ワード属性をディレクトリデータの先頭に追加する必要があります。［PLAIN］を選択する場
合、方式プレフィックスは不要です。
パスワードフェッチを無効にするために、認証元のキャッシュを無効にできます。または、認
証方法として［単純バインド］を使うこともできます。
Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての LDAP ディレクトリの種類につ
いて、単純バインドを使った LDAP 経由の SMTP 認証をサポートします。パスワードフェッチ
を使った LDAP 経由の SMTP 認証については、Active Directory、Active Directory グローバル
カタログ、Domino を除いて、サポートしているすべてのディレクトリの種類がサポートされ
ます。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
デフォルトに戻す クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わり

ます。

9. 認証の種類として［コントロールセンター認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場
合は、検疫アドレス解決クエリーに関する次の情報を指定します。コントロールセンター情報を使うには、［コント
ロールセンターと SMTP 認証クエリーの詳細を共有する］にチェックマークを付けます。

テスト電子メールアドレス ［テスト電子メールアドレス］フィールドで、検疫アドレス解決の設定をテストして検証す
るために使うことのできるアドレスを入力します。ユーザーのアドレス、配布リストのアドレ
ス、エイリアスアドレス、無効なアドレスを含むアドレスの組み合わせを使ってデータソース
をテストすることをお勧めします。

クエリーのテスト 指定したテスト電子メールアドレスを使って検疫アドレス解決クエリーを検証するには、［ク
エリーのテスト］をクリックします。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのイ
ンスタンスに対して行なわれます。テストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続
を検証するために使うことができません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエ
イリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クリックすると、カスタムクエリーフィールドが表示されます。デフォルトのクエリーを確認
できます。またスコープを変更したりカスタムのディレクトリスキーマをサポートしたりする
目的でクエリーをカスタマイズすることもできます。
データソースのクエリーについて

クエリーフィルタ ［検疫アドレス解決クエリー］の下の［クエリーフィルタ］フィールドでは、必要に応じて、
検疫アドレス解決クエリー用のカスタムフィルタを入力します。クエリーフィルタは、特定
の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータを返すようにディレクトリ
データサービスに指示します。

配布リストオブジェクトクラス ［配布リストオブジェクトクラス］フィールドで、配布リストエントリを識別するために使わ
れる LDAP スキーマ内のオブジェクトクラスを入力します。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
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デフォルトに戻す クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わり
ます。

10.認証の種類として［SMTP 認証のみ］または［コントロールセンターと SMTP 認証］を選択した場合、SMTP 認証ク
エリーに関する次の情報を指定します。

テストユーザー名 認証の設定をテストして検証するために使うことができるユーザー名を入力します。
成功した結果と失敗した結果を両方とも確認できるように、さまざまな入力値を試して設定を
検証することをお勧めします。テストで期待した結果が得られない場合は、［クエリーのカス
タマイズ］を使って設定とディレクトリデータを検証します。

テストパスワード テストユーザー名のパスワードを入力します。
クエリーのテスト 指定したテスト情報を使って検疫アドレス解決クエリーを検証するときにクリックします。

このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのイ
ンスタンスに対して行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの
接続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエ
イリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クリックすると、カスタムクエリーフィールドが表示されます。スコープを変更したり、カス
タムのディレクトリスキーマをサポートしたりする目的でカスタムクエリーを作成します。
データソースのクエリーについて

ベース DN ルーティングクエリーの［ベース DN］を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定す
るには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を
指定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速
にデータを取得できます。

クエリーフィルタ 必要に応じて、認証クエリーの［クエリーフィルタ］を指定します。
クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデー
タを返すようにディレクトリデータサービスに指示します。

プライマリ電子メール属性 (省略可
能)

このフィールドは SMTP 認証には関連しません。コントロールセンター認証に必須です。
［プライマリ電子メール属性］フィールドで、認証クエリーのプライマリ電子メールアドレス
情報を格納するために使われる LDAP スキーマ内の属性を入力します。

認証方法 ［認証方法］を選択します。
ユーザーが入力するパスワードを使ってログインを試みるには、［単純バインド］をクリック
します。
または、データソースからパスワードをフェッチし、そのパスワードをユーザーが入力したパ
スワードと比較するパスワードフェッチを使うこともできます。パスワードフェッチを選択す
るには［パスワード属性］をクリックします。デフォルトのパスワード属性を使うことも、属
性を変更することもできます。
必要に応じて、パスワードフェッチのための［デフォルトハッシュの種類］を指定できま
す。［なし］を選択した場合は、方式を示す {PLAIN} のようなプレフィックスを含むパス
ワード属性をディレクトリデータの先頭に追加する必要があります。［PLAIN］を選択する場
合、方式プレフィックスは不要です。
パスワードフェッチを無効にするために、認証元のキャッシュを無効にできます。または、認
証方法として［単純バインド］を使うこともできます。
Symantec Messaging Gateway は、サポートしているすべての LDAP ディレクトリの種類
について、単純バインドを使った LDAP 経由の SMTP 認証をサポートします。パスワード
フェッチを使った LDAP 経由の SMTP 認証については、Active Directory、Active Directory グ
ローバルカタログ、Domino を除いて、サポートしているすべてのディレクトリの種類がサ
ポートされます。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
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デフォルトに戻す クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わり
ます。

11.［保存］をクリックします。

アドレス解決機能の有効化または編集
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。

データソースのクエリーについて

システム設定によっては、保存済みデータソースのアドレス解決機能を編集または無効化すると、他の機能の動作に影響
する可能性があります。

既存のデータソースの修正について

データソースのアドレス解決設定を編集するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［アドレス解決］タブをクリックします。

5. 次のフィールドを編集できます。

項目 説明

データソース名 データソースの重複のない名前を編集できます。
アドレス解決を
有効にする

アドレス解決機能はエイリアスと配布リストのデータを解決します。この機能を使うと、LDAP ベースのグループ
メンバーシップを使ってポリシーを定義することによってポリシーをユーザー単位で適用できます。
データソースでのアドレス解決機能の使用について
データソースの機能を無効にすることによってデータソースから機能を削除すると、そのデータソースに対する設
定とクエリー設定情報は保存されません。その後、機能を有効にする場合は、この情報を再設定する必要がありま
す。
既存のデータソースの修正について

テスト電子メー
ルアドレス

アドレス解決の設定をテストして検証するために使うことができる電子メールアドレスを指定します。

クエリーのテス
ト

クリックすると、指定したテスト電子メールアドレスを使って、定義済みのアドレス解決クエリーのテストと検証
が行われます。
このテストは、テスト電子メールアドレスに関連付けられたすべての電子メールアドレス、配布リストのメンバー
シップ、ディレクトリグループのメンバーシップを報告します。このテストはコントロールセンターのホストで動
作しているディレクトリデータサービスのインスタンスに対して行なわれます。テストは接続されたスキャナから
LDAP サーバーへの接続を検証するために使うことができません。
クエリーに成功した場合、［クエリーのテスト］オプションの隣にあるアイコンをクリックするとすべてのクエ
リー結果を表示できます。このテストは、テスト電子メールアドレスに関連付けられているすべての電子メールア
ドレスとユーザープリファレンスを報告します。受信者が配布リストの場合は、その配布リストに関連付けられて
いるすべてのユーザーについてこの情報が提供されます。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエイリアスやマスカ
レードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカス
タマイズ

デフォルトのアドレス解決クエリーを表示またはカスタマイズするときにクリックします。スコープを変更した
り、カスタムのディレクトリスキーマをサポートしたりする目的でカスタムクエリーを作成します。
データソースのクエリーについて
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項目 説明

ベース DN 認証するエントリの検索を開始するディレクトリ内の場所の名前を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定するには［カスタマイ
ズ］を選択します。

カスタムクエ
リー開始

［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を指定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できます。［カスタムクエ
リー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速にデータを取得できます。

クエリーフィル
タ

クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータを返すようにディレ
クトリデータサービスに指示します。

プライマリ電子
メール属性

プライマリ電子メールアドレス情報を格納するために使われる LDAP スキーマ内の属性を指定します。
プライマリ電子メール属性の「proxyAddresses」を指定すると、ディレクトリデータサービスは「SMTP」が先頭
に追加された属性値を自動的にアドレスとして識別します。［プライマリ電子メール属性］フィールドでこのプレ
フィックスを指定する必要はありません。

電子メールエイ
リアス属性（省
略可能）

電子メールエイリアスアドレス情報を格納するために使われる LDAP スキーマ内の属性を指定します。

配布リストオブ
ジェクトクラス

配布リストエントリを識別するために使われる LDAP スキーマ内のオブジェクトクラスが一覧表示されます。

子メンバーシッ
プ属性

グループのメンバーを定義するために使われる、スキーマ内の属性の名前をセミコロンで区切って指定します。
子メンバーシップ属性を指定しないと、配布リストとグループは展開されません。これによりパフォーマンスが
向上する可能性があります。ただしこの場合、LDAP グループメンバーシップが評価されないため、受信者の電子
メールアドレスにしかポリシーを適用できません。電子メールエイリアスによる間接ポリシーグループはまだ使用
可能です。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
デフォルトに戻
す

クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わります。

クエリーのテス
ト

クリックすると、指定されたテスト情報を使ってグループリストクエリーのテストと検証が行われます。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのインスタンスに対して
行なわれます。テストでは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの接続を検証しません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。

クエリーのカス
タマイズ

カスタムのグループリストクエリーを作成するときにクリックします。
スコープを変更したり、カスタムのディレクトリスキーマをサポートしたりする目的でカスタムクエリーを作成し
ます。
データソースのクエリーについて

クエリーフィル
タ (省略可能)

クエリーフィルタは、ディレクトリ内のグループを検索するためにディレクトリデータサービスが使うルールを定
義します。ルールは標準の LDAP クエリー構文で指定します。
たとえば、SunONE データソースの場合、次のクエリーフィルタを使ってディレクトリ内部のすべてのグループを
識別できます。
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
このフィールドが空白のままの場合、［ポリシーグループの追加］ページにグループが一覧表示されません。

グループ名属性
(省略可能)

返されたグループの表示名として使われるスキーマ内の属性を指定します。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
デフォルトに戻
す

クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わります。
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項目 説明

配布一覧の 2 次
クエリーフィル
タ

配布一覧の二次フィルタを適用します。
このクエリーフィルタは、配布一覧の展開の結果としてディレクトリサーバーから入手する配布一覧に適用されま
す。(objectclass=*) のデフォルト値は、結果セットに含まれている受信者の配布一覧の子メンバーである配布一覧
になります。この一覧は、初回の検索で適用した一次クエリーフィルタによってその配布一覧が除外されたかどう
かに関係なく生成されます。

Note: ディレクトリサーバーによってインデックス付けされていない属性によってこの値をデフォルト値から変更
すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

グループの 2 次
クエリーフィル
タ

グループに二次フィルタを適用します。
このクエリーフィルタは、グループメンバーシップの拡張の結果としてディレクトリサーバーから入手するグルー
プに適用されます。(objectclass=*) のデフォルト値は、結果セットに含まれているポリシーグループメンバーシッ
プの一覧にあるグループの子メンバーであるグループになります。

Note: ディレクトリサーバーによってインデックス付けされていない属性によってこの値をデフォルト値から変更
すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

6. ［保存］をクリックします。

ルーティング機能の有効化または編集
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。

データソースのクエリーについて

システム設定によっては、保存済みデータソースのルーティング機能を編集すると、他の機能の動作に影響する可能性が
あります。

既存のデータソースの修正について

データソースでルーティング機能を編集するには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［ルーティング］タブをクリックします。

5. 次のフィールドを編集できます。

項目 説明

データソース名 データソースの重複のない名前を編集できます。
ルーティングを有効にする ルーティング機能では、データソースから提供される情報を使って、メッセージをアドレスと

ドメインにルーティングします。
データソースでのルーティング機能の使用について
ドメインと関連付けられているルーティング元は削除できません。そのようなルーティング元
を無効にする場合は、［ドメイン］ページで関連付けを削除する必要があります。
データソースの機能を無効にすることによってデータソースから機能を削除すると、そのデー
タソースに対する設定とクエリー設定情報は保存されません。その後、機能を有効にする場合
は、この情報を再設定する必要があります。
既存のデータソースの修正について

テスト電子メールアドレス ルーティングの設定をテストして検証するために使うことができる電子メールアドレスを指定
します。
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項目 説明

クエリーのテスト クリックすると、指定したテスト電子メールアドレスを使って、定義済みのルーティングクエ
リーのテストと検証が行われます。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのイ
ンスタンスに対して行なわれます。このテストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの
接続を検証するために使うことができません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエ
イリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クリックすると、カスタムクエリーフィールドが表示されます。
スコープを変更したり、カスタムのディレクトリスキーマをサポートしたりする目的でカスタ
ムクエリーを作成します。
データソースのクエリーについて

ベース DN 認証するエントリの検索を開始するディレクトリ内の場所の名前を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定す
るには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を指
定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速
にデータを取得できます。

クエリーフィルタ クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータ
を返すようにディレクトリデータサービスに指示します。

代替アドレス属性 ユーザーごとにディレクトリベースの代替アドレスルーティングを有効にする場合は、［代
替アドレス属性］を指定します。代替電子メールアドレス属性が指定されていると、元のユー
ザー宛てのメールは新しい電子メールアドレスに再送されます。

Note: ルーティング元を保存するには、［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の
どちらかまたは両方を指定します。［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の両方
を設定すると、ディレクトリデータサービスは代替メールホストを解決する前にすべての代替
電子メールアドレスを解決します。

データソースでのルーティング機能の使用について
代替メールホスト属性 ディレクトリベースの代替メールホストルーティングを有効にする場合は、この情報を格納す

るために選択したディレクトリスキーマ内の属性に対応する［代替メールホスト属性］を指定
します。
メールホストは IP アドレスまたは完全修飾ホスト名で指定してください。コロンに続けてポー
ト番号を入れることでポートを指定できます。たとえば、「:25」のように指定します。デフォ
ルトでは、SMTP プロトコルは電子メールの伝送に 25 番ポートを使います。
次の有効な属性を使うことができます:
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• myothermailserver.mycompany.com
• myothermailserver.mycompany.com:25
LDAP エントリに複数の代替メールホストの属性値がある場合、MTA はメッセージがその受信
者に配信されるたびに、ランダムに値の 1 つを選択して使用します。

Note: ルーティング元を保存するには、［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の
どちらかまたは両方を指定します。［代替アドレス属性］と［代替メールホスト属性］の両方
を設定すると、ディレクトリデータサービスは代替メールホストを解決する前にすべての代替
電子メールアドレスを解決します。

データソースでのルーティング機能の使用について
宛先ホストルーティングや MX ルックアップなど、その他のルーティング方式について詳しく
は、ドメインのマニュアルを参照してください。
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項目 説明

代替メールホストで MX ルックアッ
プを実行する

指定した代替メールホストの MX ルックアップが可能になります。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
デフォルトに戻す クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わり

ます。

6. ［保存］をクリックします。

受信者検証機能の有効化または編集
システムの構成に合わせてカスタムの属性とフィルタを設定することにより、クエリーをカスタマイズできます。カスタ
ムクエリーを使って、スコープを変更したり、独自のディレクトリスキーマをサポートしたりできます。

データソースのクエリーについて

システム設定によっては、保存済みデータソースの受信者検証機能を編集すると、他の機能の動作に影響する可能性があ
ります。

既存のデータソースの修正について

データソースで受信者検証機能を編集するには
1. コントロールセンターで、［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［受信者検証］タブをクリックします。

5. データソースで受信者検証を有効にするには、［受信者検証を有効にする］にチェックマークを付けます。

6. 次のフィールドを編集できます。

項目 説明

データソース名 データソースの重複のない名前を編集できます。
受信者検証を有効にする ［受信者検証を有効にする］にチェックマークを付けます。

受信者検証は Symantec Messaging Gateway の他の機能と連携し、無効な受信者と、これらの
受信者に送信されるメッセージの識別と管理に役立ちます。
データソースでの受信者検証機能の使用について
メッセージを破棄するか、または無効な受信者を拒否するように無効な受信者処理が設定され
ている場合は、最後の受信者検証ソースを無効化または削除できません。最後の受信者検証
ソースを削除または無効化するには、すべてのメッセージを受け入れるように無効な受信者処
理を設定する必要があります。
データソースの機能を無効にすることによってデータソースから機能を削除すると、そのデー
タソースに対する設定とクエリー設定情報は保存されません。その後、機能を有効にする場合
は、この情報を再設定する必要があります。
既存のデータソースの修正について

テスト電子メールアドレス 受信者検証の設定をテストして検証するために使うことができる電子メールアドレスを入力し
ます。
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項目 説明

クエリーのテスト クリックすると、指定したテスト電子メールアドレスを使って、定義済みの受信者検証クエ
リーのテストと検証が行われます。
このテストはコントロールセンターのホストで動作しているディレクトリデータサービスのイ
ンスタンスに対して行なわれます。このテストは接続されたスキャナから LDAP サーバーへの
接続を検証するために使うことができません。
テスト結果はテストしたデータソースのみを反映します。他のデータソースの結果、またはエ
イリアスやマスカレードなどのシステム設定についての情報は提供されません。

クエリーのカスタマイズ クリックすると、カスタムクエリーフィールドが表示されます。
デフォルトのクエリー情報を確認できます。またスコープを変更したりカスタムのディレクト
リスキーマをサポートしたりする目的で、カスタムの受信者検証クエリーを作成することもで
きます。
データソースのクエリーについて

ベース DN 認証するエントリの検索を開始するディレクトリ内の場所の名前を指定します。
［カスタムクエリー開始］フィールドにはデフォルト値が用意されており、独自の値を指定す
るには［カスタマイズ］を選択します。

カスタムクエリー開始 ［ベース DN］フィールドの［カスタマイズ］を選択した場合、［カスタムクエリー開始］を指
定します。
ベース DN をカスタマイズして、検索の範囲をディレクトリツリーの特定部分に変更できま
す。［カスタムクエリー開始］により、特定のニーズに合わせてクエリーを設定し、より高速
にデータを取得できます。

クエリーフィルタ クエリーフィルタは、特定の LDAP クエリーの構文を記述する属性とトークンを使ってデータ
を返すようにディレクトリデータサービスに指示します。

クエリーを隠す クリックすると、カスタムクエリーフィールドが非表示になります。
デフォルトに戻す クリックすると、クエリー設定フィールドの編集内容が削除され、デフォルト値に置き換わり

ます。

7. ［保存］をクリックします。

データソースの拡張設定の編集
配備済みのデータソースの設定を編集するときは、設定の変更が現在の設定とプロセスに影響する可能性があることに注
意してください。たとえば、キャッシュ設定を修正するとキャッシュが消去される場合があり、参照元の追跡を修正する
と参照が機能しなくなる場合があります。

ディレクトリデータキャッシュについて

既存のデータソースの修正について

データソースの拡張設定を編集するには
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1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、編集するデータソースにチェックマークを
付けます。

3. ［編集］をクリックします。

4. ［拡張］タブをクリックします。

5. 次のフィールドを編集できます。

項目 説明

最大接続数 一度に作成できるクライアント接続（バインド操作）の最大数を指定します。
このフィールドを 0 に設定すると、接続プールは無効になり、要求ごとに新しい接続が作成されま
す。

最小接続数 ソースが最初の要求を処理するときに、接続プールに追加される接続数を指定します。
ゼロという値は実際の保留中要求を処理するためにのみ接続が作成されることを示します。接続は指
定のアイドルタイムアウトよりも長くアイドル状態になった場合に解放されます。

接続タイムアウト ここで指定する時間の経過後、LDAP サーバーホストに対する接続の試行がタイムアウトして自動的に
終了します。
ゼロという値はクライアント側で接続をタイムアウトできないことを示します（ただし、LDAP サー
バーで接続を閉じることができます）。

アイドルタイムアウト ここで指定した時間、クライアント接続がアイドル状態にとどまると、接続が自動的に閉じられま
す。
ゼロという値は接続を閉じないで無期限にアイドル状態のままにしておくことができることを示しま
す（ただし、LDAP サーバーも接続を閉じることができます）。

検索タイムアウト ここで指定した時間（秒）、要求や検索の操作が実行された後、ディレクトリデータサービスは操作
を終了し、部分的な結果を表示します。ディレクトリサーバーで適用される検索タイムアウトがこの
値よりも低い場合があります。

ページサイズ クエリーに成功したときに返される初回のエントリの最大数を指定します。
小さすぎる値を設定すると処理効率が低下する可能性があり、ページサイズが LDAP サーバーによっ
て設定される限界値よりも大きいと、クエリーのページサイズが限界値を超えたときに操作が失敗す
る可能性があります。このサーバー側の限界値（デフォルト）はディレクトリの種類で変わります。
ユーザーのディレクトリサーバーでこの制限を変更するには、ディレクトリサーバーのマニュアルを
参照してください。
ページ検索を完全に無効にするには、この値を 0 に設定します。

Note: LDAP ソースが使う管理クレデンシャルに設定された名前（バインド DN）に、検索限度をバイ
パスするための十分なアクセス権限があることを確認してください。

参照元の追跡 ディレクトリデータサービスから別の LDAP サーバーにクエリーを行うことを提案するクエリー応答
がサーバーから返される場合があります。このフィールドが有効な場合、ディレクトリデータサービ
スはクエリーの実行時にそれらの参照をたどります。
ディレクトリデータサービスは同じバインドのクレデンシャルを使って参照先サーバーに接続しま
す。参照先 LDAP サーバーが同じバインドのクレデンシャルを認識しない場合は、クエリーでエラー
が返される可能性があります。

キャッシュの有効化 キャッシュは以前の要求のアドレスエントリデータを格納します。これによりディレクトリデータ
サービスは、LDAP サーバーに確認する代わりにこのキャッシュに保存されたデータを使うことで、よ
り速く結果を処理できます。
ディレクトリデータキャッシュについて
キャッシュはデフォルトで有効です。
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項目 説明

キャッシュサイズ キャッシュに格納できるエントリの最大数を指定します。キャッシュサイズの限度を超過すると、新
しいエントリのスペースを空けるため、最も長い間使われていないエントリが削除されます。
キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定してください。この値
は、環境内のユーザーとグループ（配布リスト、連絡先、パブリックフォルダを含む）の数以上に設
定することをお勧めします。
キャッシュのエントリ数を 0 に設定すると、新しい無効な受信者がキャッシュに追加されるたびに削
除されます。この結果、合計のエントリ数は常に 0 になります。
ディレクトリデータキャッシュについて

キャッシュインデックスサ
イズの乗数

キャッシュに関して電子メールアドレスのインデックスのサイズを指定します。この設定によって、
キャッシュ内のエントリごとに複数のエイリアスをインデックスに格納できます。たとえば、乗数が 2
ならばキャッシュのサイズの 2 倍になり、キャッシュエントリごとに平均 2 つのエイリアスを利用で
きます。

最小キャッシュ TTL キャッシュ内にあるエントリの最小存続期間（TTL）を設定します。
キャッシュ TTL に達すると、そのキャッシュ内のエントリは期限切れになり、クエリー時に更新され
ます。キャッシュの有効期限の最小値と最大値によって、これらのエントリを期限切れにして更新で
きる一定の期間を作成します。これはシステムの作業負荷の調整に役立ちます。
アドレス解決ソースについては、この設定により、ポリシーで使われる LDAP グループのメンバー
シップ情報が再構築される頻度も決まります。
ディレクトリデータキャッシュについて

最大キャッシュ TTL キャッシュ内にあるエントリの最大存続期間（TTL）を設定します。
キャッシュ TTL に達すると、そのキャッシュ内のエントリは期限切れになり、クエリー時に更新され
ます。キャッシュの有効期限の最小値と最大値によって、これらのエントリを期限切れにして更新で
きる一定の期間を作成します。これはシステムの作業負荷の調整に役立ちます。
ディレクトリデータキャッシュについて

無効な受信者キャッシュサ
イズ

無効な受信者キャッシュに格納できるエントリの最大数を指定します。
ディレクトリデータサービスがディレクトリ内でエントリを見つけられない場合、エントリは無効と
見なされて、無効な受信者キャッシュに追加されます。そのエントリが次回クエリーされたとき、
ディレクトリデータサービスはディレクトリをクエリーする前にキャッシュを確認するため、ロード
時間が短縮されます。
キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定してください。キャッ
シュを 0 に設定すると、新しい無効な受信者がキャッシュに追加されるたびにその受信者が削除さ
れ、結果的に合計のエントリ数は常に 0 になります。

無効な受信者キャッシュ
TTL

電子メールアドレスエントリを無効な受信者キャッシュ内に保管する必要のある期間。

キャッシュの消去 クリックすると、キャッシュのすべてのエントリが消去されます。
デフォルトに戻す クリックすると、［拡張設定］のすべてのフィールドがデフォルト値に戻ります。

6. ［保存］をクリックします。

ディレクトリデータキャッシュの設定
ディレクトリデータキャッシュの適切なサイズは、システムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定できます。
ディレクトリデータキャッシュを事前ロードしたり、キャッシュ永続性を有効にしたりすることもできます。

「ディレクトリデータキャッシュの設定」では、ディレクトリデータキャッシュを設定する方法を説明します。必要に応
じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。
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Table 115: ディレクトリデータキャッシュの設定

タスク 説明

ディレクトリデータキャッ
シュについて理解を深め
る。

Symantec Messaging Gateway は、以前の要求のディレクトリデータを格納するキャッシュ機能を備え
ています。この機能により、ディレクトリデータサービスは時間のかかる LDAP ディレクトリクエリー
の代わりにこのキャッシュに保存されたデータを使うことで、より速く要求を処理できます。
ディレクトリデータキャッシュについて

キャッシュ永続性を有効に
する。

キャッシュ永続性によって、Symantec Messaging Gateway がシャットダウンまたは再起動されたこと
によりディレクトリデータサービスが停止するたびに、既存のキャッシュがファイルに保存されます。
その後、再起動時にこのキャッシュを読み込むことで、キャッシュデータの消失を防ぐことができま
す。キャッシュはデフォルトで有効です。
キャッシュ永続性の有効化

ディレクトリデータキャッ
シュを事前ロードするメ
リットについて理解を深め
る。

多数の LDAP エントリが存在するか、または LDAP 接続が低速な場合、ディレクトリキャッシュを事前
ロードすることで、初期のディレクトリキャッシュ構築処理中にシステムでメールのバックアップが作
成されないようにすることができます。通常の運用中に、十分なシステムパフォーマンスを保ちながら
キャッシュを徐々に構築できるため、ほとんどの状況下でキャッシュの事前ロードは必要ありません。
ディレクトリデータキャッシュの事前ロードについて

データキャッシュを事前
ロードする。

キャッシュの構築は、通常の運用中に、十分なシステムパフォーマンスを保ちながら徐々に行われま
す。システム設定が複雑な場合や、データソースのサイズが大きい場合、ディレクトリキャッシュを事
前ロードすることで、初期のディレクトリキャッシュ構築処理中にシステムでメールのバックアップが
作成されないようにすることができます。
データキャッシュの事前ロード

ディレクトリデータキャッシュについて
Symantec Messaging Gateway は、以前の要求のディレクトリデータを格納するキャッシュ機能を備えています。この
機能により、ディレクトリデータサービスは時間のかかる LDAP ディレクトリクエリーの代わりにこのキャッシュに保
存されたデータを使うことで、より速く要求を処理できます。

キャッシュはデフォルトで有効であり、エントリが取得および検証されるたびにキャッシュに追加されます。ディレク
トリデータサービスは要求を受け取ると、受信者が見つかるか、またはそれ以上検索するキャッシュがなくなるまで、
すべてのキャッシュを検索します。受信者がキャッシュに見つからない場合、ディレクトリデータサービスはデータソー
スディレクトリを検索します。受信者がデータソースに見つかった場合、ディレクトリデータサービスは関連付けられた
キャッシュに受信者を追加します。

受信者がデータソースに見つからない場合、ディレクトリデータサービスは、そのデータソースの無効な受信者キャッ
シュにキャッシュエントリを追加します。

キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定します。この値は、環境内のユーザーとグ
ループの数以上に設定することをお勧めします。このリストには配布リスト、連絡先、パブリックフォルダを含める必要
があります。

キャッシュごとに次のように制御できます。

• ［拡張設定］ページを使用して、キャッシュサイズとエントリの保持期間を設定します。
データソースの拡張設定の編集
［拡張設定］ページの最小 TTL (存続期間) と最大 TTL の設定を使用して、データの新しさに対する更新頻度の正し
いバランスを見つけます。

• キャッシュサイズを超過したときにそのことを通知する警告を設定します。
• ディレクトリのサイズが非常に大きいか、または LDAP 接続が低速な場合は、キャッシュを事前ロードすることで、
キャッシュ構築処理に伴ってメールキューでバックアップが作成されるのを避けることができます。
ディレクトリデータキャッシュの事前ロードについて

• キャッシュを無効にします。キャッシュを無効にすると、要求ごとに LDAP ホストに対してクエリーが実行されるこ
とに注意してください。キャッシュを無効にすると、処理時間が長くなる可能性があります。
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データソースの拡張設定の編集

キャッシュ永続性の有効化
キャッシュ永続性によって、Symantec Messaging Gateway がシャットダウンまたは再起動されたことによりディレク
トリデータサービスが停止するたびに、既存のキャッシュがファイルに保存されます。その後、再起動時にこのキャッ
シュを読み込むことで、キャッシュデータの消失を防ぐことができます。キャッシュはデフォルトで有効です。

ディレクトリデータキャッシュについて

データソースでキャッシュ永続性を有効または無効にするには
1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、［キャッシュ永続性を有効にする］に
チェックマークを付けてキャッシュ永続性を有効にするか、またはチェックマークをはずしてキャッシュ永続性を無
効にします。

配布リストの展開設定を［キャンセル］または［変更］するように求められます。

3. ［変更］をクリックします。

すべてのデータソースでキャッシュ永続性が有効または無効になります。

既存のデータソースの修正について

ディレクトリデータキャッシュの事前ロードについて
多数の LDAP エントリが存在するか、または LDAP 接続が低速な場合、ディレクトリキャッシュを事前ロードすること
で、初期のディレクトリキャッシュ構築処理中にシステムでメールのバックアップが作成されないようにすることができ
ます。通常の運用中に、十分なシステムパフォーマンスを保ちながらキャッシュを徐々に構築できるため、ほとんどの状
況下でキャッシュの事前ロードは必要ありません。

キャッシュの事前ロードは機能ごとに実行され、次の機能でサポートされています。

• 検疫アドレス解決
• 受信者検証
• ルーティング
• アドレス解決

ルーティングを除く各機能については、その機能を有効にするすべてのデータソースで単一の入力ファイルを共有しま
す。ルーティング機能については、各データソースで使う情報を独立した入力ファイルで用意する必要があります。

データソースを無効にすると、そのデータソースで有効になっていたすべての機能のキャッシュが消去されます。新しい
データソースを作成する場合や、無効にしたデータソースを有効にする場合は、再びキャッシュを事前ロードする必要が
あります。

データキャッシュの事前ロード

ディレクトリデータキャッシュについて

データキャッシュの事前ロード
キャッシュの構築は、通常の運用中に、十分なシステムパフォーマンスを保ちながら徐々に行われます。システム設定が
複雑な場合や、データソースのサイズが大きい場合、ディレクトリキャッシュを事前ロードすることで、初期のディレク
トリキャッシュ構築処理中にシステムでメールのバックアップが作成されないようにすることができます。

事前ロード処理を開始する前に、すべての入力ファイルをアップロードする必要があります。各インポートファイルは改
行で区切られた電子メールアドレスで構成し、ASCII または UTF8 エンコードを使う必要があります。

データソースキャッシュを事前ロードするには
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1. ［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］の順に選択します。

2. ［事前ロードキャッシュ］をクリックします。

3. ［事前ロードの設定と状態］ページで、キャッシュを事前ロードするために使う入力ファイルを参照します。

このファイルは改行で区切られた電子メールアドレスで構成し、ASCII または UTF 形式を使う必要があります。

4. ［機能］フィールドで、アップロードしたファイルが使われる対象の機能を選択します。

キャッシュの事前ロードは機能ごとに実行され、サポートされている各機能（検疫アドレス解決、受信者検証、ルー
ティング、アドレス解決）で有効化し設定します。ルーティングを除く各機能については、その機能を有効にするす
べてのデータソースで単一の入力ファイルを共有します。ルーティング機能では、1 つ以上のデータソース入力ファ
イルを各ルーティング機能と関連付ける必要があります。

5. ［アップロード］をクリックします。

6. 事前ロードするすべてのファイルがアップロードされるまで、ファイルのアップロードを続けます。各機能に対応し
たデータソースファイルをアップロードする必要があります。電子メールアドレスのリストを機能間で共有する場合
は、同じ入力ファイルを機能ごとにアップロードする必要があります。

7. すべてのファイルをアップロードしたら、［事前ロードの開始］をクリックします。

コントロールセンターが再起動するまでの間、いつでもこのページに戻って状態を確認できます。［事前ロード %
完了］列には、ページの自動更新に合わせて各機能の更新状態が示されます。［更新］をクリックして状態を手動で
更新することもできます。

• 進行中
事前ロード処理が開始されましたが、まだ完了していません。

• 正常に完了
すべてのファイルが正常にロードされました。

• 開始を中止
中止が開始されましたが、完了していません。

• 中止
ファイルのロード処理は停止しました。

• 失敗
ファイルのロード処理は失敗しました。

コントロールセンターが再起動するまでの間、いつでも戻って状態を確認できます。コントロールセンターのログで
詳細情報を確認することもできます。

データソースの拡張設定
［LDAP サーバーの設定］ページでの LDAP サーバーの設定に加えて、［拡張設定］の各フィールドでキャッシュサイ
ズやネットワーク設定をさらに調整できます。

ディレクトリデータキャッシュについて

データソースの拡張設定を編集するには
1. ［ディレクトリ統合の設定］の［ディレクトリデータソース］ページで、データソースを追加するために［次へ］を
クリックします。

データソースの追加
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2. ［LDAP サーバーの設定］ページでサーバー統合設定を指定し、［拡張設定を表示］をクリックします。

3. 新しいデータソースについて、次の設定を行うことができます。どのフィールドも省略可能であり、システムで特別
な必要条件がある場合にのみ設定する必要があります。

項目 説明

最大接続数 一度に作成できるクライアント接続（バインド操作）の最大数を指定します。
このフィールドを 0 に設定すると、接続プールは無効になり、要求ごとに新しい接続が作成されます。

最小接続数 ソースが最初の要求を処理するときに、接続プールに追加される接続数を指定します。
ゼロという値は実際の保留中要求を処理するためにのみ接続が作成されることを示します。作成される接
続は指定のアイドルタイムアウトよりも長くアイドル状態になった場合に解放されます。

接続タイムアウト ここで指定する時間の経過後、LDAP サーバーホストに対する接続の試行がタイムアウトして自動的に終
了します。
ゼロという値は接続をタイムアウトさせないことを示します（ただし、LDAP サーバーも接続を閉じるこ
とができます）。

アイドルタイムアウト ここで指定した時間、クライアント接続がアイドル状態にとどまると、接続が自動的に閉じられます。
ゼロという値は接続を閉じないで無期限にアイドル状態のままにしておくことができることを示します
（ただし、LDAP サーバーも接続を閉じることができます）。

検索タイムアウト ここで指定した時間（秒）、要求や検索の操作が実行された後、ディレクトリデータサービスは操作を終
了し、部分的な結果を表示します。LDAP サーバーで適用される検索タイムアウトがこの値よりも低い場
合があることに注意してください。

ページサイズ クエリーに成功したときに返される初回のエントリの最大数を指定します。
小さすぎる値を設定すると処理効率が低下する可能性があり、ページサイズが LDAP サーバーによって
設定される限界値よりも大きいと、クエリーのページサイズが限界値を超えたときに操作が失敗する可能
性があります。このサーバー側の限界値（デフォルト）はディレクトリの種類で変わります。ユーザーの
ディレクトリサーバーでこの制限を変更するには、ディレクトリサーバーのマニュアルを参照してくださ
い。
ページ検索を完全に無効にするには、この値を 0 に設定します。

Note: 提供する管理クレデンシャルが、検索限度を除外するための十分なアクセス権限を持っていること
を確認してください。

参照元の追跡 要求が処理されるとき、ディレクトリデータサービスから別の LDAP サーバーにクエリーを行うことを提
案するクエリー応答がサーバーから返される場合があります。このフィールドが有効な場合、ディレクト
リデータサービスはクエリーの実行時にそれらの参照をたどります。
ディレクトリデータサービスは同じバインドのクレデンシャルを使い、参照されたサーバーに接続しま
す。参照先 LDAP サーバーが同じバインドのクレデンシャルを認識しない場合は、クエリーでエラーが返
される可能性があります。

キャッシュの有効化 キャッシュは以前の要求のアドレスエントリデータを格納します。キャッシュにより、ディレクトリデー
タサービスはルックアップごとに LDAP サーバーに直接確認する代わりにこのキャッシュに保存された
データを使うことで、より速く結果を処理できます。
ディレクトリデータキャッシュについて
キャッシュはデフォルトで有効です。

キャッシュサイズ キャッシュに格納できるエントリの最大数を指定します。キャッシュサイズの限度を超過すると、新しい
エントリのスペースを空けるため、最も長い間使われていないエントリが削除されます。
キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定してください。この値は、環
境内のユーザーとグループ（配布リスト、連絡先、パブリックフォルダを含む）の数以上に設定すること
をお勧めします。
キャッシュのエントリ数を 0 に設定すると、キャッシュは実質的に無効になります。
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項目 説明

キャッシュインデックス
サイズの乗数

キャッシュに関して電子メールアドレスのインデックスのサイズを指定します。この設定によって、
キャッシュ内のエントリごとに複数のエイリアスをインデックスに格納できます。たとえば、乗数が 2 な
らばキャッシュのサイズの 2 倍になり、キャッシュエントリごとに平均 2 つのエイリアスを利用できま
す。
この値は、ユーザーに関連付けられたプライマリアドレスとエイリアスアドレスの平均数以上に設定する
ことをお勧めします。

最小キャッシュ TTL キャッシュ内にあるエントリの最小存続期間（TTL）を設定します。
キャッシュ TTL に達すると、そのキャッシュ内のエントリは期限切れになり、クエリー時に更新されま
す。キャッシュの有効期限の最小値と最大値によって、これらのエントリを期限切れにして更新できる一
定の期間を作成します。この設定はすべてのエントリが同時に期限切れになるのを防ぐので、システムの
作業負荷の調整に役立ちます。
アドレス解決ソースについては、この設定により、ポリシーで使われる LDAP グループのメンバーシップ
情報が再構築される頻度も決まります。
ディレクトリデータキャッシュについて

最大キャッシュ TTL キャッシュ内にあるエントリの最大存続期間（TTL）を設定します。
キャッシュ TTL に達すると、そのキャッシュ内のエントリは期限切れになり、クエリー時に更新されま
す。キャッシュの有効期限の最小値と最大値によって、これらのエントリを期限切れにして更新できる一
定の期間を作成します。この設定はすべてのエントリが同時に期限切れになるのを防ぐので、システムの
作業負荷の調整に役立ちます。
ディレクトリデータキャッシュについて

無効な受信者キャッシュ
サイズ

無効な受信者キャッシュに格納できるエントリの最大数を指定します。
ディレクトリデータサービスがディレクトリ内でエントリを見つけられない場合、エントリは無効と見な
されて、無効な受信者キャッシュに追加されます。そのエントリが次回クエリーされたとき、ディレクト
リデータサービスはディレクトリをクエリーする前にキャッシュを確認するため、ロード時間が短縮され
ます。
キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定してください。キャッシュを
0 に設定すると、キャッシュは実質的に無効になります。

無効な受信者キャッシュ
TTL

電子メールアドレスエントリを無効な受信者キャッシュ内に保管する必要のある期間を指定します。

4. 変更を元に戻すには、［デフォルトに戻す］をクリックします。

［拡張設定］のすべてのフィールドの値が元のデフォルト値に戻ります。

5. ［LDAP サーバーの設定］ページでこれらのフィールドを非表示にするには、［拡張設定を隠す］をクリックしま
す。

6. 終了したら、［次へ］をクリックしてデータソースの機能を設定します。

新しいデータソースでの機能の有効化

セキュリティのベストプラクティス
ディレクトリデータサービスを統合するときは、適切な安全対策を講じてディレクトリシステムとデータを保護すること
が非常に重要です。

以下で説明することの一部または全部を実施して、配備のセキュリティを高めることをお勧めします。

• LDAP サーバーの設定を行うときに SSL のチェックボックスにチェックマークを付けて、SSL の機能を有効にしま
す。
SSL は単独で使うことも、パスワードハッシュを追加して保護を強化することもできます。可能な限りデータソース
には SSL 使うことをお勧めし、認証元の場合は非常に強くお勧めします。SSL を有効にするには、セットアップの
ときに行うか、またはデータソースのサーバー設定を編集します。
データソースの追加

 366



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

さらに、ディレクトリサーバーが SSL 用に設定されることを確認する必要があります。詳しくは、ディレクトリ管理
者に問い合わせるか、またはディレクトリのマニュアルを参照してください。

• パスワードハッシュアルゴリズムを使って、ディレクトリサーバーに格納されるパスワードを保護します。
ハッシュアルゴリズムは追加の保護になりますが、単独で使ってもユーザーパスワードデータの適切なセキュリティ
にはならず、SSL の代わりとして使うことはできません。SSL は、認証元が通過するユーザー名とパスワードのデー
タを保護するために不可欠です。

• ディレクトリデータソース管理者のクレデンシャルには読み取り専用アクセスに制限されたアカウントを使ってくだ
さい。
もし可能なら、そのようなアカウントに対する匿名バインドを避けます。
データソースの追加
データソースの LDAP サーバー設定の編集

• 最小限のアクセス権を使うことでサーバーへのアクセスを制限します。
対象の名前空間、オブジェクトクラス、またはエントリ属性へのアクセスを制限します。たとえば、データソースの
バインド DN に読み取り専用のアクセス権を設定するだけでなく、ディレクトリのアクセス制御では、電子メールア
ドレス、メールホスト、グループメンバーシップに使われる objectClass と属性に対して読み取りアクセスのみを付
与する必要があります。これらの属性名は、既存のソースに対するカスタムクエリー情報を見ることで確認できま
す。
認証機能の有効化または編集
ディレクトリ固有の推奨事項については、ディレクトリのマニュアルを参照してください。

• アプライアンスに NIC が 2 つある場合は、1 つを内部サブネットに配置し、それだけを LDAP トラフィックに使うよ
うにシステムを設定できます。
これにより、LDAP サーバーとディレクトリデータがインターネットへの潜在的な露出から隔離されます。

拡張性のベストプラクティス
大規模な環境または分散環境でディレクトリデータサービスを使う場合は、システムのパフォーマンスと拡張性を改善す
る次のベストプラクティスを考慮してください。

• ディレクトリデータサービスのキャッシュ機能使って、スループットを改善し、ディレクトリサーバーへの負荷を減
らします。
キャッシュサイズはシステムの要件と利用可能なメモリ容量に基づいて設定してください。この値は、環境内のユー
ザーとグループの数以上に設定することをお勧めします。この値には、配布リスト、連絡先、パブリックフォルダ、
そして配信可能な電子メールアドレスまたはユーザー名がリストされているすべての LDAP エントリを含めます。
データソースの拡張設定
データソースの拡張設定の編集

• 処理とキャッシュを管理するために警告の設定を使ってください。
スワップ領域利用率監視の警告は、スワップが指定した利用率を超えると発生します。スワップ警告を使って、ディ
レクトリデータサービスキャッシュなどの Symantec Messaging Gateway のすべての処理に適切な RAM をシステム
が備えていることを確認します。
この警告が発生するデフォルト値は 60% で、ニーズに合わせて変更できます。メモリが適切に準備された高性能の配
備では、スワップ領域はほとんど、またはまったく利用されないはずです。このような配備では、スワップ領域警告
のしきい値を数パーセントに設定することをお勧めします。
データソースキャッシュ不足エラーの警告を使用すると、データをサポートするためにキャッシュサイズを増やす必
要があるときがすぐにわかります。

• Symantec Messaging Gateway ディレクトリキャッシュの事前ロード機能を使用して、実際のメールフローをシステ
ムに送る前にキャッシュ構築処理を完了します。
ほとんどの配備では、キャッシュは適切なシステムパフォーマンスの通常のシステムアクティビティを通じて徐々に
構築でき、キャッシュの事前ロードは必要ありません。ただし、非常に大きいディレクトリまたは遅い LDAP 接続の
配備では、事前ロード機能を使うことで、非常に大きいキャッシュが構築される間に発生することがある、一時的な
パフォーマンスの問題を避けることができます。
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処理が完了するまでスキャナは事前ロードされたキャッシュを利用できないので、この作業はオフラインで（たとえ
ば保守時間に)行います。
ディレクトリデータキャッシュの事前ロードについて

• ［拡張設定］ページの最小 TTL (存続時間) と最大 TTL の設定を使って、キャッシュ更新頻度とデータの新しさの適
切なバランスを決定します。
間隔を適切にすることで、キャッシュエントリの有効期限切れがランダムになり、LDAP サーバーに対する負荷が円
滑化されます。更新間隔が頻繁すぎると処理時間が増え、十分な更新が行われないとデータが古くなります。ディレ
クトリ管理者と協力して、システムに適した更新頻度を決定してください。
ディレクトリデータキャッシュについて
データソースの拡張設定
データソースの拡張設定の編集

• 配布リストの展開をオフにすることによって、Symantec Messaging Gateway システムのパフォーマンスを改善しま
す。
配布リストの展開を無効にすると、メール配信のスループットが大幅に上昇する可能性があります。ただし、配布リ
ストの展開を無効にした場合は、配布リストはポリシーの評価のために個々のメンバーに解決されません。
つまり、配布リストに送られたメールは、配布リスト自体と関連付けられたポリシーのみの対象になります（電子
メールアドレスまたは識別名によって）。個々のメンバーと関連付けられたポリシーは、より高い優先度であっても
適用されません。
データソースでの配布リスト展開の有効化

• ポリシーグループと関連付けられた LDAP グループと配布リストの数とサイズを制限します。
データソースキャッシュを消去した場合、またはポリシーグループまたはディレクトリデータソースの設定を変更し
た場合は、Symantec Messaging Gateway はディレクトリからグループの情報を再ロードする必要があります。これ
により、インバウンドまたはアウトバウンドのメッセージキューが増加する可能性があります。
ほとんどの配備では、この処理に要する時間は数秒で、発生したとしても些細なキューバックアップで済みます。し
かし、LDAP アクセスが遅い場合、またはポリシーグループが多数の LDAP ユーザーを参照している場合は、無視で
きないほどのバックアップが発生する可能性があります。最適なパフォーマンスのためには、デフォルトグループを
使ってほとんどの一般的な動作を実装した上で、必要に応じてより小さいグループに特定のポリシーを割り当てるこ
とをお勧めします。

• クエリーのパフォーマンスを改善するには、データソースのために必要であるデータのみカバーするように、LDAP
クエリーのベース DN を制限します。
クエリーの範囲が広くなるほど、検索にかかる時間が長くなります。検疫アドレス解決のクエリーパフォーマンスが
低下すると、配信キューのバックアップの原因となる場合があります。アドレス解決のクエリーパフォーマンスの低
下により、インバウンドまたはアウトバウンドキューのバックアップが発生する可能性があります。
データソースのクエリーについて
データソースが Active Directory グローバルカタログを使っている場合は、ディレクトリデータサービスがドメインコ
ントローラポート（デフォルトは 389）ではなくグローバルカタログポート（デフォルトは 3268）を使うように設定
します。
データソースの追加

• ファイアウォールの内側にある LDAP サーバーの読み取り専用のコピーを作成し、それをファイアウォールの外側に
配置することで、接続時間を短縮します。
スキャナのホストがファイアウォールの外側にあり、LDAP サーバーがファイアウォールの内側にある環境で
は、LDAP サーバーのレプリカをファイアウォールの外側の、スキャナの近くのネットワーク内に設定することに
よって、接続とクエリーの時間を高速化できます。
「ファイアウォールの内側にサーバーがある場合のメール設定の例」では、ファイアウォールの内側にサーバーがあ
る構成の例で、LDAP サーバーのレプリカを使って処理時間を短縮する方法を示します。
ディレクトリの管理者は、システム構成に基づいてこの処理の最善のパスを決定できます。
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ディレクトリデータサービスを使用する場合のメッセージングおよびシス
テム負荷の改良
構成によっては、最適なメッセージングまたは負荷分散を保障するために追加手順の実行が必要になる場合もあります。
負荷またはメッセージングの問題を解決することを試みる場合は、次の構成オプションを考慮してください。

• より容易なクライアントアクセスのためにファイアウォールの後ろに LDAP サーバーの複製を作成します。
構成がファイアウォールの後ろに存在する LDAP クライアントを使用している場合は、ネットワーク内でスキャナの
近くに LDAP サーバーのレプリカをセットアップすることによって、接続の問題を解決できます。ディレクトリの管
理者は、構成に基づいてこの処理の最善のパスを決定する必要があります。

• クエリー時間を高速化するために配布リストの展開を無効にします。
配布リストの展開を無効にすることによってパフォーマンスを改善できます。このオプションを使用する場合は、配
布リストは個別のメンバーに対して評価できず、1 つのエンティティとしてだけ管理できます。

• クエリー時間を高速化するために子メンバーシップ属性を使用します。
親属性をクエリーで提供すると、クライアントは子が属しているグループをすぐに特定でき、ディレクトリのクエ
リーを避けることができます。
Active Directory では、これらの属性を使用する機能がデフォルトで提供されます。SunOne や OpenLDAP のような
さらにカスタマイズ可能なディレクトリを展開し、親と子のメンバーシップ属性をキャリーできます。詳しくは、
ディレクトリプロバイダのマニュアルを参照してください。

• クエリー時間を節約するためにキャッシュおよびキャッシュ事前ロード機能を使用します。
パフォーマンスを最適化するためには、分布リストのメンバー、すべてのプライマリユーザー、すべてのエイリアス
を含むエントリすべてが組み込まれたキャッシュを作成し、可能な場合は推定します。

LDAP 接続のトラブルシューティング
ディレクトリデータサービスが LDAP サーバーと正しく通信できない場合、ユーザー認証とメッセージ処理が影響を受
けることがあります。たとえば、LDAP サーバーへのネットワークリンクがダウンしたり、データ整合性の問題によって
認証やアドレス解決が妨げられたりする場合があります。メッセージ処理への影響は、どのディレクトリデータサービス
機能が影響を受けるかによって変わります。

詳細をシステム管理者に問い合わせるか、またはディレクトリデータサービスの設定によって次の方法を試みることがで
きます。

• Symantec Messaging Gateway ホストと LDAP ディレクトリ間でネットワークロードバランサを使用し、ディレク
トリデータのレプリカ間で要求を分散します。これにより、パフォーマンスが向上し、サーバーの 1 つが利用不能に
なった場合にフェールオーバーを提供できます。

• ネットワークロードバランサを使用しない場合、ディレクトリデータサービスは LDAP サーバーに割り当てられてい
る IP アドレス間でラウンドロビン方式で接続をローテーションします。

• データソースのキャッシュサイズと存続期間 (TTL) の値が配備環境に適切であることを確認します。ディレクトリ
データサービスが LDAP サーバーに接続できない場合、キャッシュに保存されたエントリの TTL が期限切れになって
いても、キャッシュに保存された結果を使用することができます。
データソースの拡張設定の編集

NOTE

Symantec Messaging Gateway で 60 秒間に 10 個のデータソースアクセスエラーが検出された場合、ディ
レクトリデータソースに 300 秒間利用不能というマークが付けられます。その期間中、すべての要求は
キャッシュからのサービスを受けます。この処理によって、不安定な LDAP サーバーホストへの要求によっ
て長いネットワークタイムアウトが生じる場合のメッセージ配信に対する影響を減らすことができます。
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レポート

レポートの概要
SMG には、レポートの種類と呼ばれる 10 種類のレポートが事前定義されています。新しいレポートを作成するとき
は、レポートの種類を選択して開始します。レポートに追加するデータを保存するように SMG を設定できます。各レ
ポートの種類に含まれるデータを「レポートの種類」で説明します。

コントロールセンターの 2 つの場所でレポートを設定します。

• ［管理］タブの［設定］ >［レポート］では次のことができます。
– 追跡するデータの追加のセットを選択する。レポート用に追跡するデータの選択
– データを保存する期間、データと保存したレポートを自動的に削除するタイミングを設定する。レポートデータの
保持、削除、パージ

– 完了したレポートを送信する電子メールアドレス、送信した電子メールのカスタムの件名とファイル名形式など、
エクスポート設定を指定する。レポートのエクスポート設定の指定

• ［レポート］タブでは次のことができます。
– 新しいレポートを作成、保存、配布する。レポートの作成、保存、電子メール送信、印刷
– お気に入りレポートをコピー、編集、スケジュール設定、削除する。お気に入りレポートのコピー、編集、スケ
ジュール設定、削除

– レポート内のレイアウトとデータを修正する - 生成したレポートのレイアウトとデータ
– レポートを実行するタイミングをスケジュール設定する。レポートの自動生成のスケジュール設定

NOTE

ポップアップをブロックするようにブラウザを設定している場合は、ポップアップのブロックを解除した場
合のみ、実行したレポートを表示できる可能性があります。

レポート用に追跡するデータの選択
このセクションでは、基本レポートに追加するデータを追跡して保存するように SMG を設定する方法について説明しま
す。追加のデータを追跡して保存するには、SMG を 24 時間前に設定する必要があります。上位送信者、上位送信者ド
メイン、無効な受信者などの拡張統計は、該当するオプションが選択されている場合にのみ収集されます。

レポート用に追跡するデータを選択するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［レポート］をクリックします。

2. ［電子メールレポートデータ］で、追跡するレポートデータの横にあるボックスにチェックマークを付けます。複数
選択できます。

• 拡張統計を追跡するには、［送信者］関連のすべてのチェックボックスにチェックマークを付けます。
• ［上位のプローブアカウント］レポートを参照するには、［受信者］を選択し、［無効な受信者］を有効にしま
す。

3. 送信者に関する統計は、通常大量のディスク容量を使用します。レポートデータを保存する適切な期間を選択しま
す。

レポートデータの保持、削除、パージ

4. ［保存］をクリックします。

追跡するデータを選択すれば、24 時間後にそのデータのレポートを表示できます。

レポートの作成、保存、電子メール送信、印刷
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レポートデータの保持、削除、パージ
デフォルトでは、レポートとダッシュボードのデータは 7 日間保存されます。SMG ですでに 7 日分のデータが保存され
ている場合、新しい 1 時間分のデータが保存されるたびに、最も古い 1 時間分のデータが消去されます。SMG がレポー
トデータを保持する期間の修正が必要な場合があります。

データの抹消はリソース集約的なため、抹消を設定するのは業務時間外が最も適しています。パージされたレポートデー
タを取り戻すことはできません。

定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

完全管理権またはレポートの設定の表示または修正の権限が必要です。

レポートデータの保存期間を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［レポート］の順に選択します。

2. ［レポートとダッシュボード抹消の設定］で、［データを削除するまで］ドロップダウンリストをクリックして、レ
ポートデータを SMG に保存する期間を選択します。

3. ［保存］をクリックします。

すべてのレポートデータを一括削除するには
4. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［レポート］の順に選択します。

5. ［今すぐすべてのレポートとダッシュボードのデータを削除］の横の［今すぐデータを削除］をクリックすると、今
まで保存されていたすべてのレポートデータが削除されます。

6. 確認ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

レポートデータをパージする時刻と頻度を指定するには
7. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［レポート］の順に選択します。

8. ［レポートとダッシュボード抹消の設定］の［抹消の実行］ドロップダウンリストから抹消の頻度を選択します。

9. ［抹消開始日時］ドロップダウンリストをクリックし、抹消開始時刻を指定します。

［時間］ドロップダウンリストは 24 時間表記です。デフォルトの設定は午前 3 時です。

10.［保存］をクリックします。

レポートのエクスポート設定の指定
デフォルトの送信者の電子メールアドレスを設定し、SMG から電子メールで送信するレポートのデフォルトの件名行を
カスタマイズできます。指定するデフォルトの送信者の電子メールアドレスはドメインで有効な電子メールアドレスであ
る必要があります。

SMG をインストールしたときのデフォルトの電子メールアドレスは ReportAdmin@yourcompany.com です。ユーザー
は、デフォルトの送信者の電子メールアドレスに返信できません。

レポートのデフォルトの件名行は、レポートのタイトルとレポート範囲の日付で構成されます。カスタム件名は、スタ
ティックテキストと変数を組み合わせて指定できます。
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デフォルトのレポート件名行は次のとおりです。

時間または日ごとのレポート %TITLE% ({MMMM d, yyyy hh:mm a} to {MMMM d, yyyy hh:mm a
zz})
次に例を示します。
DailyReport (December 28, 2008 12:20 PM to December 29, 2008
12:20 PM PST)

週または月ごとのレポート %TITLE% ({MMMM d, yyyy} to {MMMM d, yyyy zz})
次に例を示します。
MonthlyReport (December 1, 2008 to January 1, 2009 PST)

完全管理権またはレポートの設定の表示または修正の権限が必要です。

レポート電子メール通知の送信者と件名行を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［レポート］の順に選択します。

2. ［電子メールの送信元］ボックスに、レポート通知電子メールの送信者として表示する電子メールアドレスを入力し
ます。

3. レポート電子メールにカスタム件名行を適用する場合は、［適用するカスタム件名とファイル名の形式］にチェック
マークを付けます。

チェックマークを付けない場合は、デフォルトのテキストが件名行に使われます。

4. 必要に応じて件名を修正します。

5. ［保存］をクリックします。

レポートの作成、保存、電子メール送信、印刷
このセクションでは、レポートを作成して設定し、フィルタをカスタマイズする方法と、レポートを［お気に入りレポー
ト］ページに保存する方法について説明します。

レポートのデフォルトのデータに、上位送信者、上位送信者ドメイン、無効な受信者などの特定のデータセットを追加で
きます。追加した統計情報を追跡して保存するには、24 時間前に SMG を設定する必要があります。レポート用に追跡
するデータの選択

レポートを作成、表示、修正するには、完全管理権が必要です。

レポートを作成して生成するには
1. コントロールセンターで［レポート］ > ［表示］ > ［レポートを作成］に移動します。

2. ［レポートの種類］ドロップダウンリストで、レポートカテゴリを選択します。

3. ［レポートの種類］フィールドの横にあるドロップダウンリストで、特定のレポートを選択します。

この手順は［全体の概略］レポートには該当しません。

シマンテック社のプローブネットワークに参加していて、［上位のプローブアカウント］レポートを確認する場合
は、［無効な受信者］ > ［上位のプローブアカウント］を選択します。

レポートの種類が［スパムと迷惑メール］の場合は、［上位送信者ドメイン］、［上位送信者］、［上位送信者
HELO ドメイン］、［上位送信者 IP 接続］、［上位受信者ドメイン］、［上位受信者］［特定送信者］、［特定受
信者］のいずれかの値を選択すると［スパム処置］も選択できます。

4. 選択したレポートの種類が特定の要素でフィルタ処理する場合は、その特定の要素の名前の新しいフィールドが表示
されます。その要素の基準を入力します。

［送信者名］でフィルタ処理するレポートでは、null 送信者アドレス <> を使用して、送信者名を含まないメッセー
ジをフィルタ処理できます。
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5. 一部のレポートでは、次のドロップダウンリストから選択できます。

• 方向
• 時間範囲メモ: ポップアップカレンダーを使用するには、ブラウザで JavaScript を有効にする必要があります。
• グループ基準
• 結果をランク付けするレポートの場合は、［グループ基準］ドロップダウンで指定した時間範囲ごとの最大数
を［エントリ］ボックスに入力します。

• グラフ、表、またはその両方として表示
• レポートに表示する列
• 文字セット

6. ［お気に入りレポート］ページにレポートを保存するには、レポート名を入力して［お気に入りに保存］をクリック
します。

7. レポートを生成するには、［実行］をクリックします。

8. レポートを生成すると、新しいブラウザウィンドウに表示されます。そこから、HTML、CSV、または PDF 形式でレ
ポートを保存し、複数の受信者に電子メールで送信できます。複数の電子メールアドレスを指定する場合は、各アド
レスをカンマ、セミコロン、またはスペースで区切ります。

9. レポートを印刷するには、［レポート］ブラウザウィンドウを右クリックして［印刷］を選択します。

お気に入りレポートのコピー、編集、スケジュール設定、削除
このセクションでは、お気に入りレポートを編集、コピー、削除、生成する方法について説明します。

お気に入りレポートを削除するには、完全管理権またはレポートの表示または修正権限が必要です。

1. お気に入りレポートをコピーするには、コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お気に入りレポー
ト］の順に選択します。

2. ［レポート名］列で、コピーするレポートの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［コピー］をクリックします。

4. 新しくコピーされたレポートの下線付きの名前をクリックします。

5. 必要に応じてレポート内の値を変更します。

6. ［保存］をクリックします。

レポートをコピーすると、新しいレポートの名前は「<もとのレポート名> の複製」となります。レポートのスコー
プを覚えておくのに役立つように一意の名前を新しいレポートに指定してください。

7. お気に入りレポートのフィルタオプションを編集するには、コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お
気に入りレポート］の順に選択します。

8. リスト内の下線付きのレポート名をクリックします。

9. 必要に応じてレポート内の値を変更します。

10.［保存］をクリックします。

お気に入りレポートを実行するスケジュールを編集するには
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11.コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お気に入りレポート］の順に選択します。

12.編集するレポートの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［スケジュールの表示］をクリックします。

13.必要に応じて、設定に変更を加えます。

14.［保存］をクリックします。

15.お気に入りレポートを削除するには、コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お気に入りレポート］の
順に選択します。

16.削除するレポートの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

17.［削除］をクリックします。

レポートを削除すると、そのレポート設定は取り込めません。

レポートの自動生成のスケジュール設定
お気に入りレポートは、指定した間隔で自動的に作成されるようにスケジュール設定できます。スケジュール設定したレ
ポートを自動的にホストコンピュータに保存することはできません。少なくとも 1 人の受信者に電子メールで送信する
必要があります。

定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

完全管理権またはレポートの表示または修正の権限、および自動生成レポートを作成する権限が必要です。

レポートの自動生成をスケジュール設定するには
1. コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お気に入りレポート］の順に選択します。

2. スケジュール設定するレポートの横にチェックマークを付け、［スケジュールの表示］をクリックします。

スケジュール設定したレポートをキャンセルするには、スケジュール設定する必要のなくなったレポートの横の
チェックボックスにチェックマークを付け、［スケジュールの消去］をクリックします。

3. ［スケジュール］タブで、レポートを生成する時刻を設定します。

4. ［エクスポート］タブで、レポートの形式を指定します。

5. ［エクスポート］タブで、送信者と受信者の電子メールアドレスを入力します。複数の受信者の電子メールアドレス
を指定する場合は、各アドレスをスペース、カンマ、またはセミコロンで区切ります。

6. ［文字セット］ドロップダウンリストで、電子メールメッセージの受信者に適合する文字セットを選択します。

7. ［保存］をクリックします。

必要に応じてレポートを実行するには
8. レポートを作成します。

レポートの作成、保存、電子メール送信、印刷

9. ［実行］をクリックします。

レポートは別のブラウザウィンドウに表示されます。

NOTE

コントロールセンターに［ポップアップがブロックされました］というメッセージが表示された場合は、
メッセージをクリックし、SMG コントロールセンターからのポップアップを許可します。

スケジュール設定されたレポートを必要に応じて実行するには
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10.コントロールセンターで［レポート］、［表示］、［お気に入りレポート］の順に選択します。

11.［レポート名］列で、実行するレポートの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。

12.［実行］をクリックします。

レポートは別のブラウザウィンドウに表示されます。

NOTE

コントロールセンターに［ポップアップがブロックされました］というメッセージが表示された場合は、
メッセージをクリックし、SMG コントロールセンターからのポップアップを許可します。

レポートの種類
SMG には、レポートの種類と呼ばれる 10 種類のレポートが事前定義されています。新しいレポートを作成するとき
は、レポートの種類を選択して開始します。このセクションの表では、各レポートの種類に含まれる情報について説明し
ます。各表の最後の列に、システムで追跡するデータの種類を示します。そのレポートを生成するには、1 つ以上のオプ
ションを指定する必要があります。

レポート用に追跡するデータの選択

生成したレポートのレイアウトとデータ

Table 116: 概略レポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

全体 セキュリティプロファイルの概要。処理されたメッセージと脅威の
総数、マルウェアやコンテンツフィルタの概略を含みます。

なし

コンテンツフィルタ 組織に影響を及ぼすコンテンツフィルタ違反および傾向の概要。ト
リガになったポリシーの数、処理メッセージ総数に対するトリガに
なったポリシーの数の割合を含みます。

なし

電子メールメッセージ 電子メールメッセージの脅威のカウントと脅威の種類の概要 なし
無効な受信者 無効な受信者のデータの概要。 なし
IP 接続 システムに入る電子メールの IP 接続の概要 なし
スパムと迷惑メール スパムと迷惑メールの概要。 なし
提出 スパムの提出の概要。 なし
マルウェア 組織に対する現在のマルウェアの脅威の概要。メッセージ概略、

マルウェア概略、マルウェア疑いの結果、既知および潜在的なマル
ウェアの脅威の状態を示した表など

なし

脅威対策 組織に影響を及ぼす現在の高度な脅威の概要。 なし
解除 電子メールの添付ファイルから検出され削除された潜在的に悪質な

コンテンツのコンテナと脅威の種類の概要。
なし

スキャン不能 スキャン不能電子メールの概要。 なし

「コンテンツフィルタレポート」は、利用可能なコンテンツフィルタレポートの説明です。
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Table 117: コンテンツフィルタレポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 検出されたコンテンツフィルタ違反全体の概略。 なし
上位送信者ドメイン 最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの送信元となっ

たドメイン。各ドメインについて、処理したメッセージの総数に加え、トリガ
になったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表示されます。

送信者ドメイン

上位送信者 最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの送信元となっ
た電子メールアドレス。各電子メールアドレスについて、処理したメッセージ
の総数に加え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧
表示されます。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの送信元となっ
た SMTP HELO ドメイン名。各 HELO ドメインについて、処理したメッセー
ジの総数に加え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一
覧表示されます。指定した時間範囲について一覧表示する HELO ドメインの最
大数を指定してください。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの送信元となっ
た IP アドレス。各 IP アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、
トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する IP アドレスの最大数を指定してくだ
さい。

送信者 IP 接続

上位受信者ドメイン 最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの宛先となった
受信者ドメイン。各受信者ドメインについて、処理したメッセージの総数に加
え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表示されま
す。指定した時間範囲について一覧表示する宛先ドメインの最大数を指定して
ください。

受信者ドメイン

上位受信者 最も多くのコンテンツフィルタポリシーと一致するメッセージの宛先となった
電子メールアドレス。各電子メールアドレスについて、処理したメッセージの
総数に加え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表
示されます。指定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最
大数を指定してください。

受信者、受信者ドメイン

特定送信者 指定した送信者アドレスから発信されたメッセージに対してコンテンツフィル
タポリシーが適用された回数。グループごとに、処理したメッセージの総数に
加え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表示され
ます。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者アドレス宛てに発信されたメッセージに対してコンテンツフィ
ルタポリシーが適用された回数。グループごとに、処理したメッセージの総数
に加え、トリガになったコンテンツフィルタポリシーの数と割合が一覧表示さ
れます。

受信者、受信者ドメイン

上位ポリシー 最も頻繁に一致したコンテンツフィルタポリシーの名前、トリガになったポリ
シーの数、処理メッセージ総数に対するトリガになったポリシーの数の割合。
オプションとして、特定のコンテンツフィルタフォルダにレポートを制限する
こともできます。

なし

「電子メールメッセージレポート」は、利用可能な電子メールメッセージレポートの説明です。
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Table 118: 電子メールメッセージレポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 次の一覧は、処理メッセージ総数とフィルタに一致したメッセージの概略で
す。
• スパム
• スパムの疑い
• 迷惑メール
• 攻撃 (ディレクトリハーベスト、ウイルス、スパム攻撃)
• 悪い送信者グループ
• ウイルス
• 疑わしい添付ファイル
• ワーム
• マルウェア (スパイウェアとアドウェア)
• 暗号化メッセージ
• コンテンツフィルタ
• 潜在的に悪質なコンテンツ(解除)

なし

カスタム レポートに表示する列を選択できます。 なし
メッセージの平均サイズ メッセージの平均サイズ（KB 単位）。 なし
メッセージの合計サイズ レポートに含まれる全メッセージの合計サイズ（KB 単位）と、指定した期間

ごとの合計サイズ。
なし

メッセージの数 レポートに含まれる全メッセージの数と、指定した期間ごとのメッセージの
数。

なし

受信者の数 レポートに含まれる受信者の数と、指定した期間ごとの受信者の数。メッセー
ジに含まれる受信者 (To:、Cc:、Bcc) はすべて 1 人としてカウントされま
す。

なし

上位送信者ドメイン 最も多くのメッセージの送信元となったドメイン。各ドメインについて、処
理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、スパムメール、迷惑
メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲について一覧表示するドメ
インの最大数を指定してください。

送信者ドメイン

上位送信者 最も多くのメッセージの送信元となった電子メールアドレス。各電子メールア
ドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、
スパムメール、迷惑メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲につい
て一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定してください。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

最も多くのメッセージの送信元となった SMTP HELO ドメイン名。各 HELO
ドメインについて、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メー
ル、スパムメール、迷惑メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲に
ついて一覧表示する HELO ドメインの最大数を指定してください。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 最も多くのメッセージの送信元となった IP アドレス。各 IP アドレスについ
て、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、スパムメー
ル、迷惑メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲について一覧表示
する IP アドレスの最大数を指定してください。

送信者 IP 接続

上位受信者ドメイン 最も多くのメッセージの宛先となったドメイン。各受信者ドメインについて、
処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、スパムメール、迷
惑メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲について一覧表示する宛
先ドメインの最大数を指定してください。

受信者ドメイン

上位受信者 最も多くのメッセージの宛先となった電子メールアドレス。各電子メールアド
レスについて、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、ス
パムメール、迷惑メールの数が一覧表示されます。指定した時間範囲について
一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定してください。

受信者、受信者ドメイン
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レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

特定送信者 指定した送信者アドレスから発信され処理されたメッセージの数。各グループ
について、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、スパム
メール、迷惑メールの数が一覧表示されます。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者アドレス宛てに発信され処理されたメッセージの数。各グルー
プについて、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア感染メール、スパ
ムメール、迷惑メールの数が一覧表示されます。

受信者、受信者ドメイン

「無効な受信者レポート」は、利用可能な種類の無効な受信者レポートの説明です。

Table 119: 無効な受信者レポート

レポート 説明 必須のデータ保存オプション

概略 ネットワークに入るすべての無効な受信者
への電子メールの概略。

なし

上位の無効な受信者 最も多くのメッセージが着信した無効な受
信者の電子メールアドレス。

受信者、受信者ドメイン、無効な受信者

上位のプローブアカウント 最も多くのメッセージが着信したプローブ
アカウント。

受信者、受信者ドメイン、無効な受信者

特定の無効な受信者 最も多くのメッセージが着信した特定の無
効な電子メールアドレス。

受信者、受信者ドメイン、無効な受信者

「IP 接続レポート」は、利用可能な IP 接続関連のレポートの説明です。

Table 120: IP 接続レポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

レピュテーションの概略 ネットワークに入るメッセージに対する、良いレピュテーションと悪いレピュ
テーションの全判定の概略。ファストパスと接続クラスを含みます。

送信者 IP 接続

接続の概略 接続時に試行、受理、拒否、遅延された接続の数。 送信者 IP 接続
接続クラスの概要 接続クラスに基づく接続の概略。 送信者 IP 接続

上位の受け入れた接続 最も成功した SMTP 接続が検出された IP アドレス。 送信者 IP 接続
上位の遅延接続 最も失敗した SMTP 接続が検出された IP アドレス。 送信者 IP 接続
上位の拒否接続 最も拒否された SMTP 接続が検出された IP アドレス。 送信者 IP 接続
上位ウイルス攻撃 最も多くのマルウェア攻撃の発信元となった IP アドレス。各 IP アドレスにつ

いて、処理したメッセージの総数に加え、マルウェア攻撃の回数と割合が一覧
表示されます。

送信者 IP 接続

上位ディレクトリハーベ
スト攻撃

最も多くのディレクトリハーベスト攻撃の発信元となった IP アドレス。各 IP
アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、ディレクトリハーベス
ト攻撃の回数と割合が一覧表示されます。

送信者 IP 接続

「スパムと迷惑メールレポート」は、利用可能なスパムレポートの説明です。
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Table 121: スパムと迷惑メールレポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 検出されたスパムと迷惑メールメッセージ (スパム、悪い送信者、スパムの疑
い、迷惑メール) の概略。 この概略には顧客固有のスパムルールセットによっ
て検出されたメッセージが含まれています。

なし

上位送信者ドメイン 最も多くのスパムと迷惑メールが検出された送信元ドメイン。各ドメインにつ
いて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージの割合、処理メッセー
ジ総数、スパム、スパムの疑いのあるもの、迷惑メール、悪い送信者のメッ
セージ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する送信者の最大数を指定してください。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する特定の判定を指定します。デ
フォルトでは、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれま
す。

送信者ドメイン

上位送信者 最も多くのスパムと迷惑メールが検出された送信元電子メールアドレス。各電
子メールアドレスについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージ
の割合、処理メッセージ総数、スパム、スパムの疑い、迷惑メール、悪い送信
者のメッセージ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定し
てください。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する判定を指定します。デフォルト
では、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれます。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

最も多くのスパムと迷惑メールが検出された送信元 SMTP HELO ドメイン名。
各 HELO ドメインについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージ
の割合、処理メッセージ総数、スパム、スパムの疑い、迷惑メール、悪い送信
者のメッセージ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する HELO ドメインの最大数を指定してく
ださい。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する判定を指定します。デフォルト
では、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれます。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 最も多くのスパムと迷惑メールが検出された送信元 IP アドレス。各 IP アドレ
スについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージの割合、処理
メッセージ総数、スパム、スパムの疑い、迷惑メール、悪い送信者のメッセー
ジ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する IP アドレスの最大数を指定してくだ
さい。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する判定を指定します。デフォルト
では、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれます。

送信者 IP 接続

上位受信者ドメイン 最も多くのスパムと迷惑メールが検出された受信者ドメイン。各受信者ドメ
インについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージの割合、処理
メッセージ総数、スパム、スパムの疑い、迷惑メール、悪い送信者のメッセー
ジ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する宛先ドメインの最大数を指定してくだ
さい。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する判定を指定します。デフォルト
では、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれます。

受信者ドメイン

 379



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

上位受信者 最も多くのスパムと迷惑メールが検出された受信者の電子メールアドレス。各
電子メールアドレスについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセー
ジの割合、処理メッセージ総数、スパム、スパムの疑い、迷惑メール、悪い送
信者のメッセージ数が一覧表示されます。
指定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定し
てください。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する判定を指定します。デフォルト
では、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれます。

受信者、受信者ドメイン

特定送信者 指定した送信者アドレスから発信され検出されたスパムと迷惑メールの数。各
グループについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージの割合、
処理メッセージ総数、スパム、スパムの疑いのあるもの、迷惑メール、悪い送
信者のメッセージ数が一覧表示されます。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する特定の判定を指定します。デ
フォルトでは、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれま
す。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者アドレス宛てに発信され検出されたスパムと迷惑メールの数。
各グループについて、処理した全メッセージに対するスパムメッセージの割
合、処理メッセージ総数、スパム、スパムの疑いのあるもの、迷惑メール、悪
い送信者のメッセージ数が一覧表示されます。
［判定］メニューからフィルタ処理に使用する特定の判定を指定します。デ
フォルトでは、［判定］メニューにあるすべての判定がレポートに含まれま
す。

受信者、受信者ドメイン

送信者認証の概要 処理したメッセージの合計数、送信者認証セッションが試行された回数、試行
されなかった回数、成功した回数、失敗した回数、およびそれぞれの割合。

なし

上位の試した送信者 メッセージ送信者認証が行われた回数が最も多かった送信元電子メールアドレ
ス。各アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、送信者認証の試
行された回数と割合が一覧表示されます。

送信者

上位の試さなかった送信
者

メッセージ送信者認証が行われた回数が最も少なかった送信元電子メールアド
レス。各アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、送信者認証の
試行されなかった回数と割合が一覧表示されます。

送信者

上位の正常に完了した送
信者

メッセージ送信者認証が成功した回数が最も多かった送信元電子メールアドレ
ス。各アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、成功した送信者
認証試行の回数と割合が一覧表示されます。

送信者

上位の失敗送信者 メッセージ送信者認証が失敗した回数が最も多かった送信元電子メールアドレ
ス。各アドレスについて、処理したメッセージの総数に加え、失敗した送信者
認証試行の回数と割合が一覧表示されます。

送信者

検疫 検疫メッセージと解放された検疫メッセージの総数。 なし

「提出のレポート」は、利用可能なスパム提出レポートの説明です。

Table 122: 提出のレポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 顧客固有のスパムの提出の概略（この概略には一般的なスパムの提出は含まれ
ていません）。

なし

上位提出者 顧客固有のルールセットに対するスパムメッセージを最も頻繁に提出するユー
ザーの電子メールアドレス。

なし

上位管理者提出者 顧客固有のルールセットに対するスパムメッセージを最も頻繁に提出する管理
者の電子メールアドレス。

なし
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レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

上位遮断された提出者 顧客固有のルールセットに対するスパムメッセージを最も頻繁に提出する、遮
断された提出者の電子メールアドレス。

なし

上位エンドユーザー提出
者

顧客固有のルールセットに対するスパムメッセージを最も頻繁に提出するエン
ドユーザーの電子メールアドレス。

なし

NOTE

スキャン不能メッセージはマルウェアレポートに含まれなくなりました。代わりに、スキャン不能レポートの
個別のグループが利用可能になりました。スキャン不能メッセージはマルウェアレポートの件数に追加されな
くなりました。

Table 123: マルウェアレポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 検出されたマルウェアインスタンスの合計数の概略。
［検出した脅威］列は、［処理したメッセージ］列に表示される総メッセー
ジの割合として検出された脅威を表しません。［検出した脅威］列は、その
右側のすべての列 (［ウイルス］、［ワーム］、［マルウェア］、［ウイルス
の疑い］、［暗号化添付ファイル］) の合計です。したがって、［検出した脅
威］列は 100% (脅威が検出された場合)、または 0% (脅威が検出されなかった
場合) になります。

なし

上位送信者ドメイン 最も多くのマルウェア感染メッセージの送信元となったドメイン。ドメインご
とに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理数、マルウェアのすべ
ての種類のインスタンスの数をリストに表示します。指定した時間範囲につい
て一覧表示する送信者の最大数を指定してください。

送信者ドメイン

上位送信者 最も多くのマルウェア感染メッセージの送信元となった電子メールアドレス。
電子メールアドレスごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理
数、マルウェアのすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。指
定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定して
ください。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

最も多くのマルウェア感染メッセージが検出された送信元 SMTP HELO ドメイ
ン名。HELO ドメインごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処
理数、マルウェアのすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。
指定した時間範囲について一覧表示する HELO ドメインの最大数を指定してく
ださい。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 最も多くのマルウェア感染メッセージの送信元となった IP アドレス。IP アド
レスごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理数、マルウェア
のすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。指定した時間範囲
について一覧表示する IP アドレスの最大数を指定してください。

送信者 IP 接続

上位受信者ドメイン 最も多くのマルウェア感染メッセージの宛先となったドメイン。受信者ドメイ
ンごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理数、マルウェアの
すべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。指定した時間範囲に
ついて一覧表示する宛先ドメインの最大数を指定してください。

受信者ドメイン

上位受信者 最も多くのマルウェア感染メッセージの宛先となった電子メールアドレス。
電子メールアドレスごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理
数、マルウェアのすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。指
定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指定して
ください。

受信者、受信者ドメイン
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レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

上位のウイルスとワーム 検出された最も一般的なマルウェアの名前。グループごとに、合計処理数に
対するマルウェアの割合、マルウェアとワームの合計に対するマルウェアの割
合、マルウェアとワームの前回の発生をリストに表示します。

なし

特定送信者 指定した送信者アドレスから発信され検出されたマルウェアメッセージの数。
グループごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理数、マル
ウェアのすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者アドレス宛てに発信され検出されたマルウェアメッセージの
数。グループごとに、合計処理数に対するマルウェアの割合、合計処理数、マ
ルウェアのすべての種類のインスタンスの数をリストに表示します。

受信者、受信者ドメイン

「解除レポート」は利用可能な解除レポートの説明です。

Table 124: 解除レポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 潜在的に悪質な添付ファイルが検出されたメッセージの合計数の概略。［複数
の脅威］列の数は 2 つ以上の異なる種類の脅威 (たとえば、PMC とスパム) を
含むメッセージのみを含みます。複数の異なる種類の PMC を含むメッセージ
は単一の脅威として数えられます。

なし

上位送信者 PMC が検出された添付ファイルを含むメッセージが最も多い送信元電子メー
ルアドレス。ドメインごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理
数、PMC インスタンスの数がリストに表示されます。指定した時間範囲につ
いて一覧表示する送信者の最大数を指定してください。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者ドメイン PMC が検出された添付ファイルを含むメッセージが最も多い送信元ドメイ
ン。ドメインごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC イ
ンスタンスの数がリストに表示されます。指定した時間範囲について一覧表示
する送信者の最大数を指定してください。

送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

PMC が検出されたメッセージが最も多い送信元 SMTP HELO ドメイン
名。HELO ドメインごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理
数、PMC インスタンスの数がリストに表示されます。指定した時間範囲につ
いて一覧表示する送信者の最大数を指定してください。指定した時間範囲につ
いて一覧表示する HELO ドメインの最大数を指定してください。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 PMC が検出されたメッセージが最も多い送信元 IP アドレス。IP アドレスごと
に、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC インスタンスの数が
リストに表示されます。指定した時間範囲について一覧表示する IP アドレス
の最大数を指定してください。

送信者 IP 接続

上位受信者 PMC が検出されたメッセージが最も多い送信先電子メールアドレス。電子
メールアドレスごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC
インスタンスの数がリストに表示されます。指定した時間範囲について一覧表
示する電子メールアドレスの最大数を指定してください。

受信者、受信者ドメイン

上位受信者ドメイン PMC が検出されたメッセージが最も多い受信者ドメイン。受信者ドメインご
とに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC のあるメッセージ
の数がリストに表示されます。指定した時間範囲について一覧表示する宛先ド
メインの最大数を指定してください。

受信者ドメイン

特定送信者 指定した送信者の電子メールアドレスから検出された PMC のあるメッセージ
の数。グループごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC
のあるメッセージの数がリストに表示されます。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者の電子メールアドレスから検出された PMC のあるメッセージ
の数。グループごとに、合計処理数に対する PMC の割合、合計処理数、PMC
のあるメッセージの数がリストに表示されます。

受信者、受信者ドメイン
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「スキャン不能レポート」は、利用可能なスキャン不能レポートの説明です。

Table 125: スキャン不能レポート

レポート 説明 必須のデータ
保存オプション

概略 検出されたスキャン不能メッセージや添付ファイルの合計数の概略。
［検出した脅威］列は、［処理したメッセージ］列に表示される総メッセージ
の割合として検出された脅威を表しません。［検出した脅威］列は、その右側
のすべての列 (メッセージがスキャン不能の異なる理由) の合計です。したがっ
て、［検出した脅威］列は 100% (脅威が検出された場合)、または 0% (脅威が
検出されなかった場合) になります。

なし

上位送信者ドメイン スキャン不能メッセージと添付ファイルが最も多く検出されたドメイン。ドメ
インごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイルの割合、合計処理数、
スキャン不能メッセージの数がリストに表示されます。指定した時間範囲につ
いて一覧表示する送信者の最大数を指定してください。

送信者ドメイン

上位送信者 スキャン不能なメッセージと添付ファイルが最も多く検出された電子メールア
ドレス。電子メールアドレスごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイ
ルの割合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されま
す。指定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指
定してください。

送信者、送信者ドメイン

上位送信者 HELO ドメイ
ン

スキャン不能メッセージが最も多く検出された SMTP HELO ドメイン
名。HELO ドメインごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイルの割
合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されます。指定
した時間範囲について一覧表示する HELO ドメインの最大数を指定してくださ
い。

送信者 HELO ドメイン

上位送信者 IP 接続 スキャン不能なメッセージと添付ファイルが最も多く検出された IP アドレ
ス。IP アドレスごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイルの割合、合
計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されます。指定した時
間範囲について一覧表示する IP アドレスの最大数を指定してください。

送信者 IP 接続

上位受信者ドメイン スキャン不能なメッセージと添付ファイルが最も多く検出された受信者ドメ
イン。受信者ドメインごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイルの
割合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されます。指
定した時間範囲について一覧表示する宛先ドメインの最大数を指定してくださ
い。

受信者ドメイン

上位受信者 スキャン不能なメッセージと添付ファイルが最も多く検出された電子メールア
ドレス。電子メールアドレスごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファイ
ルの割合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されま
す。指定した時間範囲について一覧表示する電子メールアドレスの最大数を指
定してください。

受信者、受信者ドメイン

特定送信者 指定した送信者の電子メールアドレスから検出されたスキャン不能メッセージ
と添付ファイルの数。グループごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファ
イルの割合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されま
す。

送信者、送信者ドメイン

特定受信者 指定した受信者の電子メールアドレスから検出されたスキャン不能メッセージ
と添付ファイルの数。グループごとに、合計処理数に対するスキャン不能ファ
イルの割合、合計処理数、スキャン不能メッセージの数がリストに表示されま
す。

受信者、受信者ドメイン

レポート生成のトラブルシューティング
「レポート生成の問題」に、レポート生成時に発生する可能性のある問題を示します。
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Table 126: レポート生成の問題

問題 情報

指定したレポートタイプ
で利用可能なデータが存
在しない

SMG では、指定したレポートが表示されずに、次のメッセージが表示されることがあります。
No data is available for the report

type and time range specified.

このメッセージが表示された場合は、次の事項を確認してください。
• 指定したフィルタに一致するデータが存在するかどうか
たとえば、特定受信者レポートの場合、指定した期間中にメールを一切受信しなかった受信者アドレ
スを指定したというケースが考えられます。

• 指定したレポートの種類に必要なデータを保存するように SMG が設定されているかどうか
一部のレポートでは、レポートの実行前にレポートデータを有効にしておく必要があります。
レポート用に追跡するデータの選択
場合によっては、現在対象データを追跡していなくても、レポートを生成できることもあります。これは
以前データ収集を行っており、その後データの追跡を中止した場合です。収集されたデータは、一定の期
間が経過して自動消去されるまではレポート生成に使用されます。その期間が過ぎると、レポートは生成
できなくなります。この保存期間は、［レポートの設定］ページの［データを削除するまで］の設定に
よって管理されます。

ウイルスの疑いの結果に
食い違いが生じる

マルウェアの概略レポートのグラフ部分には、末尾近くに［ウイルスの疑いの結果］というセクションが
あります。同じレポート中の表には、［ウイルスの疑い］という列があります。ウイルスの疑いの結果の
合計が、［ウイルスの疑い］列と一致しない場合があります。
この食い違いは次のような理由で生じます。
• ウイルスの疑いの結果は、［添付ファイルを削除しメッセージをウイルス疑いの検疫に格納する］処
理または［メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する］処理を含むポリシーにメッセージが合致し
た場合のみ、メッセージとして数えた値です。

• メッセージがポリシーに合致し、それらの処理が起動された場合でも、さらに別のポリシーが合致
し、そちらが優先される場合があります。たとえば、あるメッセージにウイルスとウイルスの疑いの
両方があって、一致したマルウェアポリシーが［メッセージを削除する］、一致したウイルスの疑い
ポリシーが［メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する］であった場合、メッセージは削除されま
す。［メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する］よりも削除の方が優先されるため、メッセージ
は削除されます。

コンテンツフィルタの概
略レポートのデータが矛
盾しているように見える

デフォルトでは、コンテンツフィルタの概略レポートの末尾には、適用した回数が多いコンテンツフィル
タポリシーの表が載っています。この表には［トリガになったポリシー］欄、［作成インシデント］欄が
あります。論理的には、［作成インシデント］欄の値が［トリガになったポリシー］欄の値より大きくな
ることはありません。しかし、データソースの違いやタイミングの関係で、［作成インシデント］欄の値
が［トリガになったポリシー］欄の値より大きくなることがあります。

生成したレポートのレイアウトとデータ
次の情報は、生成するレポートに表示されるデータとそのレイアウトを理解するために役立ちます。

「レポートのレイアウト」は、レポートの表示内容について説明しています。
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Table 127: レポートのレイアウト

要素 説明

グラフと表 レポートデータをグラフ、表、またはグラフと表の両方に表示するように指定できます。グラフオプショ
ンと表オプションは、全体の概略レポートでは使用できません。
グラフと表のレポートデータ表示オプションは次のとおりです。
• グラフ - 概要
レポートデータの各カテゴリのグラフを作成します。
このグラフには、概要の表に一覧表示された概略情報（期間全体の合計と平均）は含まれません。

• グラフ - その他すべて（概要以外）
選択したレポートタイプの各項目の棒グラフを表示します。
概略レポート以外のレポートでは、1 つの棒グラフに最大 20 の項目を表示できます。

• 表
レポートのデータを数値で表した表を作成します。
すべてのレポートで、1 つの表レポートに 20 以上の項目を一覧表示できます。

グラフと表をファイルに保存する方法は、レポートの形式によって異なります。また、レポートを保存す
るのか、電子メールで送付するのかによっても異なります。

行の数 定時レポートを含むすべてのレポートの最大サイズは 1,000 行です。この制限に到達した場合、時間範囲
を短くするか、より長い時間間隔でグループ化するか、最大エントリ数フィールドの値を少なく（一部の
レポートのみ適用可能）します。

Note: この制限を設定することはできません。

Note: 上位 50 の無効な受信者のレポートを要求する場合、無視することが可能な次のエラーが発生する
場合があります。レポートの推定サイズが 1000 行を超えています。レポートのサイズを制限するため
に、使用可能な検索基準を修正してください。たとえば、時間範囲を狭くするか間隔ごとにグループ化し
ます。

レポートグラフの端数の
時間を表す棒

棒グラフには、1 時間に満たない（端数の）時間範囲に対しても棒が表示されます。この情報により、指
定された時間範囲全体がグラフに表現されます。この棒はほかの時間範囲の棒に比べ、値が目立って少な
いのが普通です。
次の例について考えてみましょう。
• 午後 2 時 22 分に、過去 1 時間のレポート作成処理を起動しました（火曜日）。

– 作成されたレポートは、午後 1 時から午後 2 時 22 分までの範囲に関するものです。
– データは時間単位で表示されるため、棒グラフの棒は 2 本あります。

• 午後 2 時 22 分に、過去 24 時間のレポート作成処理を起動しました（火曜日）。
– 作成されたレポートは、月曜日午後 2 時から火曜日午後 2 時 22 分までの範囲に関するものです。
– データは時間単位で表示されるため、棒グラフの棒は 25 本あります。

時間範囲 レポートの統計値は、各時の 0 分 0 秒から 59 分 59 秒までを 1 区画として格納されます。たとえば午前
1 時から午前 1 時 59 分まで、午前 2 時から午前 2 時 59 分までがそれぞれ 1 区画になります。この方式
のため、レポートを 1 時間未満の時間間隔で表示したり、正時以外の時点で区切ってグループ分けしたり
することはできません。

「レポートデータの詳細」は、レポート内の情報を解釈するために役立ちます。
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Table 128: レポートデータの詳細

問題 説明

脅威の構成要素 概略レポートとダッシュボードには、脅威の概略に関するグラフと表が含まれます。脅威は、電子メール
メッセージ内の有害な属性、または有害となる可能性のある属性です。たとえば、脅威には、スパム、マ
ルウェア、コンテンツフィルタポリシー違反などがあります。同様のメッセージ判定は脅威の各カテゴリ
に分類されます。

単一脅威、複数脅威、お
よび未感染メッセージ

概略レポートおよびダッシュボードでは、メッセージは単一脅威、複数脅威、未感染メッセージに分類さ
れます。複数脅威のメッセージには、2 種類以上の脅威が含まれます。たとえば、スパムとマルウェアを
含むメッセージは、複数脅威のメッセージです。未感染メッセージに既知の脅威は含まれません。

メッセージと接続のカウ
ント

アプライアンスでは電子メールの追跡およびフィルタ処理に多くの技術が使用されます。これらの技術の
一部は、実際の電子メールメッセージが生成および送信される前の電子メール接続レベルで機能します。
「悪いレピュテーション」フィルタの条件を満たしたために接続が拒否または遅延された場合、その接続
は 1 つのメッセージとしてカウントされます。

ウイルス疑いメッセージ
の判定

メッセージがウイルス疑いの検疫に送られた場合、メッセージの再スキャンの結果は、脅威の合計数に加
算されません。しかし、メッセージを再スキャンした結果は、［ウイルスの疑いの結果］グラフに表示さ
れます。このグラフには、ウイルスの疑いが削除されたかどうか、ウイルスと判定されたかどうか、まだ
ウイルス疑いの検疫に残っているかが示されます。

送信者の HELO ドメイン
または IP 接続にゲート
ウェイ情報が表示される

いずれかのスキャナがゲートウェイコンピュータからリレーされたメッセージを受信した場合、SMTP
HELO 名はゲートウェイコンピュータの名前または IP アドレスになります。IP 接続アドレスはゲート
ウェイコンピュータに接続されたコンピュータの IP アドレスです。
この影響を受けるレポートは次のとおりです。
• 上位送信者 HELO ドメイン
すべての「上位送信者 HELO ドメイン」レポートは影響を受けます。

• 上位送信者 IP 接続
すべての「上位送信者 IP 接続」レポートは影響を受けます。

• 「上位の正常に完了した接続」SMTP レポート
• 「上位の失敗接続」SMTP レポート
• 「上位の拒否接続」SMTP レポート
SMG が使用する IP アドレスを決定するプロセスは次のとおりです。
1. SMG はまず、接続先 IP アドレスが内部範囲外にあるかどうかを確認します。その場合、接続先 IP ア
ドレスは論理 IP アドレスです。

2. 接続先 IP アドレスが内部範囲内にある場合、SMG は受信したヘッダーを順番に調査します。このプ
ロセスは、最初に受診したヘッダーを現在の受信したヘッダーとしてみなすことによって開始されま
す。

3. 現在の受信したヘッダーに 1 つの IP アドレスがある場合、SMG はその IP アドレスが内部範囲外にあ
るかどうかを確認します。その場合、この IP アドレスは論理 IP アドレスです。

4. 現在の受信したヘッダーに 1 つの IP アドレスがあり、それが内部範囲内にある場合、SMG は次に受
信したヘッダーを検索します。

5. 次に受信したヘッダーがある場合、SMG はそれを新しい現在の受信したヘッダーとし、手順 3 に戻っ
て繰り返します。

6. これ以上受信したヘッダーがない場合、チェーンは内部 IP アドレスで正常に終了します。SMG は接
続先 IP アドレスを論理 IP アドレスとして使用します。

7. 受信したヘッダーのいずれかに IP アドレスがまったく含まれていないか、複数含まれているため
に、SMG が受信したすべてのヘッダーを正常に調査できない場合、ヘッダーチェーンが壊れていると
みなします。SMG は、IP アドレスを 255.255.255.255 として報告します。

処理メッセージのカウン
ト

処理メッセージ数を一覧表示するレポートでは、処理メッセージの数は受信者ごとではなくメッセージご
とにカウントされます。たとえば、1 つのメッセージに 12 人の受信者が記載されている場合、処理メッ
セージのカウントは 12 ではなく 1 増加します。
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問題 説明

1 つのメッセージに対す
る重複判定のレポート方
法

1 つの電子メールメッセージには複数の受信者を指定できるため、複数の脅威が発生する可能性がありま
す。同じ電子メールメッセージでも受信者が異なれば、異なる脅威が発生する場合があります。この状況
は、受信者が異なるポリシーグループに属する場合があるために起きます。たとえば、グループ A の受信
者は「従業員データの保護」用語のコンテンツフィルタを有効にするよう設定され、グループ B の受信者
はそのように設定されていない場合があります。
一部の判定には、その処置に関連する名前が付けられており、その判定の種類についての特定の事例が示
されています。たとえば、既知のウイルスが W32.Zoltan または VBS.Throckmorton と呼ばれているとし
ます。それぞれの名前付き判定は別々に数えられます。メッセージ内に W32.Zoltan と VBS.Throckmorton
の両方が 1 回以上検出された場合、マルウェアカウントは 2 ずつ増加します。そのメッセージは複数脅威
のメッセージと見なされます。
次の判定には特定の名前が付けられます。
• コンテンツフィルタポリシー
• マルウェア
• ウイルス
• ワーム
このリスト以外の判定は、メッセージ内のその判定の出現回数に関係なく、1 つのメッセージにつき 1 回
カウントされます。たとえば、1 つのメッセージが 3 人の受信者に送信されるとします。受信者 A への
メッセージに暗号化コンテンツの一致が 2 個あります。受信者 B に送信される同じメッセージに暗号化
コンテンツの一致が 2 個あります。受信者 C に送信される同じメッセージの一致は 0 個です。このメッ
セージの暗号化コンテンツの合計カウントは 1 です。このメッセージのマルウェア脅威のカウントは 1 で
す（暗号化されたコンテンツは特定の名前を持たないマルウェアと数える）。このメッセージで他の脅威
が検出されない場合、単一脅威のメッセージと見なされます。
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Symantec Messaging Gateway の状態の監視

システム状態の監視について
Symantec Messaging Gateway の状態はコントロールセンターから監視できます。製品の状態を監視する機能により、
製品のパフォーマンスと活動についての最新情報が常に得られます。時間範囲を指定するなど、フィルタを使って状態情
報をカスタマイズできる場合もあります。

「監視できる状態項目」に、監視できる項目を示します。

Table 129: 監視できる状態項目

カテゴリ 説明

システム 次のシステム状態を監視できます。
• ダッシュボード
ダッシュボードを使用すると、さまざまなタイムフレームで製品の状態やフィルタ処理活動を動的に表示でき
ます。

• ホスト
ハードウェアの状態、メッセージキューのサイズと容量を監視できます。ハードウェア、インストールされて
いるソフトウェアやサービスについての情報も表示できます。
ハードウェア情報の表示
ソフトウェアとサービスの状態の定義
ハードウェアの状態の表示
メッセージキューのサイズと容量の監視

• ログ
Symantec Messaging Gateway はコントロールセンター、スパム検疫、ディレクトリデータサービス、各ス
キャナへのログインについての情報をログに記録します。これらのログを表示すれば、製品の状態を監視した
り問題解決の手がかりを得たりすることができます。
ログについて

SMTP 次の SMTP 状態を監視できます。
• メッセージ監査ログ

Symantec Messaging Gateway には、メッセージを検索してどのような処理が行われたかを調べるためのメッ
セージ監査コンポーネントが用意されています。メッセージ監査ログを確認すれば、スキャナが受け入れて処
理するメッセージの証跡を判定できます。
メッセージ監査ログについて

• メッセージキュー
メッセージキューは、メッセージが宛先に到達する前に一時的に保管される場所です。どのメッセージキュー
でも、その中に入っているメッセージを表示できます。
メッセージキューについて

ダッシュボードの使用
［ダッシュボード］ページには、Symantec Messaging Gateway の状態とメールフィルタ処理活動をまとめたグラフと
表が表示されます。

• ドロップダウンメニューから、インバウンドメッセージ、アウトバウンドメッセージ、またはその両方の概略情報を
表示するかどうかを選択します。他のドロップダウンメニューで、データの期間を選択します。「ダッシュボードの
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概略情報」では、Symantec Messaging Gateway がユーザーの選択に基づいて表示する概略情報について説明しま
す。

• 「システムの状態の表」では、ダッシュボード下部の［システムの状態］の表と Symantec ThreatCon レベルの表示
について説明します。

このページは、コントロールセンターにログインすると最初に表示されるページです。別のコントロールセンターページ
からダッシュボードに戻るには、［状態］>［システム］>［ダッシュボード］を選択します。

Table 130: ダッシュボードの概略情報

項目 説明

メッセージグラフ 次のカテゴリのメッセージ数を表示します。
• 単一脅威メッセージ。メッセージごとに 1 つの違反がトリガされまし
た。

• 複数脅威メッセージ。メッセージごとに 1 つ以上の違反がトリガされま
した。

• 未感染メッセージ。違反がトリガされませんでした。
すべてのデータは、ドロップダウンメニューで指定した時間枠内のもので
す。

メッセージ表 指定期間内の単一脅威、複数脅威、未感染の各メッセージの実際の数と、全
メッセージ量に対する割合を示します。

脅威グラフ 指定期間内の最も一般的なメッセージ判定が、認識された脅威の合計数に対
する割合と共に表示されます。

脅威表 指定期間内の一般的なメッセージ判定の個々の数と、全メッセージ量に対す
る割合を一覧表示します。

上位 5 位までの名前付きウイルス表 指定期間内にマルウェアフィルタによって最も発生が検出されたウイルスと
ワームを一覧表示します。表は、頻度に基づいてマルウェアの種類を示しま
す。システムに脅威を与えているウイルスに関するより詳細なレポートにア
クセスするには、［詳細］リンクをクリックします。

Note: ［上位 5 位までの名前付きウイルス］の統計とリンクされているレ
ポートには、脅威対策スキャンからのデータは含まれていません。

上位 5 位までのコンテンツフィルタポリシー表 指定期間内で最も多いコンテンツフィルタポリシー違反の種類を、発生頻度
でランク付けして表示します。［詳細］をクリックすると、上位のコンテン
ツフィルタの懸念に関する詳細データにアクセスします。

Table 131: システムの状態の表

項目 説明

システム システムのハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントの状
態。これらの状態には、現在のソフトウェアのバージョン、コントロールセ
ンターにアクセスできるすべてのスキャナ、ハードウェアの状態、提出サー
ビスの状態が含まれています。
各項目の詳細な状態を確認するには、その関連リンクをクリックします。

ライセンス シマンテック社から購入したライセンスの状態。

Note: ［ライセンス］の表には、この機能のライセンスがあるすべてのス
キャナの中で最も古いライセンスが表示されます。
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項目 説明

定義 Symantec LiveUpdate 経由で利用可能なスパム、顧客固有のスパム、および
ウイルスの各定義の状態。［ウイルス定義］フィールドの横の日付をクリッ
クし、［LiveUpdate の設定］ページにアクセスします。［顧客固有のスパ
ム定義］の横にあるリンクをクリックし、［顧客固有のスパム提供］ページ
にアクセスします。

Note: ［定義］には、この機能のライセンスがあるすべてのスキャナの中で
最も古い定義が表示されます。

Symantec ThreatCon レベル 世界的な脅威の危険度の評価。この情報は、Symantec DeepSight Threat
Management System の一部として配信されます。
ダッシュボードの左側に Symantec ThreatCon インジケータがあります。

脅威のカテゴリのコンポーネント
ダッシュボードには、複数の脅威のカテゴリに関するデータが含まれています。

データの解釈と分析に役立つよう、「脅威のカテゴリのコンポーネント」に各脅威のカテゴリを構成する判定を示しま
す。

Table 132: 脅威のカテゴリのコンポーネント

脅威のカテゴリ 脅威のカテゴリを構成する判定

コンテンツ違反 コンテンツ違反のカテゴリには、次のコンポーネントが含まれています:
• エンドユーザーおよび管理者定義の言語ポリシー
• エンドユーザーの悪い送信者
• ローカルの悪い送信者ドメイン
以下のコンテンツ フィルタ ポリシーは、［電子メール コンテンツ フィルタ ポリシーの追加/編
集］ページの［ダッシュボードとレポートでこのポリシーの違反を追跡する］にチェックマークが付
いている場合に、脅威としてカウントします。
• 適用されたコンテンツフィルタポリシー
• 作成インシデント
• 保留メッセージ:

– 承認
– 拒否
– 現在保留中

マルウェア マルウェア脅威カテゴリのコンポーネントは次のとおりです。
• ウイルス
• ワーム
• マルウェア
潜在的なマルウェア脅威のカテゴリコンポーネントは次のとおりです。
• ウイルスの疑い
• 暗号化添付ファイル

無効な受信者 • 無効な受信者
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脅威のカテゴリ 脅威のカテゴリを構成する判定

悪いレピュテーション 悪いレピュテーションの脅威カテゴリコンポーネントは次のとおりです。
• ディレクトリハーベスト攻撃
• ウイルス攻撃
• ローカルの悪い送信者 IP
• 接続クラス
• シマンテックグローバルの悪い送信者
• DNS の逆引き検証の失敗
良いレピュテーションの脅威カテゴリコンポーネントは次のとおりです。
• シマンテックグローバルの良い送信者
• 良い IP
• ファストパス

スパムと迷惑メール • 送信者認証エラー
• スパム
• スパムの疑い
• バウンス攻撃
• マーケティングメール
• ニュースレター
• リダイレクト URL のコンテンツ

スキャン不能メッセージと添
付ファイル

• 何らかの理由でマルウェアとコンテンツフィルタのスキャン不能
• 制限を超えたためマルウェアとコンテンツフィルタのスキャン不能
• その他の理由でマルウェアとコンテンツフィルタのスキャン不能
• 解除に対してスキャン不能

解除対象メッセージ 解除対象添付ファイル
脅威対策 - 高度な脅威 Symantec Content Analysis によって検出された高度な脅威

ホストコンピュータとサービスの状態の監視
「ホストコンピュータとサービスの状態の監視」では、ホストコンピュータ、ソフトウェア、サービスの監視方法を説明
します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 133: ホストコンピュータとサービスの状態の監視

タスク 説明

コントロールセンターホスト
とコントロールセンターが管
理する各スキャナについての
情報を表示します。

一部のハードウェアの情報は、VMware の製品を使って設定した仮想コンピュータには該当しませ
ん。Dell 製ハードウェアの場合、ハードウェア情報フィールドが表示されないことがあります。
ハードウェア情報の表示

コントロールセンターが管理
するすべてのスキャナのハー
ドウェアの状態を監視しま
す。

エラー状態がある場合、いくつかの項目が赤色で表示されます。表示される状態は格納されている
データに基づくものなので、数分前の状態である可能性があります。列内にハイフン (-) が記載され
ている場合は、そのデータがそのハードウェアで利用できないことを示しています。
ハードウェアの状態の表示

コントロールセンターが管理
するコンポーネントにインス
トールされているソフトウェ
アのバージョンを表示しま
す。

また、各コンポーネントで実行しているサービスの状態も表示できます。
ソフトウェアとサービスの状態の表示
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タスク 説明

ソフトウェアとサービスの状
態を表示します。

アプライアンスの状態の詳細は各アプライアンスの設定方法に応じて異なります。アプライアンス
は、コントロールセンター、スキャナ、またはその両方として設定できます。
ソフトウェアとサービスの状態の定義

ハードウェア情報の表示
コントロールセンターホストとコントロールセンターが管理する各スキャナについての情報を表示できます。一部のハー
ドウェアの情報は、VMware の製品を使って設定した仮想コンピュータには該当しません。Dell 製ハードウェアの場合、
ハードウェア情報フィールドが表示されないことがあります。

表示される情報は次のとおりです。

• ホスト名
• モデル
• CPU の種類
• CPU コア
• Dell サービスタグ
• 合計メモリ
• ディスク

ハードウェア情報は動的に更新されます。データによっては、アプライアンスの起動中は利用できないことがあります。

ハードウェアについての情報を表示するには、完全管理権または状態とログの表示または修正権限が必要です。

ハードウェアの状態の表示

ソフトウェアとサービスの状態の定義

ハードウェア情報を表示するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ホスト］の順に選択します。

2. ［ハードウェア情報］タブをクリックします。

ハードウェアの状態の表示
コントロールセンターが管理するすべてのスキャナのハードウェアの状態を監視できます。エラー状態がある場合、いく
つかの項目が赤色で表示されます。表示される状態は格納されているデータに基づくものなので、数分前の状態である可
能性があります。列内にハイフン (-) が記載されている場合は、そのデータがそのハードウェアで利用できないことを示
しています。

ハードウェアの状態情報を表示するには、完全管理権または状態とログの表示または修正権限が必要です。

ソフトウェアとサービスの状態の定義

ハードウェアの状態を表示するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ホスト］の順に選択します。

2. ［ハードウェアの状態］タブをクリックします。

3. 追加の状態情報を表示するには、ホスト名をクリックします。

ホスト名をクリックすると、リアルタイムの状態を表示するためにホストからデータが読み込まれます。

ソフトウェアとサービスの状態の表示
コントロールセンターが管理するコンポーネントにインストールされているソフトウェアのバージョンを表示できます。
また、各コンポーネントで実行しているサービスの状態も表示できます。

ソフトウェアとサービスの状態の定義
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有効にしたり、修正を加えたりする場合は、リンクをクリックすると、同じページにショートカットが表示されます。

ソフトウェアとサービスの状態を表示するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ホスト］の順に選択します。

2. ［ソフトウェアとサービス］タブをクリックします。

3. ホストについての追加情報を表示するには、調べるホストをクリックします。

そのコンポーネントの追加情報がある場合は、コンポーネントの横にプラス記号が表示されます。追加情報を表示す
るには、このプラス記号をクリックします。

4. スキャナを有効にしたり、修正したりするには、いずれかのリンクをクリックして［ホスト設定の編集］ページにア
クセスします。

ソフトウェアとサービスの状態の定義
アプライアンスの状態の詳細は各アプライアンスの設定方法に応じて異なります。アプライアンスは、コントロールセン
ター、スキャナ、またはその両方として設定できます。

「コントロールセンターのソフトウェアとサービスの状態」はコントロールセンターのソフトウェアとサービスの状態の
説明です。

「スキャナのソフトウェアとサービスの状態」はスキャナのソフトウェアとサービスの状態の説明です。

ソフトウェアとサービスの状態の表示

Table 134: コントロールセンターのソフトウェアとサービスの状態

項目 説明

コントロールセン
ター

追加情報を表示するには、コントロールセンターの名前のリンクをクリックします。［サービス］ページがツ
リーモードで表示されます。そのホストの情報は、［サービスの状態一覧に戻る］をクリックしたときに更新
されます。緑色のチェックマークは、最新バージョンの Symantec Messaging Gateway がインストールされ
ていることを示します。黄色の感嘆符（!）は、より新しいバージョンの Symantec Messaging Gateway を利
用できることを示します。赤い X マークは、コントロールセンターのバージョンがスキャナのバージョンと異
なっていることを示します。

バージョン 現在インストールされている Symantec Messaging Gateway のバージョン。さらに新しいバージョンが利用可
能な場合、バージョンが赤で表示されます。

スパム検疫 スパム検疫には、検疫されたスパムメッセージが含まれています。検疫メッセージの検索、削除、並び替え、
解放を行うことができます。

スパム検疫ディスク
使用状況

スパム検疫が使うディスク領域の容量。

ウイルス疑いの検疫 ウイルス疑いの検疫はウイルスが含まれている可能性のあるメッセージを含んでいます。検疫メッセージの検
索、削除、並び替え、解放を行うことができます。

ウイルス疑いの検疫
ディスク使用状況

ウイルス疑いの検疫が使うディスク領域の容量。

コンテンツインシデ
ントフォルダ

コンテンツインシデントフォルダは、コンテンツインシデントフォルダ内にインシデントを作成する処理が含
まれるコンテンツフィルタポリシーをトリガするインシデントを編成、監視、管理する助けとなります。

コンテンツインシデ
ントフォルダディス
ク使用状況

コンテンツフィルタによる検疫が使うディスク領域の容量。

ディレクトリデータ
サービス

LDAP の状態。［実行中］または［停止］。
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Table 135: スキャナのソフトウェアとサービスの状態

項目 説明

スキャナ 追加情報を表示するには、スキャナ名のリンクをクリックします。［サービス］ページがツリーモードで表示
されます。そのホストの情報は、［サービスの状態一覧に戻る］をクリックしたときに更新されます。緑色の
チェックマークは、最新バージョンの Symantec Messaging Gateway がインストールされていることを示しま
す。黄色の感嘆符（!）は、より新しいバージョンの Symantec Messaging Gateway を利用できることを示し
ます。赤い X マークは、コントロールセンターのバージョンがスキャナのバージョンと異なっていることを示
します。

バージョン 現在インストールされている Symantec Messaging Gateway のバージョン。さらに新しいバージョンが利用可
能な場合、バージョンが赤で表示されます。

ウイルス定義 前回ウイルス定義が更新された日付。ウイルス定義が最新でないか、前回の LiveUpdate 試行が失敗した場
合、日付が赤で表示されます。

スキャナ スキャナの状態。有効または無効。
エージェント エージェントの状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内にエージェントがクラッシュ

した場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起きたクラッ
シュの回数が表示されます。
エージェントは、コントロールセンターと、現在接続されていて有効になっているスキャナとの間で、設定情
報を送受信します。

コンジット コンジットの状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内にコンジットがクラッシュした場
合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起きたクラッシュの
回数が表示されます。
コンジットは、新しいフィルタと更新されたフィルタを安全な HTTPS ファイル転送を通じてシマンテックセ
キュリティレスポンスから取得します。

ディレクトリデータ
サービス

ディレクトリデータサービスの状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内にディレクトリ
データサービスがクラッシュした場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、
過去 24 時間に起きたクラッシュの回数が表示されます。
ディレクトリデータサービスにより、LDAP ディレクトリに格納されている情報を Symantec Messaging
Gateway の機能で使うことができます。

LiveUpdate LiveUpdate の状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内に LiveUpdate がクラッシュした
場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起きたクラッシュ
の回数が表示されます。
LiveUpdate は、シマンテックセキュリティレスポンスからスキャナに、自動的にウイルス定義をダウンロード
します。

Brightmail エンジン Brightmail エンジンの状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内に Brightmail エンジンが
クラッシュした場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起
きたクラッシュの回数が表示されます。
Brightmail エンジンは、設定済みのフィルタポリシーに従って、電子メールと添付ファイルのウイルス、スパ
ム、コンテンツフィルタをスキャンします。

MTA MTA (Mail Transfer Agent) の状態。［実行中］ (黒) または［停止］ (赤)。過去 24 時間以内に MTA がクラッ
シュした場合は、状態の下に赤い下線が表示されます。赤の下線をマウスで指すと、過去 24 時間に起きたク
ラッシュの回数が表示されます。
MTA は、インバウンドおよびアウトバウンドメッセージを Brightmail エンジンにルーティングして処理し、内
部の宛先またはインターネットにフィルタ済みメッセージを配信します。

ログデータの監視
Symantec Messaging Gateway はコントロールセンター、スパム検疫、ディレクトリデータサービス、各スキャナへの
ログインについての情報をログに記録します。

「ログデータの監視」では、このデータの監視方法について説明します。
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Table 136: ログデータの監視

タスク 説明

Symantec Messaging
Gateway について詳しく
説明します。

Symantec Messaging Gateway は、そのコンポーネントの動作についてログレコードを保持しま
す。Symantec Messaging Gateway で正常に動作しない個所がある場合は、ログを表示して問題を調査で
きます。問題に気づかなくても、ログを定期的に表示してコンポーネントの状態を調べることをお勧めし
ます。
ログについて

使用可能なログの種類に
ついて説明します。

スキャナに利用可能なログの種類のリストを表示します。
ログの種類

コントロールセンター、
スキャナ、ディレクトリ
データサービス、検疫の
ログに記録されたイベン
トを表示します。

Symantec Messaging Gateway で正常に動作しない個所がある場合は、ログを表示して問題を調査でき
ます。問題に気づかなくても、ログを定期的に表示してコンポーネントの状態を調べることをお勧めしま
す。
ログファイルの表示

定期的にコントロールセ
ンターのエラーログを確
認して、問題のトラブル
シューティングを行うこ
とをお勧めします。

コントロールセンターに関係するエラーはすべて BrightmailLog.log ファイルに書き込まれます。

ログファイルを保存し、
トラブルシューティング
に役立てます。

保存したログファイルは、テキストエディタアプリケーションを使って表示、印刷できます。ログファイ
ルを電子メールで送ることもできます。ログファイルは .txt 形式で保存されます。
ログファイルの保存

ログデータベースが上限
を超えないようにしてく
ださい。

ユーザーの環境と指定したログレベルによっては、ログデータベースが短時間に管理不能なサイズに拡大
する可能性があります。拡大を防ぐために、Symantec Messaging Gateway には最大のデータベースサイ
ズを指定する制御機能が備わっています（デフォルトは 50 MB）。また、古いログをパージし、データ
ベースが設定した限度を超えないようにする（デフォルト設定は毎日）ログ抹消ユーティリティが提供さ
れています。ユーザーは特定のニーズや一時的なニーズを満たすためにカスタム設定も作成できます。
ログデータベースのサイズの管理

スキャナコンポーネント
のログデータを保存する
量を指定します。

スキャナのログレベルは、エラーレベルからデバッグレベルまでの 5 段階に設定できます。エラーより上
の段階の各ログレベルには、下のすべてのログレベルのログデータが含まれます。
ログレベルの設定

ログデータベースからロ
グを手動で削除します。

［ログ］ページ (［状態］、［システム］、［ログ］の順に選択) で、スキャナログファイルとディレクト
リデータサービスログファイルをコントロールセンターのログデータベースから消去できます。
ログファイルの手動削除

ログディスク容量の警告
がどのように動作するか
を学びます。

Symantec Messaging Gateway には、スキャナのログ記録ディスク容量が最大容量に近づいたか、または
達した場合の警告をシステム管理者が有効にできるように拡張されたログ記録機能が含まれています。デ
フォルトのしきい値レベルに達すると、システムは縮小または一時停止のログ記録モードに移行し、指定
の管理者に電子メール通知が送信されます。この通知を受け取るには、ディスク容量不足警告を有効にす
る必要があります。
ログディスク領域の警告について

ディスク容量を消去しま
す。

コントロールセンターとスキャナのアプライアンスのディスク容量を消去するためのオプションのリスト
を表示します。ディスク容量不足が現在システムのパフォーマンスに影響していると判断した場合は、こ
れらのオプションを使ってください。
ディスク容量の消去に関するチェックリスト

ログについて
Symantec Messaging Gateway は、そのコンポーネントの動作についてログレコードを保持します。Symantec
Messaging Gateway で正常に動作しない個所がある場合は、ログを表示して問題を調査できます。問題に気づかなくて
も、ログを定期的に表示してコンポーネントの状態を調べることをお勧めします。
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ログに記録する情報のレベルをスキャナごとに指定できます。レベルによっては、データが大量になることがあります。
ログレベルは監視のニーズを満たす最も低いレベルに設定してください。通常は、デフォルトのログレベルの［警告］が
適しています。

ログデータはコントロールセンターで表示します。ログデータをソートしたり、ログレポートを作成したり、データベー
スからログファイルを消去したりできます。また、コマンドライン インターフェースで cat、grep、more、および tail
コマンドを使ってログを表示することもできます。コマンドラインインターフェースではリアルタイムのログデータが表
示されます。

ログファイルの表示

ログファイルの保存

コントロールセンターでのログ表示に加えて、一部のスキャナログをリモートサーバーの Syslog に送信することもでき
ます。

syslog へのリモートログ記録の設定

Symantec Messaging Gateway では、ハードディスクがログデータベースでいっぱいにならないようにログデータベー
スのサイズを設定できます。指定した間隔での自動パージを設定できるログ抹消ユーティリティも用意されています。

ログデータベースのサイズの管理

ログの種類

スキャナログは 2 つのステップでコントロールセンターで使用できるようになります。最初に、着信データファイルが
スキャナの一時場所にキャプチャされます。次に、コントロールセンターが一時場所にアクセスし、そのデータをコン
トロールセンターのログデータベースにコピーします。スキャナからのログデータがコントロールセンターに転送された
後、ディスク容量を節約するためにスキャナ上のログデータは削除されます。

状況によっては、コントロールセンターがログデータベースにデータをコピーする速度よりも速くディスクがスキャナロ
グでいっぱいになることがあります。スキャナディスクが最大容量に近づいたか、または達した場合、システムはログ記
録を縮小または停止し、ログはコントロールセンターのログデータベースにコピーされなくなります。通常のログ記録を
再開するには、ディスク領域を解放する必要があります。

ログディスク領域の警告について

ディスク容量の消去に関するチェックリスト

ログの種類
Symantec Messaging Gateway のログによって、スキャナ、コントロールセンター、ディレクトリデータサービス、ス
パム検疫のイベントを監視できます。

「スキャナログの種類」は、スキャナについて利用可能なログの種類の説明です。

Table 137: スキャナログの種類

スキャナログの種類 説明

コンジット スパム対策ルールのダウンロードと統計情報のアップロードに関する状態を記録します。
Brightmail クライア
ント

メッセージフィルタに関する状態を記録します。

Brightmail エンジン Brightmail エンジンの状態を記録します。
JLU コントローラ Java LiveUpdate ウイルス定義のダウンロードに関する状態を記録します。このログは LiveUpdate の問題のト

ラブルシューティングに使う主要なログファイルです。
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スキャナログの種類 説明

JLU クライアント Java LiveUpdate ウイルス定義のダウンロードに関する状態を記録する JLU コントローラログファイルの補助
ログファイルです。このログファイルは、問題のトラブルシューティングに必要な情報が JLU コントローラロ
グファイルから得られない場合にのみ使用します。

MTA 電子メールの送信と受信に関する状態を記録します。
コンテンツフィルタ コンテンツフィルタに関する状態を記録します。

「コントロールセンターのログの種類 - コンソール」は、コントロールセンターのコンソールについて利用可能なログの
種類の説明です。

Table 138: コントロールセンターのログの種類 - コンソール

コンソール
ログファイル 説明

BrightmailLog.log コントロールセンターの対話に関する状態を記録します。
catalina<date>.log
と catalina.out

Tomcat Web サーバーの状態を記録します。コントロールセンターは、Tomcat サーバー内部で実行されます。
これらのファイルには、Tomcat サーバーから生成されたメッセージのほかに、Tomcat 内部で実行されるアプ
リケーションも含まれます。

「コントロールセンターのログの種類 - データベース」は、コントロールセンターのデータベースについて利用可能なロ
グの種類の説明です。

Table 139: コントロールセンターのログの種類 - データベース

データベース
ログファイル 説明

error.log と
error.log.#.gz

コントロールセンターが MySQL データベースにアクセスしている間に発生したエラーを記録します。

slow-queries.log
と slow-
queries.log.#.gz

スロー MySQL クエリーを記録します。

「コントロールセンターのログの種類 - イベント」は、コントロールセンターのイベントについて利用可能なログの種類
の説明です。

Table 140: コントロールセンターのログの種類 - イベント

イベントログファイル 説明

Brightmail_Admin_Events.
<yyy-mm-dd>.log

ログファイル名で示されている日にコントロールセンターで行われたすべての変更を記録します。

「検疫のログ」は、スパム検疫について利用可能なログの説明です。

Table 141: 検疫のログ

検疫のログ 説明

解放 スパム検疫から解放された各メッセージの To アドレス、From アドレス、件名を記録します。また、各メッ
セージを解放したユーザーとタイムスタンプも記録します。
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「ディレクトリデータサービスのログ」は、ディレクトリデータサービスについて利用可能なログの説明です。

Table 142: ディレクトリデータサービスのログ

DDS ログ 説明

ディレクトリデータ
サービス

ディレクトリデータサービスについての状態を記録します。

ログについて

ログファイルの表示

ログファイルの表示
コントロールセンター、スキャナ、ディレクトリデータサービス、検疫のログに記録されたイベントを表示できま
す。Symantec Messaging Gateway で正常に動作しない個所がある場合は、ログを表示して問題を調査できます。問題
に気づかなくても、ログを定期的に表示してコンポーネントの状態を調べることをお勧めします。

フィルタを指定し、［表示］をクリックすると、フィルタと一致するログのイベントが表示されます。ログを表示するに
は、次のいずれかのアクセスレベルを持っている必要があります。

• 完全管理権
• ［状態とログ］の［表示］または［修正］権限

ログについて

スキャナログの場合、利用可能なログデータの量は、スキャナコンポーネントについて設定したログレベルによって決
まります。たとえば、コンジットのログレベルを［警告］に設定した場合、通知、情報、デバッグのレベルのイベント
についてはログデータが保存されず、データを使用できません。スキャナコンポーネントのログレベルは［管理］、［設
定］、［ログ］の順に選択して表示されるページで設定します。

ログレベルの設定

コントロールセンターでは、エラーレベルのスキャナログの説明の隣に疑問符アイコンが表示されます。アイコンをク
リックすると、エラーについて詳しい情報が含まれる Web ページが表示されます。Web ページは Web ブラウザの新し
いウィンドウで開かれます。Web ページには、シマンテック社がそのエラーに関する情報を公開していないことが示さ
れる場合があります。シマンテック社では常にエラー情報要求を追跡して新しいエラー情報を追加しています。

「ログの表示オプション」に、特定のログイベントの表示に使えるフィルタオプションを示します。

Table 143: ログの表示オプション

項目 説明

ホスト (ドロップダウン) リストからホストを選択します。
このオプションはスキャナとディレクトリデータサービスのログについてのみ利用可能で
す。

重大度 (ドロップダウン) リストから重大度のレベルを選択します。
このオプションはスキャナとディレクトリデータサービスのログについてのみ利用可能で
す。

時間範囲 (ドロップダウン) リストから時間範囲を選択するか、任意の時間範囲を指定します。
コントロールセンターのタイムゾーンを最近変更した場合は、アプライアンスを再起動しな
いと、この変更は反映されません。

コンポーネント (ドロップダウン) ログを表示するコンポーネントを［スキャナ］、［コントロールセンター］、［検
疫］、［ディレクトリデータサービス］から選択します。
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項目 説明

ログの種類 (ドロップダウン) リストからログの種類を選択します。
ログの種類

ログ処理 (ドロップダウン) 表示する処理の種類を、［システムイベント］、［遮断処理］、［メッセージ処理］、［す
べて］の中から選択します。

印字不能な文字または半角英数字記号以外の文字がスキャナログに含まれている場合、その文字の代わりに「\xAB」の
ようなシーケンスが出力されます。「AB」の部分はその文字の 16 進コード値です。たとえば、10 進コード値が 128 の
文字は「\x80」と表示されます。

ログ情報は刻々と変わるので、［表示］をクリックすることでいつでも表示を更新できます。

ログファイルの保存

ログデータベースのサイズの管理

ログファイルを表示するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ログ］の順に選択します。

2. ［フィルタ］で、表示するログイベントの選択基準を指定します。

3. ［表示］をクリックします。

［ログ］ページにフィルタ処理の結果が表示されます。

コントロールセンターのエラーログの表示
定期的にコントロールセンターのエラーログを確認して、問題のトラブルシューティングを行うことをお勧めします。コ
ントロール センターに関係するエラーはすべて BrightmailLog.log ファイルに書き込まれます。

問題が発生するたびに、エラーログに複数の行が書き込まれます。たとえば、次のログはスパム検疫に大きすぎて処理で
きないメッセージが転送されたときに書き込まれるものです。

com.mysql.jdbc.PacketTooBigException: 

Packet for query is too large (3595207 > 1048576) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1554)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1540) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1005)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1109) 

at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:2030)

at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1750)

at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1596)

at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate

(DelegatingPreparedStatement.java:207)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLTransaction.create

(Unknown Source)

at com.brightmail.bl.bo.impl.SpamManager.create

(Unknown Source) 

at com.brightmail.service.smtp.impl.SmtpConsumer.run

 (Unknown Source)

 399



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

コントロールセンターのエラーログを表示するには
1. コントロール センターで［状態］、［ログ］の順に選択します。

2. ［コンポーネント］ドロップダウン リストで、［コントロール センター］を選択します。

3. ［ログ ファイル］表で、［BrightmailLog.log］をクリックします。

4. ログファイルを開くか、ローカルディスクに保存します。

ログファイルの保存
Symantec Messaging Gateway ではログファイルを保存できます。ログファイルは .txt 形式で保存されます。

保存したログファイルは、テキストエディタアプリケーションを使って表示、印刷できます。ログファイルを電子メール
で送ることもできます。ログファイルを保存するには、完全管理権または状態とログの表示または修正権限が必要です。

スキャナのログファイルには、コントロールセンターのログのような個別のログファイルリンクは含まれません。スキャ
ナのログファイルを保存すると、コントロールセンターのページに表示されるすべての詳細ログ項目がテキストファイル
に保存されます。コントロールセンターのログでは、必要なログファイルをユーザーが個別に保存する必要があります。

ログファイルを保存するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ログ］の順に選択します。

2. ログを作成します。

3. 次のいずれかを行います。

スキャナのログファイルを保存するには ［ログの保存］をクリックします。
コントロールセンターのログを保存するには 次のすべてを行います。

• ［ログファイル］列で、保存するログファイルをクリックし
ます。

• ［ファイルのダウンロード］ダイアログボックスで［保
存］をクリックします。

4. ［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、ファイル名とファイルの保存場所を指定し、［保存］をクリックしま
す。

デフォルトのファイル名は LogDetails.txt です。

5. ［ダウンロードの完了］ダイアログボックスで、［閉じる］をクリックします。

ログについて

ログファイルの表示

ログデータベースのサイズの管理
コントロールセンターのログデータベースはスケジュールされた間隔で定期的にスキャナからログデータを取得します。
ユーザーの環境と指定したログレベルによっては、ログデータベースが短時間に管理不能なサイズに拡大する可能性が
あります。拡大を防ぐために、Symantec Messaging Gateway には最大のデータベースサイズを指定する制御機能が備
わっています（デフォルトは 50 MB）。また、古いログをパージし、データベースが設定した限度を超えないようにす
る（デフォルト設定は毎日）ログ抹消ユーティリティが提供されています。ユーザーは特定のニーズや一時的なニーズを
満たすためにカスタム設定も作成できます。

NOTE

ここで指定する設定では、設定するログレベルを考慮に入れる必要があります。たとえば、大量のログデータ
を生成するログレベル（デバッグレベルなど）を設定する場合は、一時的にデータベースのサイズを大きくし
て、ログのパージ率を高めることをお勧めします。通常のログレベルの記録を再開したら、これらの設定をも
とに戻せます。
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ログレベルの設定

ログについて

ログディスク領域の警告について

NOTE

必要な場合は、手動でログデータベースからファイルをパージすることもできます。

ログファイルの手動削除

Table 144: ログデータベースサイズ制御オプション

オプション 説明

最大ログサイズ データベースログの最大サイズを指定します。
ログ抹消が実行されたときに、最大ログサイズの調節が行われます。最大ログサイズは、次のログ抹消プロセ
スが実行されるまでの間、一時的に超過してもかまいません。
デフォルト値は 50 MB です。

ログデータを削除す
る前の格納日数

ログファイルをパージするまでデータベースログに保持する日数を指定します。
デフォルト値は 7 です。

ログ抹消の頻度 抹消ユーティリティを実行する頻度を指定します。
ログ抹消は、古いログファイルを削除して、最大ログサイズを適用します。
デフォルトの設定は毎日です。

ログ抹消の開始時刻 抹消を開始する時刻を指定します。
時刻は 24 時間制で指定します。たとえば、23:00 は午後 11:00 です。
デフォルトの設定は 02:00（午前 2 時）です。
定時タスクの状態は、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページで確認できます。

NOTE

ログ抹消を実行すると、ログデータベース内のログエントリが削除されます。データベースは圧縮されませ
ん。データベースを圧縮してサイズを減らすために、Symantec Messaging Gateway は最適化プロセスを実
行します。このプロセスはディスク使用状況に基づいて自動的に実行されるため、ユーザーが設定する必要は
ありません。ただし、最適化プロセスではプロセッサが集中的に使用されるため、通常はピーク時間以外（デ
フォルト設定は午前 2 時）に実行されます。そのため、Expunger によってログデータベースから行が削除され
る可能性はありますが、オプティマイザが実行されるまでデータベースのサイズは減りません。

NOTE

ログデータベースの設定を変更するには、完全管理権または修正権限が必要です。

ログデータベースのサイズを管理するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

2. ［ローカル］タブをクリックします。

3. ［データベースログストレージ限度］で［最大ログサイズ］にチェックマークを付けます。

4. 隣にあるボックスに、ログデータベースに割り当てる最大サイズを入力します。

5. ［ログデータを削除する前の格納日数］ボックスに、ログデータを格納する日数を入力します。

6. ［ログ抹消］で、コントロールセンターがログデータを削除するためにログ抹消を実行する頻度と開始時間を選択し
ます。

時間のドロップダウンリストは 24 時間制を使用しています。たとえば、23:00 は午後 11:00 です。
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7. ［保存］をクリックします。

ログレベルの設定
スキャナコンポーネントのログデータを保存する量を指定できます。スキャナのログレベルは、エラーレベルからデバッ
グレベルまでの 5 段階に設定できます。エラーより上の段階の各ログレベルには、下のすべてのログレベルのログデー
タが含まれます。

ログについて

たとえば、コンジットのログレベルを通知レベルに設定した場合、コンジットのエラーと警告のイベントも保存されま
す。コンジットのログデータを表示できるのは通知、エラー、警告のイベントのみです。コンジットの情報イベントとデ
バッグイベントは保存されず、コントロールセンターやこの例の Syslog で見ることはできません。

選択するレベルには、監視する情報の種類が含まれている必要があります。ログレポートを作成するために多量のディス
ク容量を消費したり過大な処理リソースが必要になったりするため、情報とデバッグのログレベルは避けてください。

ログレベルはいつでも修正できます。たとえば、問題のトラブルシューティングが必要な場合は、ログレベルを上げるこ
とができます。問題が解決したら、ログレベルを以前の設定に戻すことができます。

NOTE

ログレベルを変更した後にスキャナサービスを再起動する必要がある場合もあります。

WARNING

ログ記録レベルが高いと大量のデータが生成されますが、通常は緊急な性質のものではありません。ログ記録
レベルが低いと生成されるデータの量は少なくなりますが、緊急な性質のものになる傾向があります。

高いログレベル（デバッグなど）はログ記録の処理に影響する可能性があります。スキャナのディスクキャッ
シュが限度の容量に近づくか到達すると、システムは縮小したログ記録モードまたは停止のログ記録モードに
切り替わります。縮小モードでは、緊急のログのみがコントロールセンターのログデータベースにコピーされ
ます。停止モードでは、ログファイルはログデータベースにコピーされません。通常のログ記録を再開するに
は、ディスクキャッシュを消去し、ログデータベースをパージして、ログレベルを調整する必要があります。

ログディスク領域の警告について

ログデータベースのサイズの管理

ディスク容量の消去に関するチェックリスト

「ログレベル」に指定できるログレベルを示します。

Table 145: ログレベル

レベル 説明

エラー 最も重要な情報を提供します。
このレベルではログ情報の量が最少になります。

警告 警告とエラーレベルのデータを提供します。
このレベルは、すべてのスキャナコンポーネント（ローカルとリモート）のデフォルトのログレベルで
す。

通知 通知情報と警告およびエラーレベルのデータを提供します。
情報 情報メッセージと警告、エラー、通知のデータを提供します。
デバッグ デバッグ情報と警告、エラー、通知、情報のデータを提供します。

このレベルではログ情報の量が最多になります。

Warning! このログレベルを使うときは事前にシマンテック社の技術サポートに問い合わせてください。
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ログの種類

ローカルスキャナとリモートスキャナに対してログレベルを指定できます。個々のローカルスキャナに異なるログレベル
を設定することも、すべてのローカルスキャナに設定を適用することもできます。ログレベルを変更するには、完全管理
権または状態とログの修正権限が必要です。コントロールセンターとスパム検疫のログレベルは変更できません。

ログファイルの表示

特定のローカルスキャナのログレベルを設定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

2. ［ローカル］タブをクリックします。

3. ［ローカルログ記録］で［次のホストのコンポーネントのローカルログを有効にする］にチェックマークを付け、
ローカルログを格納するホストをクリックします。

4. ［コンポーネントローカルログレベル］ドロップダウンリストから、各コンポーネントのログレベルを選択します。

5. ［保存］をクリックします。

リモートスキャナのログレベルを設定するには
6. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

7. ［リモート］タブをクリックします。

8. ［リモートログ記録］で［次のホストの Syslog を有効にする］にチェックマークを付け、ログデータの送信元とな
るホストをクリックします。

9. ［Syslog の設定］で、リモート Syslog 用のホスト名、ポート、プロトコルを指定します。

10.［コンポーネントリモートログレベル］ドロップダウンリストから、各コンポーネントのログレベルとファシリティ
を選択します。

syslog へのリモートログ記録の設定

11.［保存］をクリックします。

ログファイルの手動削除
ログ抹消ユーティリティを使うと、ログデータベースのパージを定期的な間隔でスケジュール設定できます。ただし、
ログデータベースからログを手動で削除することが必要になる場合もあります。［ログ］ページ (［状態］、［システ
ム］、［ログ］の順に選択) で、スキャナログファイルとディレクトリデータサービスログファイルをコントロールセン
ターのログデータベースから消去できます。delete コマンドを使って手動でログ ファイルを削除することもできます。

NOTE

スキャナとディレクトリデータサービスのログファイルをコントロールセンターのログデータベースから削
除しても、元のログファイルはスキャナアプライアンスから削除されません。スキャナとディレクトリデータ
サービスの元のログファイルを削除するには、コマンドラインインターフェースを使う必要があります。

ディスク容量の消去に関するチェックリスト

ログデータベースのサイズの管理

ログディスク領域の警告について

ログファイルの表示

ログを手動で削除するには、完全管理権または状態とログの修正権限が必要です。

ログファイルを手動で削除するには
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1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ログ］の順に選択します。

2. ［フィルタ］セクションで、コンポーネントのドロップダウンメニューから［スキャナ］または［ディレクトリデー
タサービス］を選択します。

3. スキャナログの場合は［すべてのスキャナログを消去］をクリックし、ディレクトリデータサービスログの場合
は［すべての DDS ログを消去］をクリックします。

ログディスク領域の警告について
Symantec Messaging Gateway には、スキャナのログ記録ディスク容量が最大容量に近づいたか、または達した場合の
警告をシステム管理者が有効にできるように拡張されたログ記録機能が含まれています。デフォルトのしきい値レベルに
達すると、システムは縮小または一時停止のログ記録モードに移行し、指定の管理者に電子メール通知が送信されます。
この通知を受け取るには、ディスク容量不足警告を有効にする必要があります。

ログモードの変更は、通常、コントロールセンターでのログレベルの変更によって発生します。管理者がデータを大量に
生成するレベル（デバッグレベルなど）にログレベルを設定した場合、コントロールセンターは受信データフィードの速
度を維持する速度でスキャナからログデータベースにデータファイルをコピーできない場合があります。ログファイルは
スキャナに残り、ディスク領域はすぐにいっぱいになります。

ログデータベースのサイズの管理

システムが縮小ログモードに移行すると、緊急ログレベル（たとえば、エラーと警告）のみが記録されます。緊急性のな
い過剰なデータを生成するログレベル（たとえば、注意、情報、デバッグなど）は、ディスクの領域が空くまで中断され
ます。一時停止状況が発生すると、すべてのログレベルが中断されます。通常のログ記録は、ログファイルがディスクか
ら別の場所に転送された後でのみ再開します。

NOTE

ログの縮小および一時停止は、スキャナまたはディレクトリデータサービス（DDS）として動作するアプライ
アンスにのみ適用されます。

ディスク容量の消去に関するチェックリスト

ディスク容量の消去に関するチェックリスト
次はコントロールセンターとスキャナのアプライアンスのディスク容量を消去するためのオプションのリストです。ディ
スク容量不足が現在システムのパフォーマンスに影響していると判断した場合は、これらのオプションを使ってくださ
い。

ログディスク領域の警告について

ログについて

ログファイルの手動削除

NOTE

ログファイルの中には、アプライアンスの正常な機能の一部であり、削除してはならないものがあります。こ
れらのディレクトリに多数のファイルが含まれていたり、異常に大きいファイルが含まれていたりすることに
気付いた場合は、ファイルを削除する前にシマンテック社のサポートに連絡してください。ディスクを正常に
機能する状態に復元するには、これらの処理の一部を行うだけで十分な可能性があります。データの削除は控
えめに行ってください。
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Table 146: コントロールセンターのデータ

コントロール
センターに格
納されるデータ

説明

検疫メール ［スパム］、［検疫］、［電子メールスパム］ページの［すべて削除］ボタンをクリックすると、スパム検疫
に格納されているすべてのスパムメッセージが削除されます。

コンテンツフィルタ
インシデント

古いコンテンツフィルタインシデントは、［コンテンツ］、［インシデント管理］の「コンテンツインシデン
ト管理フォルダ」から削除できます。［削除］または［すべて削除］をクリックすると、コンテンツが削除さ
れます。

レポートデータ ［管理］、［設定］、［レポート］ページの［今すぐデータを削除］をクリックすると、すべてのレポート
データとダッシュボードデータが削除されます。

ログデータベース
で格納されているス
キャナデータ

［状態］、［システム］、［ログ］ページで、［コンポーネント］リストから［スキャナ］を選択して、［す
べてのスキャナログを消去］をクリックすると、スキャナログがログデータベースから削除されます。

ログデータベース
に格納されている
ディレクトリデータ
サービス（DDS）
のデータ

［状態］、［システム］、［ログ］ページで、［コンポーネント］リストから［ディレクトリデータサービ
ス］を選択して、［すべての DDS ログを消去］をクリックすると、ディレクトリデータサービスのログが削除
されます。

ローカルに格納され
ているデータベース
バックアップ

バックアップはアプライアンスの /data/backups/ または /data/backups/tmp/ に格納されます。
［管理］、［ホスト］、［バージョン］、［復元/ダウンロード］ページの［削除］をクリックすると、アプラ
イアンスにローカルに格納されている古いバックアップが削除されます。

古いソフトウェア更
新データ

/data/apt/ ディレクトリとそのサブディレクトリのファイル古いソフトウェアの更新データを削除するには、コ
マンドラインで次のように入力します。
delete sudata

コマンドラインを使ってデータファイルを削除できます。

Table 147: スキャナのデータ

スキャナによって
格納されたデータ 説明

コアファイル /data/scanner/jobs/ ディレクトリとそのサブディレクトリのファイル。コアファイルを削除するには、コマンド
ラインで次のように入力します。
delete cores

ログファイル コントロールセンターが取り込まなかった /data/logs/ ディレクトリとそのサブディレクトリのファイル。すべ
てのログファイルを削除するには、コマンドラインで次のように入力します。
delete alllogs

統計ファイル コントロールセンターが取り込まなかった /data/scanner/stats/ ディレクトリのファイル。統計ファイルを削除
するには、コマンドラインで次のように入力します。
delete alldata
このコマンドは統計ファイルに加えて他のデータを削除します。delete alldata は必要な場合にのみ使って
ください。

tmp ファイル /tmp/ と /var/tmp/ディレクトリおよびそのサブディレクトリのファイル。個別のファイルを削除するには、コマ
ンドラインで次のように入力します。
delete file /tmp/<ファイル名> または delete file /data/tmp/<ファイル名>

監査ログ 名前が audit_ で始まる /data/logs/scanner/ ディレクトリのファイル。監査ログを削除するには、コマンドライ
ンで次のように入力します。
delete mallogs
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スキャナによって
格納されたデータ 説明

インバウンド、ア
ウトバウンド、配信
メールの各キューに
残っている古いメッ
セージ

/data/mta/queues/ ディレクトリとそのサブディレクトリのファイル。キューに残っているメッセージを削除す
るには、コマンドラインで次のように入力します。
mta-control all delete-all-msgs

Bad Message の
フォルダに格納され
ているメッセージ

/data/mta/bad-messages のファイル。Bad Message を削除するには、コマンドラインで次のように入力しま
す。
mta-control all bad-msg-delete all

古いソフトウェア更
新データ

/data/apt/ ディレクトリとそのサブディレクトリのファイル古いソフトウェアの更新データを削除するには、コ
マンドラインで次のように入力します。
delete sudata

リモートサーバーのログの監視
「リモートサーバーのログの監視」では、リモートサーバー上のログを監視する方法について説明します。必要に応じ
て、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 148: リモートサーバーのログの監視

タスク 説明

スキャナログデータを
リモート syslog に送信
するように Symantec
Messaging Gateway を設
定します。

一部のスキャナログはリモートサーバーの syslog に送信できます。コントロールセンターの設定と一致
するようにリモート syslog を設定してください。ローカルログ記録、リモートログ記録のいずれか、ま
たはその両方を有効にする必要があります。
syslog へのリモートログ記録の設定

スキャナログ用の標準的
なプレフィックスを習得
してください。

リモート syslog に送信されるスキャナログメッセージはすべて標準的な形式をとります。
リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス

ログ形式を習得してくだ
さい。

次のトピックでは、利用可能な各種ログ形式を説明します。
• リモート Syslog 用の boot.log、cron、メッセージ、secure の各コンポーネントのログ形式
• リモート Syslog 用のコンジット、Brightmail クライアント、Brightmail エンジン、JLU コントローラ
のログ形式

• リモート Syslog 用のメール転送エージェントのログ形式
• リモート Syslog 用のメッセージ監査ログのログ形式

syslog へのリモートログ記録の設定
一部のスキャナログはリモートサーバーの syslog に送信できます。コントロールセンターの設定と一致するようにリ
モート syslog を設定してください。ローカルログ記録、リモートログ記録のいずれか、またはその両方を有効にする必
要があります。

syslog にリモートログ記録を設定するには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

2. ［リモート］タブをクリックします。

3. ［次のホストの Syslog を有効にする:］をクリックし、リモート syslog にログデータを送るホストを選択します。

4. ［ホスト］フィールドでは、syslog サーバーの IP アドレスを指定します。

5. ［ポート］フィールドでは、ログデータを処理する syslog サーバーのポートを指定します。

6. ［プロトコル］フィールドでは、syslog プロトコル (UDP または TCP) を指定します。

7. ［コンポーネントリモートログレベル］では、各コンポーネントに対するログ記録レベルとファシリティを指定しま
す。

8. リモート syslog にメッセージログを送信するには［メッセージログを有効にする］をクリックします。

監査ログ形式とイベント

9. ［メッセージログファシリティ］をクリックします。

10.必要に応じて［これらのリモートログ記録の設定をすべてのホストに適用する］をクリックします。

11.［保存］をクリックして変更を保存します。

ログのコンポーネントは再起動する必要があることがあります。

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス
リモート syslog にスキャナログデータを送信するように Symantec Messaging Gateway を設定できます。リモート
syslog に送信されるスキャナログメッセージはすべて次のような形式になります。

日時 ファシリティレベル IP アドレス もとのログメッセージ

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan 15 15:38:05 scanner1 jlu-controller:
[Brightmail] (INFO:21145.3071248064): [54038] AV
definitions are up-to-date.

日付の形式は「月-
日-年」。時刻の形
式は「時:分:秒」。
時刻は 24 時間制で
す。
日時はログメッ
セージがリモート
syslog に送信され
た日付と時刻です。

ファシリティ、ドッ
ト(ピリオド)、ログ
レベル。ファシリ
ティはログデータの
送信先であるリモー
ト syslog 上のファ
シリティを示しま
す。ログレベルはス
キャナで設定されて
いるログレベルで
す。

ログメッセージを
送信した Symantec
Messaging
Gateway ホストの
IP アドレス。

スキャナで表示されるもとのログメッセージ。この部分の形式はロ
グコンポーネントによって異なります。

最初の 3 つの列が、リモート syslog に送信されるすべてのログメッセージの前に付く標準プレフィックスを構成しま
す。リモート syslog では、1 つのイベントに対するログメッセージが次のように表示されます。

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan  15 15:38:05

scanner1 jlu-controller: [Brightmail] (INFO:21145.3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

syslog へのリモートログ記録の設定
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リモート Syslog 用の boot.log、cron、メッセージ、secure の各コンポーネントのロ
グ形式
リモート syslog にスキャナログデータを送信するように Symantec Messaging Gateway を設定できます。リモート
Syslog が有効になっている場合、boot.log、cron、メッセージ、secureの各コンポーネントのログデータはリモート
Syslog に送信されます。これらは標準 UNIX ログコンポーネントです。これらのコンポーネントのログデータはリモー
ト Syslog 上の標準 Syslog ファシリティに送信されます。これらのコンポーネントのログレベルを設定することはでき
ません。リモート Syslog に送信されるすべてのログメッセージには、同じプレフィックステキストが含まれます。

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス

リモート Syslog に送信されるログメッセージは次のような形式になります。

標準プレフィックス 日時 スキャナのホスト名 プロセス[PID]:
メッ
セー
ジ

日付、時間、ファシリティ、ログレベル、IP アドレス Jan 15 11:51:33 scanner1 syslog-ng[25257]: syslog-
ng
version
1.6.5
starting

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス 日付の形式は「月 日」。時刻の形式は「時:分:秒」。時刻は 24 時間制です。
日時はログメッセージがスキャナに記録された日付と時刻です。

ログメッセージが作成されたスキャナの名前。 ログメッセージを生成したプロセスの名前とプロセス ID。 ロ
グ
メッ
セー
ジ。

リモート syslog では、1 つのイベントに対するログメッセージが次のように表示されます。

01-15-2009 11:52:44 Syslog.Notice 10.217.32.13 Jan 15 11:51:33

scanner1 syslog-ng[25257]:syslog-ng version 1.6.5 starting

リモート Syslog 用のコンジット、Brightmail クライアント、Brightmail エンジ
ン、JLU コントローラのログ形式
リモート syslog にスキャナログデータを送信するように Symantec Messaging Gateway を設定できます。リモート
Syslog に送信されるすべてのログメッセージには、同じプレフィックステキストが含まれます。

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス

以下の表に、次のコンポーネントのログメッセージの例をコンポーネントの記載順に示します。
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• コンジット
• Brightmail クライアント
• Brightmail エンジン
• JLU コントローラ

標準
プレ
フィッ
クス

日時 スキャナ
のホスト名

プロセス:
［Brightmail]

(ログレベ
ル:PID:ス
レッド ID):

［EC/ソー
ス:#:関数] メッセージ

日付、
時間、
ファシ
リティ、
ログレベ
ル、IP ア
ドレス

Jan 15
11:34:51

scanner1 conduit:
[Brightmail]

(DEBUG:
19713.
3071461056):

[src/rda_
controller.cc:
586:initial
ize]

Appending HTTP header: 'Spamwall_ID:
(null)'

Jan 15
11:36:16

scanner1 ecelerity:
[Brightmail]

(DEBUG:
20132.
3082545888):

[src/sms_
dpp.c:359:
dpp_init]

DPP system initialized

Jan 15
11:37:05

scanner1 bmserver:
[Brightmail]

(DEBUG:
20516.
3066324672):

[src/rhk_
hint.c:497:
rhk_hint_
parse]

rhk hint for rule 43731290 has been
successfully parsed

Jan 15
11:38:05

scanner1 jlu-
controller:
[Brightmail]

(INFO:
21145.
3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

リモート
syslog に
送信され
るスキャ
ナログの
標準プレ
フィック
ス

日付の形
式は「月
日」。時
刻の形式
は「時:分:
秒」。時刻
は 24 時間制
です。
日時はログ
メッセージ
がスキャナ
に記録され
た日付と時
刻です。

ログメッ
セージが作
成されたス
キャナの名
前。

ログメッ
セージを
生成した
プロセス、
コロン、ス
ペース、角
カッコ内に
Brightmail と
いう名前。

カッコ内に
ログレベ
ル、コロ
ン、プロセ
ス ID、ピ
リオド、ス
レッド ID。
その後にコ
ロン。

角カッコ内
に、エラー
コードの省略
形（EC）、
ソースコー
ドのファイル
名、行番号、
ソースコード
ファイルの関
数呼び出し。
JLU コント
ローラでは、
この値はログ
メッセージに
対応する内部
エラーコード
番号です。

ログメッセージ。

リモート syslog では、1 つのイベントに対するログメッセージが次のように表示されます。

01-15-2009 11:38:16 Local2.Debug 10.217.32.13 Jan  15 11:37:05

scanner1 bmserver: [Brightmail] (DEBUG:20516.3066324672):

[src/rhk_hint.c:497:rhk_hint_parse] rhk hint for rule 43731290

has been successfully parsed
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リモート Syslog 用のメール転送エージェントのログ形式
リモート syslog にスキャナログデータを送信するように Symantec Messaging Gateway を設定できます。リモート
Syslog が有効になっている場合、MTA のログデータはリモート Syslog に送信されます。リモート Syslog に送信される
すべてのログメッセージには、同じプレフィックステキストが含まれます。

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス

リモート Syslog に送信される MTA ログメッセージは次のような形式になります。

標準プレフィックス 日時 スキャナのホスト名 プロセス:[PID] メッセージ

日付、時間、ファシリ
ティ、ログレベル、IP ア
ドレス

Jan 15 11:39 scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150:
Defer_queue_suspect_bad_message
thread -1696945232
starting

MTA メッセージのファ
シリティは常に mail で
す。
リモート syslog に送信さ
れるスキャナログの標準
プレフィックス

日付の形式は「月 日」。
時刻の形式は「時:分:
秒」。時刻は 24 時間制
です。
日時はログメッセージが
スキャナに記録された日
付と時刻です。

ログメッセージが作成さ
れたスキャナの名前。

ログメッセージを生
成したプロセスの名前
とプロセス ID。名前
は常に MTA 名である
ecelerity です。

ログメッセージ。

リモート syslog では、1 つのイベントに対するログメッセージが次のように表示されます。

01-15-2009    11:40:34    Mail.Debug    10.217.32.13    Jan  15 11:39:23

scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150: Defer_queue_suspect_bad_message

thread -1696945232 starting

リモート Syslog 用のメッセージ監査ログのログ形式
リモート Syslog にメッセージ監査ログデータを送信するように Symantec Messaging Gateway を設定できます。リモー
ト Syslog に送信されるすべてのログメッセージには、同じプレフィックステキストが含まれます。

リモート syslog に送信されるスキャナログの標準プレフィックス

リモート Syslog に送信されるメッセージ監査ログメッセージは次のような形式になります。

標準プレフィックス 日時 スキャナのホスト名 プロセス: メッセージ

日付、時間、ファシリ
ティ、ログレベル、IP ア
ドレス

Jan 15 15:42 scanner1 ecelerity: 1230876822|
0ad9200d-
b7b61ae000005b81-00-495db08c9df2|
DELIVER|
10.217.32.13|
rashu1@symantecs.org

リモート syslog に送信さ
れるスキャナログの標準
プレフィックス

日付の形式は「月 日」。
時刻の形式は「時:分:
秒」。時刻は 24 時間制
です。
これはログメッセージが
スキャナに記録された日
付と時刻です。

ログメッセージが作成さ
れたスキャナの名前。

ログメッセージを生成し
たプロセスの名前。

ログメッセージ。
監査ログ形式とイベント

リモート syslog では、1 つのイベントに対するログメッセージが次のように表示されます。
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01-15-2009    11:44:53    Local3.Info    10.217.32.13    Jan  15 15:42:42

scanner1 ecelerity: 1230876822|0ad9200d-b7b61ae000005b81-00-

495db08c9df2|DELIVER|10.217.32.13|rashu1@symantecs.org

メッセージ監視ログとメッセージキューの操作
「メッセージ監査ログとメッセージキューの操作」では、メッセージ監査ログとメッセージキューを使って SMTP 状態
を監視する方法について説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 149: メッセージ監査ログとメッセージキューの操作

タスク 説明

Symantec Messaging
Gateway メッセージ監査ログ
について説明します。

Symantec Messaging Gateway には、メッセージを検索してどのような処理が行われたかを調べる
ためのメッセージ監査コンポーネントが用意されています。メッセージ監査ログを有効にすると、ス
キャナによって承認され、処理されたすべてのメッセージに関する詳しい情報が管理者に提供されま
す。監査情報は各スキャナの枠組み内で下された決定を追跡する目的に利用されます。メッセージ監
査ログは、デバッグまたは情報レベルのログに置き換わるものではありません。標準のスキャナログ
と異なり、メッセージ監査ログには特にメッセージに関連する情報が提供されます。
メッセージ監査ログについて

監査ログ形式とイベントを習
得してください。

メッセージ監査情報を書き込む各ソフトウェアコンポーネントは、それぞれ独自の監査ログに情報を
書き込みます。監査ログの各エントリは、少なくとも 3 つのフィールドで構成されます。
監査ログイベント ID には、ログに記録される監査イベントの種類が示されます。一部のイベント ID
の後にはパラメータが続きます。各ソフトウェアコンポーネントは独自のログパラメータを使用しま
す。
監査ログ形式とイベント

メッセージ監査ログを有効ま
たは無効にします。

デフォルトではメッセージ監査ログのローカルログ記録は有効になっており、リモートログ記録は無
効になっています。この機能が有効になっていないと、監査情報を表示したり検索したりすることは
できません。メッセージ監査のストレージは大きくなる場合があり、これらのログの検索を行うとス
キャナの処理時間が大量に消費される可能性があります。
メッセージ監査ログの有効化

メッセージ監査ログで特定の
メッセージを検索します。

ログから特定の条件に一致する 1 つ以上のメッセージを検索するためのクエリー機能が用意されてい
ます。
メッセージ監査ログ内のメッセージの検索

メッセージ監査ログデータ
を .csv ファイルにエクス
ポートします。

ダブルバイト文字を含む CSV ファイルを Microsoft Excel で表示するには、MS Excel のテキストファ
イルウィザードでカンマ区切りの UTF-8 ファイルを指定します。または、UTF-8 を Unicode に変換
できるテキストエディタ（メモ帳など）で CSV ファイルを開いて、ファイルを Unicode 形式で保存
します。
メッセージ監査ログデータのエクスポート

メッセージキューについて説
明します。

メッセージキューは、メッセージが宛先に到達する前に一時的に保管される場所です。メッセージ
キューには、インバウンド、アウトバウンド、配信の 3 種類があります。メールフローに応じてメッ
セージキューのサイズは絶えず変化します。
キューのサイズが大きくなる一方で、小さくなることがない場合は、メッセージの配信に問題が発生
しています。
メッセージキューについて

キュー内にあるメッセージ
は、問題解決のためにいつで
も表示できます。

少なくとも、ホストと表示するキュー（インバウンド、アウトバウンド、配信）を指定する必要があ
ります。Symantec Messaging Gateway はフィルタ処理オプションも備えており、表示するキュー
内のメッセージをさらにカスタマイズできます。フィルタ基準に基づいて、Symantec Messaging
Gateway はその時点でそのキュー内にあるメッセージを表示します。メッセージに関連付けられたエ
ラーがある場合は、［メッセージ］列に表示されます。
キュー内にあるメッセージの表示
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タスク 説明

メッセージキュー内のメッ
セージを再送します。

特定の経路または一連の経路からのメッセージを配信キュー内で検索できます。また 1 つの経路から
異なる経路にメッセージを再ルーティングできます。
配信キュー内のメッセージの再ルーティング

メッセージキューからメッ
セージを削除します。

メッセージキューを表示すると、1 つのメッセージによってキューがブロックされている場合があり
ます。そのメッセージを削除して、その後のメッセージがキューを通過できるようにすることがで
きます。キュー内にあるメッセージを削除すると、そのメッセージを取り戻すことはできません。
キュー内のすべてのメッセージを削除できます。
キュー内にあるメッセージの削除

メールフローを停止します。 メールフローの停止が必要になる場合があります（たとえばメッセージキューを解除する場合な
ど）。メールフローを停止する前にその影響を把握してください。
メールフローの停止

メッセージキューを解除しま
す。

メッセージキューを解除する場合、MTA に、配信の問題で遅延されているすべてのメッセージを再送
信するよう指示します。アプライアンスを終了する前に、インバウンド、アウトバウンド、配信の電
子メールキューを解除できます。
メッセージキューの解除

メッセージキューの状態を監
視し、メッセージキューが詰
まっているかどうかを判断し
ます。

すべてのメッセージキューについて、キューに入っているメッセージの数とキューのサイズを表示で
きます。［SMTP 拡張設定］ページでは、メッセージキューごとに最大サイズを設定し、キューが
いっぱいのときにメッセージを遅延するかどうかを指定できます。
メッセージキューのサイズと容量の監視

メッセージキューの問題を解
決します。

メッセージキューが大きくなりすぎると、Symantec Messaging Gateway が応答しなくなったり、
クラッシュしたりする場合があります。この問題を阻止するために、デフォルトでは、Symantec
Messaging Gateway はキューがいっぱいのときに新しいメッセージを遅延します。ベストプラクティ
スとして、この設定を有効にしたまま、キューの制限を推奨されるデフォルトのしきい値よりも低い
値に保つようにしてください。
メッセージキューのトラブルシューティング

メッセージ監査ログの有効化
デフォルトではメッセージ監査ログのローカルログ記録は有効になっており、リモートログ記録は無効になっています。
この機能が有効になっていないと、監査情報を表示したり検索したりすることはできません。メッセージ監査のストレー
ジは大きくなる場合があり、これらのログの検索を行うとスキャナの処理時間が大量に消費される可能性があります。

メッセージ監査ログのローカルログ記録を有効または無効にするには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

2. ［ローカル］タブで、［メッセージ監査ログ］の［メッセージログを有効にする］にチェックマークを付けるか、
チェックマークをはずします。

3. ［保存］をクリックします。

メッセージ監査ログのリモートログ記録を有効または無効にするには
4. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［ログ］の順に選択します。

5. ［リモート］タブで、［メッセージ監査ログ］の［メッセージログを有効にする］にチェックマークを付けるか、
チェックマークをはずします。

6. ドロップダウンリストから［メッセージログファシリティ］を選択します。

7. ［保存］をクリックします。

メッセージ監査ログについて

メッセージ監査ログ内のメッセージの検索
ログから特定の条件に一致する 1 つ以上のメッセージを検索するためのクエリー機能が用意されています。
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［SMTP］にある［メッセージ監査ログ］ページでは、1 つまたは 2 つの条件と、次に示す補足情報を指定できます。

ホスト Symantec Messaging Gateway ソフトウェアを実行しているスキャナを 1 つ以上指定しま
す。メッセージに関するすべての詳細を検索するには、接続されているすべてのスキャナを
検索します。

時間範囲 監査ログの検索の対象期間を指定します。1 週間以上の期間を指定することもできますが、
メッセージ検索の対象期間は 1 週間以下にすること推奨します。

必須フィルタ メッセージのフィルタ処理に使用する情報の種類を選択します。「必須の検索基準の選択
肢」を参照してください。

必須フィルタ値 選択した［必須フィルタ］の種類に対応する文字列を入力します。たとえば、送信者を基準
にメッセージをフィルタ処理する場合は、有効な電子メールアドレスをここに入力します。

省略可能なフィルタ オプションのフィルタ処理基準をリストから選択します。「省略可能な検索基準の選択肢」
を参照してください。

省略可能なフィルタ値 必要に応じて、選択した［省略可能なフィルタ］の種類に対応する文字列を入力するか値を
選択します。たとえば、接続 IP を基準にメッセージをフィルタ処理する場合は、有効な IP
アドレスをここに入力します。また、［適用した処理］によってメッセージをフィルタ処理
するよう選択する場合、検索するメッセージの処理を選択します。

フィルタの消去 現在のフィルタ処理条件をメモリから消去します。
検索結果を表示 指定した条件に一致するメッセージを検索して表示します。

「必須の検索基準の選択肢」に、1 つの必須フィルタに対して選択可能な項目を示します。

Table 150: 必須の検索基準の選択肢

基準 説明

送信者 メッセージ送信者の名前。送信者名を含まないメッセージをフィルタ処理するには「<>」を指定し
ます。

受信者 メッセージ受信者の名前。
件名 メッセージの件名。
監査 ID Symantec Messaging Gateway によって生成され、メッセージヘッダーとして追加された重複のな

い識別子。
接続 IP 接続しているサーバーの IP アドレス。Symantec Messaging Gateway がある IP 接続を拒否した場

合、その送信者を「なし」と判別した行が作成されます。メッセージの詳細に、IP アドレスと拒否
された理由が含まれます。 Symantec Messaging Gateway は IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをサ
ポートします。

論理 IP 接続サーバーの論理 IP アドレス。
論理接続 IP は Symantec Messaging Gateway サーバーへメッセージを転送する内部メールサー
バーがある配備に使われます。論理接続 IP アドレスは最初の内部以外のサーバー接続のアドレス
です。
論理接続 IP アドレスはメッセージの内容の「Received:」ヘッダーから導き出されます。Symantec
Messaging Gateway はフィルタ処理にこの IP アドレスを使います。配備に基づいて、このアドレ
スは「受け入れ元」IP アドレスと同一になる場合があります。
［論理 IP］を選択すると、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、IPv6 CIDR 範囲のいずれかを指定でき
ます。CIDR 範囲は、プレフィックスが 4 の倍数である場合にだけ受け入れられます。

「省略可能な検索基準の選択肢」に、1 つの省略可能フィルタに対して選択可能な項目を示します。
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Table 151: 省略可能な検索基準の選択肢

基準 説明

送信者 メッセージ送信者の名前。送信者名を含まないメッセージをフィルタ処理するには「<>」を指定し
ます。

認証済み送信者 認証済み送信者の名前。
受信者 メッセージ受信者の名前
件名 メッセージの件名。
メッセージ ID メッセージの送信元の電子メールソフトウェアによって生成され、メッセージヘッダーとして追加

された重複のない識別子。スパマーはこのヘッダーを利用してメッセージ送信者の身元を隠してい
ます。

判定 メッセージの判定やその他の特徴。このフィルタオプションを選択すると、可能性のある判定の一
覧が［省略可能なフィルタ値］ドロップダウンリストに表示されます。この値を使用して、指定さ
れた判定が実行されたメッセージをフィルタ処理します。たとえば、［省略可能なフィルタ値］と
して［メッセージがニュースレターの場合］を設定できます。

未テスト判定 スキャナがテストしなかった、使用可能な判定。判定を選択するためのドロップダウンリストがあ
ります。

適用した処理 メッセージに適用された処理。このフィルタオプションが選択された場合、可能性のある処理の一
覧が［省略可能なフィルタ値］ドロップダウンリストに表示されます。この値を使用して、指定さ
れた処理が適用されたポリシーを起動したメッセージをフィルタ処理します。
［省略可能なフィルタ値］ドロップダウンリストから［メッセージを拒否する］を選択した場合、
拒否の理由がメッセージの詳細に表示されます。
• ［非ローカル受信者についてメッセージを拒否する］
• ［サイズ限度を超えたメッセージを拒否する］
• ［MTA によりメッセージを拒否する］
• バウンス攻撃確認に失敗したメッセージを拒否する
• ［無効な受信者を拒否する］
• ［すべての受信者を無効にする］

接続 IP メッセージの受信に使用された接続 IP。
Symantec Messaging Gateway は IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをサポートします。

論理 IP 接続サーバーの論理 IP アドレス。
論理接続 IP は Symantec Messaging Gateway サーバーへメッセージを転送する内部メールサー
バーがある配備に使われます。論理接続 IP アドレスは最初の内部以外のサーバー接続のアドレス
です。
論理接続 IP アドレスはメッセージの内容の「Received:」ヘッダーから導き出されます。Symantec
Messaging Gateway はフィルタ処理にこの IP アドレスを使います。配備に基づいて、このアドレ
スは「受け入れ元」IP アドレスと同一になる場合があります。
［論理 IP］を選択すると、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、IPv6 CIDR 範囲のいずれかを指定でき
ます。CIDR 範囲は、プレフィックスが 4 の倍数である場合にだけ受け入れられます。

宛先 IP メッセージの宛先の IP アドレス。
ポリシーグループ メッセージに適用されているフィルタポリシーを決定したグループ名（受信者グループまたは送信

者グループ）。
フィルタポリシー メッセージに適用されたフィルタポリシーの名前。
ウイルス メッセージに添付されていたウイルスの名前。
添付 メッセージの添付ファイル名。
疑わしい添付ファイル コンテンツフィルタポリシーを起動したメッセージの添付ファイル名。
スキャン不能判定の理由 メッセージが「何らかの理由でメッセージのマルウェアとコンテンツフィルタのスキャン不能な場

合」条件に一致した理由。スキャン不能な理由のドロップダウンリストがあります。
送信元 メッセージが内部からのものか外部からものかを指定します。
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基準 説明

解除済みコンテンツ メッセージの添付ファイルに潜在的に悪質なコンテンツが含まれているかどうか。

検索中には次の規則が適用されます。

• 1 回に検索できるメッセージの数は 1 つの Scanner につき 1,000 件までです。
• 自由形式のテキストフィールドは、大文字と小文字が区別されない部分一致条件として扱われます。

NOTE

メッセージ監査ログから、個々の受信者が受信した各メッセージの情報が得られます。たとえば、同じメッ
セージを 10 人の受信者が受信した場合、メッセージ監査ログには 10 のエントリが表示されます。返すことの
できるメッセージ数は最大 1000 件ですが、異なる受信者が同じメッセージを受信した場合の複数のエントリ
は 1 件として数えられます。

配信が失敗した電子メールメッセージは、メッセージ監査ログでは配信エラーとして追跡されます。たとえば、バウンス
した存在しないユーザーへのメッセージは配信エラーとみなされます。配信のエラーは、［監査ログ］ページの［配信］
セクションでは［配信エラー］の見出しで示されます。［監査ログ］ページで示されるだけでなく、未配信メッセージは
新しい DELIVERY_FAILURE 監査ログイベントでログに記録されます。DELIVERY_FAILURE イベントは次の形式で記
録されます: utc|uid|DELIVERY_FAILURE|recipient|reason

［処理］列には、スキャナによってメッセージに対して行われた処理は示されますが、管理者またはユーザーがメッセー
ジに対して行った処理は示されません。たとえば、管理者またはユーザーがスパム検疫からメッセージを解放した場合、
この処理は［スパム検疫］には表示されますが、［処理］には表示されません。

メッセージ監査ログを検索し、メッセージの詳細を表示するには
1. コントロールセンターで、［状態］、［SMTP］、［メッセージ監査ログ］の順に選択します。

2. ［ホスト］ドロップダウンリストから検索対象のログが存在するスキャナを選択するか、［すべてのスキャナ］を選
択します。

3. 適切な検索基準を指定します。

4. ［検索結果を表示］をクリックします。

［ページあたりのエントリ］ドロップダウンリストを使用して、1 ページに表示するレコード数を指定します。［表
示］ドロップダウンリストを使用して、表示するデータの範囲を選択します。

5. ［送信先］列内のメッセージの受信者をクリックし、そのメッセージの処理の詳細を表示します。

メッセージ監査ログのコンテンツフィルタインシデントを検索するには
6. コントロールセンターで、［状態］、［SMTP］、［メッセージ監査ログ］の順に選択します。

7. ［ホスト］ドロップダウンリストから検索対象のログが存在するスキャナを選択するか、［すべてのスキャナ］を選
択します。

8. ［必須フィルタ］ドロップダウンリストからオプションを選択し、適切な値を［必須フィルタ値］フィールドに入力
します。

9. ［省略可能なフィルタ］ドロップダウンリストから［適用した処理］を選択します。

10.［省略可能なフィルタ値］ドロップダウンリストから［情報インシデントを作成する］または［検疫インシデントを
作成する］を選択します。

11.［検索結果を表示］をクリックします。

［ページあたりのエントリ］ドロップダウンリストを使用して、1 ページに表示するレコード数を指定します。［表
示］ドロップダウンリストを使用して、表示するデータの範囲を選択します。
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12.［送信先］列内のメッセージの受信者をクリックし、そのメッセージの処理の詳細を表示します。

メッセージ監査ログでメッセージの TLS 暗号化配信状態を表示するには
13.メッセージ監査ログでメッセージを検索します。

14.［受信者データ］、［配信］の順に展開します。

15.［詳細］をクリックします。

メッセージ監査ログについて

メッセージ監査ログデータのエクスポート
フィルタ処理条件を選択し、［検索結果を表示］をクリックした後で、ログデータを CSV ファイルにエクスポートでき
ます。

ダブルバイト文字を含む CSV ファイルを Microsoft Excel で表示するには、テキストファイルウィザードでカンマ区切
りの UTF-8 ファイルを指定します。または、UTF-8 を Unicode に変換できるテキストエディタ（メモ帳など）で CSV
ファイルを開いて、ファイルを Unicode 形式で保存します。

メッセージ監査ログについて

メッセージ監査ログデータをエクスポートするには
1. コントロールセンターで、［状態］、［SMTP］、［メッセージ監査ログ］の順に選択します。

2. ［ホスト］ドロップダウンリストから検索対象のログが存在するスキャナを選択するか、［すべてのスキャナ］を選
択します。

3. 検索基準を指定します。

4. ［検索結果を表示］をクリックします。

5. ［CSV のエクスポート］をクリックします。

6. ［ファイルエンコード］ドロップダウンリストをクリックし、CSV ファイルの文字エンコードを選択します。

欧州言語の場合は、ISO-8859-1 と UTF-8 が適しています。日本語の場合は、Windows-31j、EUC-JP、または
ISO-2022-JP が適しています。

7. ［区切り記号］ドロップダウンリストをクリックし、CSV ファイルの区切り記号を選択します。

Symantec Messaging Gateway は、選択された区切り文字をファイル内のエントリ間に挿入します。

メッセージキューについて
メッセージキューは、メッセージが宛先に到達する前に一時的に保管される場所です。メッセージキューには、インバウ
ンド、アウトバウンド、配信の 3 種類があります。メールフローに応じてメッセージキューのサイズは絶えず変化しま
す。

キューのサイズが大きくなる一方で、小さくなることがない場合は、メッセージの配信に問題が発生しています。キュー
内にあるメッセージは、問題解決のためにいつでも表示できます。 メッセージキューは、MTA がメッセージを配信でき
なかった理由、配信が試みられた回数、次の配信の試みがスケジュールされている時期に関する詳細を提供します。

メッセージキューのサイズと容量の監視

キュー内にあるメッセージの表示

キュー内にあるメッセージの削除

メールフローの停止

メッセージキューの解除

メッセージキューのトラブルシューティング
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キュー内にあるメッセージの表示
メッセージキュー内にあるメッセージを表示できます。少なくとも、ホストと表示するキュー（インバウンド、アウト
バウンド、配信）を指定する必要があります。Symantec Messaging Gateway はフィルタ処理オプションも備えてお
り、表示するキュー内のメッセージをさらにカスタマイズできます。フィルタ基準に基づいて、Symantec Messaging
Gateway はその時点でそのキュー内にあるメッセージを表示します。

メッセージキューでは、MTA がメッセージを提供できない理由、メッセージの提供が試みられた回数、そして次の配信
試行スケジュールに関する詳細が示されます。

特定のメッセージがキュー内にあるかどうかを判別したい場合があります。特定の電子メールアドレスと送受信される
メッセージをフィルタ処理できます。配信キューについてのみ、特定の経路または一連の経路からのメッセージを検索す
ることもできます。また 1 つの経路から異なる経路にメッセージを再ルーティングできます。

配信キュー内のメッセージの再ルーティング

送信者（From フィールド）や受信者（To フィールド）のワイルドカード検索を実行できます。これらの検索は大文字/
小文字の区別があります。アスタリスク (*) および疑問符 (?) のワイルドカード文字はサポートされます。配信キューに
ついては、カスタム経路のワイルドカード検索も実行できます。

メールのフローを停止しない場合、新しいメッセージがキューに入り、古いメッセージがキューから出るので、キュー内
のメッセージが常に変化する可能性があります。必要に応じて表示を更新できます。

メッセージキューを表示するには、完全管理権または状態とログの表示または修正権限が必要です。

1. キュー内のメッセージを表示するには、コントロールセンターで［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］をク
リックします。

2. ［メッセージキュー］ページでホストとキューを選択します。

3. 所定のフィールドに検索値を入力します。

4. ［検索結果を表示］をクリックします。

5. ［送信先］と［送信元］フィールドを消去して新しい検索を開始するには、［フィルタの消去］をクリックします。

ドロップダウンメニューで行った他のすべての選択内容は維持されます。

6. 表示を更新するには、［メッセージキュー］ページで［更新］をクリックします。

配信キュー内のメッセージの再ルーティング
特定の経路または一連の経路からのメッセージを配信キュー内で検索できます。また 1 つの経路から異なる経路にメッ
セージを再ルーティングできます。

キュー内にあるメッセージの表示

送信者、受信者、またはカスタム経路のワイルドカード検索を実行できます。検索は大文字/小文字の区別がありませ
ん。

配信キュー内のメッセージを再ルーティングするには
1. コントロールセンターで［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］をクリックします。

2. ［メッセージキュー］ページで、ホストと［配信］キューを選択します。

3. ［経路］フィールドで、次のいずれかを選択します。

デフォルトのローカル経路 ローカルドメインのデフォルト経路。
デフォルトの非ローカル経路 非ローカルドメインのデフォルト経路。
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コントロールセンター このスキャナがコントロールセンターと通信するために使う経
路。

DLP このスキャナが Symantec Network Prevent サーバーと通信する
ために使う経路。

カスタム ［カスタム経路］フィールドで指定する経路。［カスタム］を選
択すると、［カスタム経路］フィールドが表示されます。

4. ［カスタム］を選択した場合は、検索する経路のホスト名または IP アドレス:ポートを［カスタム経路］フィールド
に入力します。別のオプションを選択した場合は、このステップをスキップしてください。

複数の経路からメッセージを返す CIDR ブロックを指定する場合は、メッセージを再ルーティングできません。フィ
ルタ処理したメッセージがすべて同じ経路からのものである場合は、［すべて再送］ボタンがアクティブになりま
す。

5. 必要に応じて、追加の検索フィールドを指定します。

6. ［検索結果を表示］をクリックします。

7. ［検索条件で指定した経路宛てのすべてのメッセージを再送します］で、新しい経路のホスト名、IP アドレス:ポー
ト、CIDR ブロック、またはサブネットを、［新しい経路］フィールドに入力します。

8. ホスト名を入力した場合は、必要であれば［MX ルックアップ］にチェックマークを付けることができます。

9. ［すべて再送］をクリックします。

キュー内にあるメッセージの削除
メッセージキューを表示すると、1 つのメッセージによってキューがブロックされている場合があります。そのメッセー
ジを削除して、その後のメッセージがキューを通過できるようにすることができます。

mta-control コマンドを使うと、キュー内にあるメッセージにアクセスし、メッセージを保存できます。

キュー内にあるメッセージを削除すると、そのメッセージを取り戻すことはできません。

キュー内のすべてのメッセージを削除できます。［すべて削除］を選択すると、追加ページにあるものを含め、その時点
でそのキュー内にあるメッセージが削除されます。キュー内にあるすべてのメッセージを削除する前に、メールフローを
一時的に停止することをお勧めします。

メールフローの停止

キュー内のメッセージを削除するには、完全管理権または状態とログの修正権限が必要です。

キュー内のメッセージを削除するには
1. コントロールセンターで［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］をクリックします。

2. 表示するキューを指定します。

キュー内にあるメッセージの表示

3. 次のいずれかを行います。

メッセージを削除するには 削除するメッセージを選択して［削除］をクリックします。
追加ページのメッセージを含めて
キュー内にあるメッセージをすべて削
除するには

［すべて削除］をクリックします。

メールフローの停止
メールフローの停止が必要になる場合があります（たとえばメッセージキューを解除する場合など）。
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メッセージキューの解除

キュー内にあるメッセージの削除

メールフローを停止する際は、次の影響について考慮してください。

• インバウンドメールフローを停止した場合、インバウンドメールの受け付けは停止します。インバウンドメッセージ
キュー内のメールのスキャンは停止しますが、メールの配信は引き続き行われます。

• アウトバウンドメールフローを停止した場合、アウトバウンドメールの受け付けは停止します。アウトバウンドメッ
セージキュー内のメールのスキャンは停止しますが、メールの配信は引き続き行われます。

• 配信メールフローを停止した場合、ダウンストリームのローカルメールサーバーまたはリモートメールサーバーへの
メールの配信は停止します。インバウンドメッセージキューまたはアウトバウンドメッセージキュー内にあるメール
はスキャンされ、配信のメッセージキューに蓄積されます。

メールフローを停止するには
1. コントロールセンターで［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］をクリックします。

2. ［ホスト］ドロップダウンリストで、サーバーを選択します。

3. ［キュー］ドロップダウンリストで、［インバウンド］を選択してから［検索結果を表示］をクリックします。

4. キューが開始されている場合は、［停止］をクリックします。

5. ［キュー］ドロップダウンリストで、［アウトバウンド］を選択してから［検索結果を表示］をクリックします。

6. キューが開始されている場合は、［停止］をクリックします。

7. ［キュー］ドロップダウンリストで、［配信］を選択してから［検索結果を表示］をクリックします。

8. キューが開始されている場合は、［停止］をクリックします。

メッセージキューの解除
メッセージキューを解除する場合、MTA に、配信の問題で遅延されているすべてのメッセージを再送信するよう指示し
ます。アプライアンスを終了する前に、インバウンド、アウトバウンド、配信の電子メールキューを解除できます。

メッセージキューを解除する前に、一時的にインバウンド電子メールのフローを停止します。

NOTE

メールフローを停止した後、または停止したのを確認した後は、2 分間経ってからメッセージキューを解除す
ることをお勧めします。

メールフローの停止

メッセージキューを解除するには、完全管理権または状態とログの修正権限が必要です。

コマンドラインから電子メールキューを解除することもできます。

コントロールセンターから電子メールキューを解除するには
1. コントロールセンターで［状態］ > ［SMTP］ > ［メッセージキュー］をクリックします。

2. ［ホスト］ドロップダウンリストからホストを選択します。

3. ［キュー］ドロップダウンリストで、必要なキューを選択します。

キュー内にあるメッセージの表示

4. ［すべて解除］をクリックします。

追加ページにあるものを含め、すべてのメッセージが消去されます。
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5. メッセージキューが空になるまで待機します（必要に応じて前の手順を繰り返します）。

メッセージキューのサイズと容量の監視
すべてのメッセージキューについて、キューに入っているメッセージの数とキューのサイズを表示できます。この状態を
監視すると、メッセージキューが詰まっているかどうかを判断できます。

完全管理権または状態とログの表示権限が必要です。

メッセージキューのサイズと容量を監視するには
1. コントロールセンターで［状態］、［システム］、［ホスト］の順に選択します。

2. ［メッセージキュー］タブをクリックします。

［SMTP 拡張設定］ページでは、メッセージキューごとに最大サイズを設定し、キューがいっぱいのときにメッセージ
を遅延するかどうかを指定できます。

［警告］ページでは、メッセージキューの警告を設定できます。

メッセージキューのトラブルシューティング
メッセージキューが大きくなりすぎると、Symantec Messaging Gateway が応答しなくなったり、クラッシュしたりす
る場合があります。この問題を阻止するために、デフォルトでは、Symantec Messaging Gateway はキューがいっぱい
のときに新しいメッセージを遅延します。ベストプラクティスとして、この設定を有効にしたまま、キューの制限を推奨
されるデフォルトのしきい値よりも低い値に保つようにしてください。

メッセージキューで問題が発生した場合は、次のことを試してください。

• ダウンストリームの配信ホストが動作中であり、メールを受け付けていることを確認します。
ソフトウェアとサービスの状態の定義

• 着信メッセージを拒否するように MTA を設定します。
• キューを許容限度に達するまで注視、監視します。
キュー内にあるメッセージの表示

問題が解決されるまで、これらの手段を繰り返します。

定時タスクの監視
「定時タスクの監視」では、定時タスクの監視方法について説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも
実行できます。

Table 152: 定時タスクの監視

タスク 説明

自動的に実行されるよう
にスケジュール設定でき
る Symantec Messaging
Gateway のタスクについて説
明します。

Symantec Messaging Gateway には、いくつかの自動タスクと定時タスクがあり、コントロールセン
ターで設定できます。定時タスクが失敗したときのために、エラーについての詳細を含む電子メール
警告のオプションが提供されています。電子メール警告オプションを有効にした場合、コントロール
センターの定時タスクのどれかが失敗すると、指定した管理者に通知が送られます。
定時タスクについて

自動的に実行するようにタス
クをスケジュール設定しま
す。

各定時タスクには、開始時刻、終了時刻、タスクが次に実行する時刻が表示されます。
定時タスクの種類
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タスク 説明

定時タスクが失敗した場合に
通知される警告を設定しま
す。

タスクが失敗すると、指定されている管理者に電子メール通知が送信され、失敗したタスクとホスト
が示されます。コントロールセンターのログでは、エラーについてのそれ以上の詳細が提供されま
す。

定時タスクについて
Symantec Messaging Gateway には、いくつかの自動タスクと定時タスクがあり、コントロールセンターで設定できま
す。定時タスクの状態の表示と追跡は、［状態］タブで行うことができます。定時タスクは関連付けられたタスクの種類
によってサブタブにグループ化されます。各サブタブのページには定時タスクの名前と状態が表示されます。タスクが正
常に完了すれば、表には開始時刻、終了時刻、そしてそのタスクの次の実行がスケジュール設定されている時刻が表示さ
れます。タスクを完了できなかった場合は、［終了］列に［失敗］の状態が表示されます。

定時タスクが失敗したときのために、エラーについての詳細を含む電子メール警告のオプションが提供されています。電
子メール警告オプションを有効にした場合、コントロールセンターの定時タスクのどれかが失敗すると、指定した管理者
に通知が送られます。

システムは次の種類の定時タスクを追跡します。

• バックアップ
• 抹消
• 通知
• 検疫
• レポート
• プリファレンス

定時タスクの種類

定時タスクの種類
Symantec Messaging Gateway には、いくつかの自動タスクと定時タスクがあります。［状態］、［システム］、［定
時タスク］ページで、コントロールセンターのすべてのタスクの状態を表示できます。

タスクは次のタブの下の種類によってグループ化されます。

• バックアップ
• 抹消
• 通知
• 検疫
• レポート
• プリファレンス

各タブには、関連タスクの表を含むページが表示されます。各定時タスクには、開始時刻、終了時刻、タスクが次に実行
する時刻が表示されます。タスクが何らかの理由で失敗すれば、［終了］列に［失敗］と表示されます。

定時タスクが失敗した場合に通知される警告を設定できます。

［バックアップ］タブには、コンテンツフィルタメッセージ、インシデント、ログ、レポートなど、コントロールセン
ターデータベースまたはデータベース設定のコピーを作成するタスクについての情報が表示されます。

NOTE

このテーブルは、バックアップ設定を追加するまでブランクです。
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Table 153: バックアップ

タスク 説明

バックアップ バックアップのスケジュール設定

［抹消］タブには、スパム検疫のメッセージ、ログデータベースのログファイル、レポート、コンテンツインシデント
フォルダのデータなど、コントロールセンターのリポジトリからデータを削除するタスクが表示されます。

Table 154: 抹消

タスク 説明

スパム抹消
ログ抹消
レポート抹消
コンテンツ抹消

［通知］タブには、潜在的に注意が必要であるシステム変更や条件を含む警告など、システム管理者に自動電子メールを
生成するタスクについての情報が表示されます。

Table 155: 通知

タスク 説明

警告通知
コンテンツフィルタ通知（情報インシデント）
コンテンツフィルタ通知（検疫インシデント）
スパム通知

［検疫］タブには、検疫済みの疑わしいウイルスを解放するタスクについての情報が表示されます。

Table 156: 検疫

タスク 説明

ウイルス疑いメッセージ検疫の解放

［レポート］タブには、指定された間隔でお気に入りレポートを実行し、指定されている受信者に電子メールで送信する
タスクについての情報が表示されます。レポートの種類には、概略、コンテンツフィルタ、電子メールメッセージ、無効
な受信者、IP 接続、スパム、ウイルスなどがあります。

Table 157: レポート

タスク 説明

レポート

［プリファレンス］タブには、スキャナにディレクトリデータサービスのデータを伝播するタスクについての情報が表示
されます。
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Table 158: プリファレンス

タスク 説明

エンドユーザープリファレンス エンドユーザープリファレンスデータの複製の設定

定時タスクについて
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コントロールセンターでの製品管理

管理者の管理
「管理者の管理」では、管理者を管理するために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの
順序でも実行できます。

Table 159: 管理者の管理

タスク 説明

新しい管理者をローカルに追
加します(一つずつ)。

新しいローカル管理者を追加するときは、ユーザーデータを手動で入力し、アクセスレベルを選択し
て指定する権限を有効にします。
ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定

新しい LDAP 管理者を追加し
ます。

LDAP ディレクトリ構造を使って新しい管理者を(単独またはグループで)追加して認証できます。次
に、アクセスレベルを割り当て、管理ポリシーとポリシーグループを使って特定の権限を有効にでき
ます。
ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定

各レベルで管理者が持つ権限
について理解する。

持っている権限（［なし］、［表示］、［修正］権限）に応じて、管理者はコントロールセンターの
異なるページにアクセスできます。各種類の限定管理権は、管理者に、コントロールセンターのペー
ジのサブセットを表示する権限を付与します。
管理者権利

既存の管理者を編集する。 必要に応じて、既存の管理者の権限や情報を修正できます。
管理者の編集

管理者を削除します。 いつでも管理者を削除できます。ただし、管理者を削除すると、設定を取り戻すことはできません。
管理者が引き続きコントロールセンターにアクセスすることが必要になる可能性がある場合は、管理
者を削除するのではなく、管理者の権限を修正することをお勧めします。
管理者の削除

検疫の表示と管理のための管
理者またはエンドユーザーの
ハイブリッドビューを設定し
ます。

管理者が自身のエンドユーザー検疫にアクセスして別のクレデンシャルなしで管理タスクを実行でき
るように管理者のハイブリッドビューを設定できます。
管理者ビューおよびエンドユーザービューについて

LDAP 接続元を使用する管理者の追加と承認について
LDAP のディレクトリ構造にある属性やグループメンバーシップに基づいて、新しい管理者を追加できます。これにより
管理ポリシーを設定して特定の LDAP ベースのグループにポリシーを割り当てることができます。また、既存の管理者
にデフォルトのポリシーを割り当てることもできます（以前は手動またはローカルでコントロールセンターに追加されて
いたため、「ローカル」と呼ばれていました）。新しいポリシーを作成し、個人またはグループに適用できます。既存の
管理者はアップグレード前の権限を維持しますが、これらは 5 つのデフォルトの管理ポリシーにマップされます。

LDAP グループ（必須タスク）を使用して管理者アカウントを追加および設定するには
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以下のタスクを実行し、LDAP 構造から管理者を追加および承認することができます。タスクは順に実行する必要があり
ます。

タスク 説明

ディレクトリデータソース（DDS）を
設定する

LDAP ディレクトリを使用して管理者を追加するには、最初に新しいデータソースを作成す
るか既存のデータソースを設定して認証とアドレス解決を有効にします。
認証とアドレス解決の両方を有効にして DDS を設定する必要があります。［認証］タブ
で、コントロールセンターの認証を有効にします。［アドレス解決］タブで、電子メールス
キャンの認証を有効にします。

管理ポリシーグループを作成する 新しく追加された LDAP ベースの管理者または既存のローカル管理者を、5 つのデフォルト
管理ポリシーのいずれかを使用するポリシーグループに割り当てます。
• 完全: すべてのコントロールセンターおよびスキャナー機能を表示および修正する
• 監視: 状態、ログ、レポート、ポリシーおよび設定を表示する
• 詳細レポート: レポートを表示、修正する
• 検疫: スパムおよびウイルスの検疫を表示、修正する
• コンテンツコントロール: 情報検疫のインシデントのフォルダを表示、修正する
またデフォルトのポリシーの 1 つをコピーおよび修正することで、新しい管理者ポリシーを
ゼロから作成できます。その後、これらのポリシーを管理ポリシーグループに割り当てるこ
とができます。

メンバーの追加 ［管理］、［ポリシーグループ］、［ポリシーグループの編集］、［メンバー］タブの管理
ポリシーグループにメンバーを追加します。［追加］ボタンをクリックして、［ポリシーグ
ループメンバーの追加］ページを表示します。
電子メールアドレスまたは LDAP 識別名を入力するか、組織単位（OU）またはコンテナエ
ントリの LDAP 識別名を指定して、グループメンバーを追加します。組織単位のパスで形成
されるサブツリー内のすべてのユーザーエントリもまた、グループに追加されます。

管理ポリシーを有効にする 管理ポリシーグループへのメンバーを追加した後、［管理］、［ポリシーグループ］、［ポ
リシーグループの編集］、［メンバー］タブの順にナビゲートし、［このポリシーグループ
に対して管理ポリシーを有効にする］ボックスにチェックマークを付けます。次に、ドロッ
プダウンリストから管理ポリシーを選択し、［保存］をクリックします。

管理ポリシーが、管理者が所属するそ
の他すべてのポリシーに優先すること
を検証する

ポリシーが反映される優先度は、［管理］、［ポリシーグループ］タブのリストの位置に
よって決定します。管理ポリシーは、管理者が指定された権限を確実に受信できるよう、リ
ストの一番上に設定されている必要があります。管理ポリシーグループがリストの一番上に
ない場合は、グループ名をクリックして選択し、ドラッグで一番上へ移動させます。

LDAP グループ（オプションタスク）を使用して管理者アカウントを追加および設定するには
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必要に応じて、次のタスクを実行し、LDAP ベースのグループと関連する機能（エンドユーザーの検疫、通知および警
告、ポリシーを個々の管理者へ適用する）を有効にすることができます。タスクは任意の順序で実行できます。

タスク 説明

エンドユーザー検疫の設定 エンドユーザー検疫は 2 カ所 (グローバルに設定する場合は［スパム］、［検疫の設定］、
［エンドユーザー設定］タブの順に選択し、特定のポリシーグループに設定する場合は［管
理］、［ユーザー］、［ポリシーグループの追加］、［エンドユーザー］タブの順に選択) で
有効化し、ポリシーグループのメンバーに対してエンドユーザー検疫へのアクセスを許可す
る必要があります。
ポリシーグループのエンドユーザー検疫を有効にするには、最初にコントロールセンターの
認証用および電子メール専用アドレス解決用のディレクトリデータソースを設定する必要が
あります (［管理］、［設定］、［ディレクトリ統合］、［ディレクトリデータソースの編
集］、［認証］および［アドレス解決］タブの順に選択)。
更新についての注意
コントロールセンターの管理者もまたユーザーです。そのため、自分たちの検疫を表示およ
び管理できる必要があります。このリリース以前は、管理者が自分たちの検疫にログインす
るには、2 回に分けてログインする必要がありました（管理者ログインとユーザーログイン。
いずれも LDAP 構造には基づいていない）。本リリースでは、管理者が管理タスクを実行
し、1 つの LDAP ベースのアカウントを使用して自分たちのエンドユーザー検疫にアクセス
できる「ハイブリッドビュー」を導入しています。

コンテンツインシデント通知の設定 コンテンツインシデント通知を管理ポリシーグループに送信する場合、［コンテンツ］、
［設定］、［コンテンツインシデントフォルダ］、［コンテンツインシデントフォルダの編
集］タブの順に選択し、各ポリシーグループの DL を指定します。

電子メール警告の設定 管理ポリシーグループに電子メール警告を送信する場合は、［管理］、［設定］、［警
告］タブの順に選択し、各ポリシーグループの DL を指定します。

ローカルの管理者がポリシーグループ
の一部でない場合に、管理ポリシーを
ローカルの管理者へ適用

各ローカルの管理者の権限を指定する代わりに、［管理］、［ユーザー］、［管理者］、
［管理者を追加］ページの順に選択し、ローカルの管理者に管理者ポリシーグループと同じ
管理ポリシーを適用することができます。

デフォルトの管理者ポリシーについて
SMG をインストールすると、事前設定された管理ポリシーもあわせてインストールされます。これらのポリシーはデ
フォルトで有効になり、ポリシーグループに適用できます。ポリシーによる処理やポリシーの適用先となるポリシーグ
ループを無効にしたり修正したりできます。デフォルトに設定されている事前設定管理者ポリシーでは、ポリシー名およ
び管理者権限を修正できません。ただし、デフォルトのポリシーをコピーして、ポリシーグループに適用することができ
ます。

ある管理者が複数のポリシーグループに所属する場合、優先順位が高いグループの処理が適用されます。ポリシーグルー
プの優先順位は［ポリシーグループ］ページのグループの順序で決まります。

管理者権限（他の権限の修正を許可されている場合が多い）がリストの最上位にない場合、ポリシーグループの優先度が
望ましくない結果となる可能性があります。たとえば、次のシナリオを考慮してください。管理者は次の権限を持つ、2
つのポリシーグループのメンバーです。

グループ名 権限

すべての IT スパム: 削除
ウイルス: 削除
コンテンツフィルタ: 削除
管理者権利: なし

Symantec Messaging
Gateway 管理者

スパム: ヘッダーの追加
ウイルス: 検疫
コンテンツフィルタ: 通常配信
管理者権利: 完全表示および修正
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これらのグループの両方に属する管理者 (この順で表示されている場合) は、権限を付与するポリシーグループが権限を
拒否したポリシーグループの下に位置しているため、SMG にログを記録できません。

デフォルトポリシーグループは常にリストの最後に表示されます。Default ポリシーグループの優先度は変更できませ
ん。

「デフォルトの管理者ポリシー」表は、各デフォルトの管理者ポリシーによって参照される権限を示しています。

Table 160: デフォルトの管理者ポリシー

ポリシー名 管理者権利

完全な管理者権限 表示および修正:
• 状態とログ
• レポート
• ポリシー
• 設定
• 管理者
• スパム提出
• 検疫
• 情報インシデントフォルダ
• 検疫インシデントフォルダ

監視アクセス • 状態とログ
• レポート
• ポリシー
• 設定

詳細レポート権限 修正:
• レポート

検疫管理者権限 修正:
• スパム検疫の管理
• ウイルス検疫の管理
• スパム検疫の管理
• ウイルス検疫の管理

コンテンツコントロール管
理者権限

• 情報インシデントフォルダ
• 検疫インシデントフォルダ

ポリシーグループの編集、削除、有効化、無効化

ポリシーグループの優先度の設定

ユーザーのポリシーグループメンバーシップの調査

ポリシーグループの作成

ポリシーグループメンバーのインポートとエクスポート

管理者ビューおよびエンドユーザービューについて
コントロールセンターの管理者に対し、すべてのユーザーの検疫を管理できる検疫管理者権限を与えることができます。
ただし、管理者がこれらの権限を持っていなくても、エンドユーザー検疫が有効になっているときに自分たちの個人検疫
の表示や管理を行う必要があります。Symantec Messaging Gateway は管理者が自分自身の検疫を表示および管理でき
るよう、問題の検疫に関する管理者権限に関係なく、2 つのビュー (管理者ビューとエンドユーザービュー) をサポート
します。
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ハイブリッドビューへアクセスするには、管理者が、ローカル（コントロールセンターで電子メールアドレスとホストが
手動入力されている）ではなく、LDAP ベース（例: 認証とアドレス解決の両方をデイレクトリデータソースで設定され
ている）である必要があります。既存のローカル管理者にこの機能へのアクセス権を持たせたい場合は、その管理者を
LDAP ベースのグループに追加する必要があります。ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定

エンドユーザーの検疫はグローバル (［スパム］、［検疫の設定］、［エンドユーザー設定］ページの順に選択) および
グループごと (［ポリシーグループ］、［ポリシーグループの編集］、［エンドユーザー］タブの順に選択) の両方で有
効にする必要があります。どちらか 1 カ所だけで有効化しようとすると、警告メッセージが表示されます。エンドユー
ザーの検疫が有効になっていない場合、検疫の表示および管理権限を持つ管理者のみが検疫を表示または管理でき、管理
者ビューのみが表示されます。

ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定
新しい管理者を追加するときは、アクセスのレベルを選択し、特定の権限を有効にします。一度に 1 人の管理者、また
は管理者グループのアカウントを設定できます。情報を手動で入力してローカルの管理者を追加したり、LDAP ディレク
トリ構造内の情報を使用して管理者を追加できます。

ローカルの管理者のアカウントを設定するには

データを手動で入力してローカルの管理者を追加します。管理者情報を入力すると、その管理者に既存の管理ポリシーを
適用したり、新しいカスタムポリシーを作成できます。下のステップに従い単一の管理者を追加して管理者権限を指定す
る管理ポリシーを割り当てます。

1. ローカル管理者のアカウントを設定するには、コントロールセンターで［管理］、［ユーザー］、［管理者］の順に
選択します。

2. ［追加］をクリックします。

3. ［ユーザー名］テキストボックスにユーザー名を (半角英数字記号で) 入力します。

4. ［パスワード］ボックスにパスワードを入力します。

5. ［パスワードの確認］ボックスに、新しいパスワードを確認のためにもう一度入力します。

6. ［電子メールアドレス］ボックスに管理者の電子メールアドレスを入力します。

7. この管理者にシステム警告を送信する場合は、［警告通知を受信する］にチェックマークを付けます。

8. ［コンテンツインシデントフォルダの通知］で、インシデントが追加されるときこの管理者が通知を受信する必要が
あるフォルダを選択します。

フォルダ すべてのコンテンツインシデントフォルダ(情報と検疫)を選択するか、または選択解除します
情報インシデント ［情報インシデント］フォルダのみを選択するか、または選択解除します
検疫インシデント ［検疫インシデント］フォルダのみを選択するか、または選択解除します

9. ［管理ポリシー］エリアでは、次のいずれかを行います。

• リストから既存の管理ポリシーを選択します。
• 作成する新しい管理ポリシーの名前を入力して、ポリシーの説明を入力します。
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新しい管理ポリシーを追加した場合、新しいポリシーに割り当てる管理権限を次から選択します。

完全管理権 すべての権限の表示と修正をこの管理者に対して許可する場合は、［完全管理権］をクリックします。
限定管理権 ［限定管理権］をクリックし、この管理者の権限を以下の中から選択します。

• なし
管理者に選択したタスクまたはコンテンツインシデントフォルダの権限がありません。

• 表示
管理者は特定のページとコンテンツインシデントフォルダを表示できますが、管理はできません。

• 修正
管理者には選択したタスクとコンテンツインシデントフォルダを表示して修正する全権があります。

管理者権利
全権や限定管理権を適用
するシステムの特徴と機
能

• 状態とログ
• レポート
• ポリシー
• 設定
• 管理
• スパム提出
• 検疫
• 情報インシデントフォルダ
• 検疫インシデントフォルダ

10.新しい管理ポリシーの場合には、［コンテンツインシデントフォルダ］のアクセス権を選択します。

情報インシデント 管理者は、そのコンテンツインシデントフォルダ内のインシデントを表示できますが、インシデントを管
理できません。つまり、管理権限が［表示］に設定されている管理者は、コンテンツインシデントフォル
ダ内のインシデントに対してはいかなる処理も実行できません。

検疫インシデント 管理者は、そのコンテンツインシデントフォルダ内のすべてのインシデントを表示して修正できます。

11.［保存］をクリックします。

12. LDAP 管理者のアカウントを設定するには、［コントロールセンター］で、［管理］、［ユーザー］、［ポリシーグ
ループ］の順に選択して、次のいずれかを行います。

• 管理者を追加するポリシーグループが存在する場合、クリックして選択して［追加］をクリックします。［ポリ
シーグループの編集］ページが表示されます。

• 管理者を追加するポリシーグループが存在しない場合は、グループ名を選択せずに［追加］をクリックしま
す。［ポリシーグループの編集］ページが表示されます。

• ポリシーグループにメンバーを追加したら、［管理］タブをクリックしてグループの管理ポリシーを有効にして選
択します。管理ポリシーの特定の権限を変更する場合は、［管理］、［ポリシー］、［管理］の順に選択し、ポリ
シーを選択して［編集］をクリックします。管理ポリシーを目的に応じて編集します。

管理者の編集
管理者を編集して次の情報を修正できます。

• 管理者の名前
• 管理者の電子メールアドレス
• 管理者のパスワード
• 管理者が通知を受け取るかどうか
• 管理者の権限
管理者権利

• 管理者がコンテンツインシデントフォルダのインシデントについての通知を受け取るかどうか
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ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定

管理者を編集するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ユーザー］、［管理者］の順に選択します。

2. リストから管理者を選択して［編集］をクリックします。

3. 必要に応じて管理者の定義を変更します。

4. ［保存］をクリックします。

管理者の削除
いつでも管理者を削除できます。ただし、管理者を削除すると、設定を取り戻すことはできません。管理者が引き続きコ
ントロールセンターにアクセスすることが必要になる可能性がある場合は、管理者を削除するのではなく、管理者の権限
を修正することをお勧めします。

管理者の編集

管理者を削除するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ユーザー］、［管理者］の順に選択します。

2. 削除する管理者の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで［OK］をクリックして削除を確定します。

コントロールセンターの設定
コントロールセンターとは、Symantec Messaging Gateway システムと連動するブラウザ対応のアプリケーションで
す。

「コントロールセンターの設定」では、コントロールセンターを設定する方法を説明します。必要に応じて、これらのタ
スクをどの順序でも実行できます。

Table 161: コントロールセンターの設定

タスク 説明

複数のユーザーがコント
ロールセンターに同時にア
クセスする方法を理解す
る。

たとえば、スパム検疫内のメッセージを確認するために、複数のエンドユーザーがコントロールセン
ターに同時にアクセスすることができます。複数の管理者がコントロールセンターに同時にアクセス
して、管理タスクを実行することができます。
コントロールセンターへの同時アクセスについて

コントロールセンターへの
接続をクライアントに許可
する方法を理解する。

コントロールセンターへのアクセスを許可するホスト名を指定すると、コントロールセンターの DNS
解決に基づいてクライアントの接続を許可できます。許可されているホスト名がクライアントの IP ア
ドレスから（「逆ルックアップ」によって）割り出された場合、コントロールセンターはそのクライ
アントへのアクセスを許可します。
コントロールセンターアクセスにおけるホスト名の指定について

コントロールセンターへの
アクセスを許可するホスト
を指定する。

コントロールセンターにアクセスするには Web ブラウザを使用します。デフォルトでは、正しいアド
レスとログイン情報があればだれでも任意のホストからアクセスできます。ただし、コントロールセ
ンターにアクセスできるホストを指定することもできます。許可されていないコンピュータからコン
トロールセンターにログインしようとした場合は Web ブラウザに 403 Forbidden ページが表示されま
す。ホスト名をこの機能で使用するには、DNS ソフトウェアで DNS の逆ルックアップが有効になっ
ている必要があります。
コントロールセンターにアクセスできるホストの指定
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タスク 説明

SNMP を使用してコント
ロールセンターのイベント
を監視する。

SNMP（Simple Network Management Protocol）により、コントロールセンターやスキャナなどの
ネットワークデバイスを監視できます。SNMP のコミュニティ文字列とトラップを指定できます。環
境内の最大 4 つのホストについて、SNMP エージェントへのアクセス権限を管理することもできま
す。SNMP v3 を有効にする場合は、認証と暗号化の設定を指定することもできます。
ネットワークデバイスを監視する SNMP 設定の構成

必要に応じてリスナーポー
トを変更する。

デフォルトでは、メッセージはポート 41025 経由でスキャナからスパム検疫、ウイルス疑いの検疫、
コンテンツインシデントフォルダに取り込まれます。ただし、このポートは必要に応じて変更できま
す。リスナーポートの変更に合わせてスキャナの設定を変更する必要はありません。リスナーポート
を無効にすることもできます。
コントロールセンターのリスナーポートの設定

コントロールセンターにア
クセスするために自己署
名証明書または CA 署名付
き証明書をインストールす
る。

デフォルトでは、コントロールセンターはデモ証明書を使ってコントロールセンターへのアクセスを
認証します。デモ証明書を使うと、コントロールセンターにアクセスするときにセキュリティ警告が
ブラウザに表示されます。このセキュリティ警告を無視して、コントロールセンターへのアクセスを
続行できます。しかし、証明書をインストールすれば、ブラウザとコントロールセンターとの通信の
セキュリティを強化したり、セキュリティ警告が表示されないようにしたりできます。
コントロールセンターへのアクセス時にセキュリティ警告が表示されないようにする

コントロールセンターで
ユーザーインターフェース
HTTPS 証明書を指定する。

この証明書によりコントロールセンターとコントロールセンターにログインするユーザーのセキュリ
ティが向上します。
コントロールセンター証明書の指定

コントロールセンターで
は、シングルバイト文字
セットとダブルバイト文
字セットに関する設定に加
え、数字、日付、時刻の表
記方法を、ロケールとして
設定できます。

ロケール設定は、たとえばコントロールセンターから送信される通知、警告、レポートなどの電子
メールメッセージの形式に影響します。
言語識別機能が検疫した電子メールメッセージの言語を正しく判定できない場合に、コントロールセ
ンターで使う「フォールバックエンコード」も指定できます。
ロケールエンコードとフォールバックエンコードの設定

8 ビット MIME メッセージ
を変換する。

MTA で 8 ビットの MIME を処理できない問題が発生する場合は、送信側の MTA で強制的に 8 ビット
MIME メッセージを 7 ビット MIME に変換できます。
7 ビット MIME への 8 ビット MIME メッセージの変換

デフォルトの日付形式と時
刻形式を修正する。

Symantec Messaging Gateway をインストールした時点では、デフォルトの日付形式と時刻形式が使
われます。ただし、これらの形式は変更できます。
日付形式と時刻形式のカスタマイズ
日付形式と時刻形式のパターン構文

コントロールセンター設定の指定

Table 162: コントロールセンター設定を指定する処理

手順 処理 説明

ステップ 1 ホストとクライアントのマッピングを
設定する。

DNS の逆引きを有効にするためにホスト名を指定します。
コントロールセンターアクセスにおけるホスト名の指定について
コントロールセンターにアクセスできるコンピュータまたはネット
ワークを指定します。
コントロールセンターにアクセスできるホストの指定

ステップ 2 コントロールセンターの強化されたセ
キュリティを追加する。

ユーザーインターフェース証明書 HTTPS を指定します。
コントロールセンター証明書の指定
デフォルトのデモ証明書を修正して、セキュリティの警告を防ぎま
す。
コントロールセンターへのアクセス時にセキュリティ警告が表示され
ないようにする
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手順 処理 説明

ステップ 3 デフォルトの設定を修正する。 リスナーポートを変更または無効にします。
コントロールセンターのリスナーポートの設定
製品によって生成される警告およびレポート通知に対するホストの設
定を指定します。
警告とレポートに関するコントロールセンター SMTP 設定の指定
コントロールセンターでは、シングルバイト文字セットとダブルバイ
ト文字セットに関する設定に加え、数字、日付、時刻の表記方法を設
定できます。
ロケールエンコードとフォールバックエンコードの設定

ステップ 4 ユーザーログイン環境をカスタマイズ
する。

［ログインヘルプ］ページをカスタマイズします。
カスタマイズしたユーザーログインヘルプページの指定
自動ログインのための「記憶」機能を有効にします。
ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイ
パスの有効化
ユーザープリファレンスを拡張してスキャナを接続します。
エンドユーザープリファレンスデータの複製の設定

コントロールセンターへの同時アクセスについて
たとえば、スパム検疫内のメッセージを確認するために、複数のエンドユーザーがコントロールセンターに同時にアクセ
スすることができます。

複数の管理者がコントロールセンターに同時にアクセスして、管理タスクを実行することができます。ただし、場合に
よっては、各管理者にエラーが表示されることがあります。特に、各管理者がコントロールセンターでリソース集約的な
タスクを同時に試みた場合は、エラーが起きることがあります。たとえば、メッセージ監査ログや IP レピュテーション
に同時にクエリーを実行すると、エラーが起きることがあります。

コントロールセンター設定の指定

コントロールセンターアクセスにおけるホスト名の指定について
コントロールセンターへのアクセスを許可するホスト名を指定すると、コントロールセンターの DNS 解決に基づいて
クライアントの接続を許可できます。クライアントの IP アドレスで許可されているホスト名が（「逆ルックアップ」に
よって）解決された場合は、コントロールセンターはそのクライアントへのアクセスを許可します。コントロールセン
ターは IPv4 アドレス範囲と IPv6 アドレス範囲の両方をアクセス管理のために解決して受入れます。

ネットブロック（通常は同じ組織に属する IP アドレスの範囲）の所有者は IP アドレスの逆ルックアップを制御します。
通常、ユーザーは自分の IP アドレスの解決先となる名前を制御しません。さらに、DNS サーバーが同じネットブロック
に対して重複のないマップを所有している場合があります。

次の場合を考えてみます。

• クライアントの認証 DNS サーバーに、クライアントの IP アドレスの逆ルックアップレコードである
m1.symantecexample.com がある。

• コントロールセンターのプライマリ DNS サーバーとして設定されている DNS に、同じ IP アドレスの逆マップとし
て、dhcp23.symantecexample.com が設定されている。

この場合、コントロールセンターでは、そのクライアントは接続のたびに dhcp23.symantecexample.com という名
前になります。したがって、コントロールセンターが参照する名前は、コントロールセンターのホストアクセス制御リス
トに入力した名前になります。このような状況は、パブリックインターネットよりも、プライベートネットワークにおい
てより頻繁に発生します。

コントロールセンターにアクセスできるホストの指定
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コントロールセンターにアクセスできるホストの指定
コントロールセンターにアクセスするには Web ブラウザを使用します。デフォルトでは、正しいアドレスとログイン情
報があればだれでも任意のホストからアクセスできます。ただし、コントロールセンターにアクセスできるホストを指定
することもできます。許可されていないコンピュータからコントロールセンターにログインしようとした場合は Web ブ
ラウザに 403 Forbidden ページが表示されます。

ホスト名をこの機能で使用するには、DNS ソフトウェアで DNS の逆ルックアップが有効になっている必要がありま
す。

コントロールセンターアクセスにおけるホスト名の指定について

NOTE

ホスト名を誤って入力すると、コントロールセンターへのすべてのアクセスが遮断されます。この状況が起き
た場合には、コマンドラインで delete bcchostacl コマンドを使ってコントロールセンターへのアクセスが
許可されているコンピュータのリストを消去します。

コントロールセンターにアクセスできるホストを指定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［アクセス］タブをクリックします。

3. ［コントロールセンターアクセス］で、次のいずれかのタスクを実行します。

すべてのホストにコントロールセンターへのアクセスを許可する
には

［すべてのホスト］にチェックマークを付けます。

コントロールセンターにアクセスできる特定のホストを割り当て
るには

［次のホストのみ］にチェックマークを付けてから、ホスト
名、IP アドレス、サブネットマスク付きの IP アドレス、または
クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) ネットブロックを入
力します。
必要に応じて、他のコンピュータまたはネットワークを指定しま
す。このリストにないホストはコントロールセンターにアクセス
できません。
IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをサポートします。

4. ［追加］をクリックします。

5. ［保存］をクリックします。

ネットワークデバイスを監視する SNMP 設定の構成
SNMP（Simple Network Management Protocol）により、コントロールセンターやスキャナなどのネットワークデバ
イスを監視できます。SNMP のコミュニティ文字列とトラップを指定できます。環境内の最大 4 つのホストについ
て、SNMP エージェントへのアクセス権限を管理することもできます。SNMP v3 を有効にする場合は、認証と暗号化の
設定を指定することもできます。

SNMP を設定する前に、まず管理情報ベース（MIB）のデータベースをダウンロードして SNMP クライアントにイン
ポートする必要があります。

Messaging Gateway 10.x の関連性が高い SNMP オブジェクト識別子 (OID) をクエリー、テストする方法について
は、https://support.symantec.com/en_US/article.TECH227540.html を参照してください。

ネットワークデバイスを監視する SNMP 設定を構成するには
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1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［SNMP］の順に選択します。

2. ［サーバー］タブで、［SNMP を有効にする］にチェックマークを付けます。

3. ［SNMP トラップホストの IP アドレス］ボックスに、SNMP トラップの警告を受信するデバイスの IP アドレスを入
力します。

完全修飾のドメイン名（FQDN）はサポートされません。

4. ［SNMP 応答準備ポート］ボックスに、SNMP エージェントがネットワークトラフィックを応答準備するポートを入
力します。

5. ［バージョン］タブをクリックします。

6. 使用するバージョンにチェックマークを付けます。

SNMP v2 または SNMP v3、あるいはその両方を選択できます。SNMP v3 のみを選択する場合は、手順「［認証の
種類］をクリックして選択します。メッセージダイジェストアルゴリズム 5 (MD5) またはセキュアハッシュアルゴリ
ズム (SHA) のいずれかを選択できます。」に進みます。

7. ［SNMP コミュニティ文字列］ボックスに、SNMP エージェントのコミュニティ文字列を入力します。

8. ［SNMP クライアントアクセス］で、次のタスクのいずれかを実行して SNMP エージェントにアクセスできるホス
トを指定します。

• ［すべてのホスト］をクリックし、すべてのホストに SNMP クライアントへのアクセス権を与えます。
• ［次のホストのみ］をクリックします。次に、SNMP クライアントにアクセスできるようにする特定のホストの

IP アドレス、ホスト名、または CIDR IP 範囲を入力します。

9. ［追加］をクリックします。

10.現在 SNMP へのアクセスが有効になっているホストの名前の横にあるボックスにチェックマークを付け、［削除］を
クリックすると、削除されます。

11. SNMP v3 を選択しなかった場合は、［保存］をクリックします。SNMP v3 を選択した場合は、次の手順に進みま
す。

12.［認証の種類］をクリックして選択します。

メッセージダイジェストアルゴリズム 5（MD5）またはセキュアハッシュアルゴリズム（SHA）のいずれかを選択で
きます。

13.［認証ユーザー名］フィールドにユーザー名を入力します。

14.［認証パスワード］フィールドにパスワードを入力します。

このパスワードは 8 文字以上にする必要があります。

15.［パスワードの確認］フィールドに、パスワードをもう一度入力します。

16.暗号化を使う場合は、［SNMP v3 の暗号化を有効にする］をクリックします。

17.［暗号化の種類］をクリックして選択します。

AES（Advanced Encryption Standard）または DES（Data Encryption Standard）を選択できます。

18.［暗号化パスワード］フィールドにパスワードを入力します。

このパスワードは 8 文字以上にする必要があります。
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19.［パスワードの確認］フィールドに、パスワードをもう一度入力します。

20.［MIB］タブで、［SNMP MIB］をクリックします。

21. MIB をダウンロードするには、その MIB をクリックします。その MIB を SNMP クライアントにインポートします。

22.［保存］をクリックします。

コントロールセンターのリスナーポートの設定
デフォルトでは、メッセージはポート 41025 経由でスキャナからスパム検疫、ウイルス疑いの検疫、コンテンツインシ
デントフォルダに取り込まれます。ただし、このポートは必要に応じて変更できます。これらの設定を修正するには、管
理者に完全管理権または設定の修正権限が必要です。リスナーポートの変更に合わせてスキャナの設定を変更する必要は
ありません。

リスナーポートを無効にすることもできます。コンピュータがファイアウォールの外側にあるためセキュリティに不安が
ある場合は、リスナーポートを無効にします。リスナーポートを無効にする場合、メッセージを検疫するポリシーを無効
にしてください。そうしないと、検疫メッセージがメールフローの配信キュー内で停滞し、一定期間が経過した後、もと
の送信者に差し戻されます。

コントロールセンターがメッセージを受け入れるリスナーポートを修正または無効にするには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［リスナー］タブをクリックします。

3. ［リスナーポート］の［ポート］ボックスで、次のいずれかを実行します。

• 新しいポート番号を入力します。
• リスナーポートを無効にする場合は 0 を入力します。

4. ［保存］をクリックします。

コントロールセンターへのアクセス時にセキュリティ警告が表示されないようにする
デフォルトでは、コントロールセンターはデモ証明書を使ってコントロールセンターへのアクセスを認証します。デモ証
明書を使うと、コントロールセンターにアクセスするときにセキュリティ警告がブラウザに表示されます。このセキュリ
ティ警告を無視して、コントロールセンターへのアクセスを続行できます。しかし、証明書をインストールすれば、ブラ
ウザとコントロールセンターとの通信のセキュリティを強化したり、セキュリティ警告が表示されないようにしたりでき
ます。

自己署名証明書を使うか、CA 署名付き証明書を使うかを決めます。自己署名証明書は、CA 署名付き証明書と同じレベ
ルのセキュリティを提供しません。CA 署名付き証明書を取得するには、CSR を認証局に提出する必要があります。

次の手順は、CA 署名付き証明書を使うことを前提としています。

コントロールセンターへのアクセス時にセキュリティ警告が表示されないようにするには
1. コントロールセンターで証明書を追加し、CSR を認証局に提出して証明書を取得します。

CSR のホスト名がコントロールセンターのホスト名と必ず一致するようにします。

2. 認証局から受信した証明書をインポートします。

3. 必要に応じて、中間証明書をインストールします。

4. コントロールセンターの HTTPS 証明書として証明書を割り当てます。
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5. CSR 上に指定した完全修飾ドメイン名を使ってコントロールセンターにアクセスします。

コントロールセンター証明書の指定
ユーザーインターフェース HTTPS 証明書をコントロールセンターを通じて指定することができます。この証明書により
コントロールセンターとコントロールセンターにログインするユーザーのセキュリティが向上します。

コントロールセンターへのアクセス時にセキュリティ警告が表示されないようにする

コントロールセンター証明書を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［証明書］タブをクリックします。

3. ［コントロールセンター証明書］の［ユーザーインターフェース HTTPS 証明書］ドロップダウンリストをクリック
して、使用する証明書を選択します。

4. ［保存］をクリックします。

ロケールエンコードとフォールバックエンコードの設定
コントロールセンターでは、シングルバイト文字セットとダブルバイト文字セットに関する設定に加え、数字、日付、時
刻の表記方法を、ロケールとして設定できます。ロケール設定は、たとえばコントロールセンターから送信される通知、
警告、レポートなどの電子メールメッセージの形式に影響します。

言語識別機能が検疫した電子メールメッセージの言語を正しく判定できない場合に、コントロールセンターで使う
「フォールバックエンコード」も指定できます。

メッセージヘッダーや本文が次のいずれかの状態にある場合、言語を識別できない可能性があります。

• エンコード情報が欠落または破損した、未加工の 8 ビット文字がある
• エンコード情報が欠落または破損しており、文字数が少な過ぎる
• 2 種類以上のエンコードが混在しており、文字数が少な過ぎる

フォールバックエンコードとして、国や地域で最も一般的に使われているエンコードを設定してください。

日付形式と時刻形式のカスタマイズ

ロケールエンコードとフォールバックエンコードを設定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［ロケール］タブをクリックします。

3. ［システムロケールとフォールバックエンコード］で、［システムロケール］ドロップダウンリストをクリックし、
エンコードを選択します。

4. ［検疫フォールバックエンコード］ドロップダウンリストをクリックし、エンコードを選択します。

5. ［保存］をクリックします。

7 ビット MIME への 8 ビット MIME メッセージの変換
MTA で 8 ビットの MIME を処理できない問題が発生する場合は、送信側の MTA で強制的に 8 ビット MIME メッセージ
を 7 ビット MIME に変換できます。

8 ビット MIME メッセージを 7 ビット MIME に変換するには
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1. コントロールセンターで［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［MIME 処理］の［SMTP］タブで、［8BITMIME を通知しない］にチェックマークを付けます。

3. ［保存］をクリックします。

日付形式と時刻形式のカスタマイズ
Symantec Messaging Gateway をインストールした時点では、デフォルトの日付形式と時刻形式が使われます。ただ
し、これらの形式は変更できます。日付形式と時刻形式を変更するには、完全管理権または設定の権限が必要です。

Table 163: 設定可能な日付形式と時刻形式

形式 構文とデフォルト値 例

時刻 hh:mm:ss a 02:29:34 PM
短い日付 MM/dd/yy 2/25/10
長い日付 MMMM dd, yyyy February 25, 2010
完全な日付と時刻 EEEE, MMM dd, yyyy hh:mm:ss a zz Thursday, Feb 25, 2010 01:23:45 PM PST
AM/PM 記号 AM/PM AM

Symantec Messaging Gateway は、設定された日付形式と時刻形式を次のように適用します。

詳細表示 完全な日付と時刻
リスト表示 長い日付
メールボックス 長い日付形式と時刻の組み合わせ

同じ日の電子メールには時刻形式、その他のメールには長い形式を使う
レポート 短い日付と時刻

指定できる構文の長さは最大で 32 文字です。32 文字の制限にスペースは含まれません。

日付形式と時刻形式のパターン構文

日付形式と時刻形式をカスタマイズするオプションはデフォルトでは無効です。日付と時刻の形式を修正する場合はこの
機能を有効にする必要があります。

日付形式と時刻形式の設定
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［ロケール］タブをクリックします。

3. ［カスタム日付とタイムスタンプの形式を適用］にチェックマークを付けます。

4. 使うカスタムの日付形式とタイムスタンプ形式を指定します。

5. ［保存］をクリックします。

ポリシー共有に関するコントロールセンタークラスタの設定について
リリース 10.7.4 では、クラスタ内の設定された複数のコントロールセンター間でのポリシーの共有がサポートされてい
ます。管理者は、中央コントロールセンターを使ってポリシーを作成、編集、削除して、中央コントロールセンターにリ
ンクされているリモートコントロールセンターにこれらの変更されたポリシーを発行できます。

NOTE
このリリースでのみ、ポリシー共有がコンテンツフィルタリングポリシーでサポートされています。
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Table 164: コントロールセンタークラスタを設定してポリシーを共有する手順

手順 説明

1. ファイアウォールルールを作成して、必要
なポートを開きます。

ネットワーク間でのポリシーの共有を有効化するには、中央コントロールセンターと
リモートコントロールセンターの両方でポート 41616 上のトラフィックを許可する
ようにしてください。

2. セキュリティ証明書を作成およびインポー
トして、ポリシー共有を有効化します。

コントロールセンターのクラスタを設定する前に、必要な証明書を作成、インポート
、設定する必要があります。「ポリシー共有のためのセキュリティ証明書の作成およ
びインポート」を参照してください。

3. クラスタ内の中央コントロールセンターを
設定します。

クラスタ内の中央コントロールセンターを使って、ポリシーを作成、変更、または削
除し、その変更をクラスタ内のリモートコントロールセンターに発行できます。クラ
スタには 1 つの中央コントロールセンターしか存在できません。「クラスタ内の中央
コントロールセンターの設定」を参照してください。

4. クラスタ内のリモートコントロールセン
ターを追加または削除します。

中央コントロールセンターを設定した後、1 つ以上のローカルコントロールセンター
をクラスタに追加できます。「クラスタへのリモートコントロールセンターの追加」
または「クラスタからのリモートコントロールセンターの削除」を参照してください
。

5. 中央コントロールセンターとリモートコン
トロールセンターを使ってポリシーを設定し
ます。

クラスタ内の中央コントロールセンターを使ってポリシーを作成、変更、削除し、ク
ラスタのリモートコントロールセンターのいずれかまたはすべてにポリシーの変更を
発行できます。リモートコントロールセンター管理者は、コントロールセンターに接
続されているスキャナにポリシーを適用できます。「中央コントロールセンターまた
はリモートコントロールセンターのポリシーの設定」を参照してください。

ポリシー共有のための証明書の作成およびインポート
コントロールセンタークラスタに結合する前に、すべてのリモートコントロールセンターに必要なセキュリティ証明書が
作成およびインポートされている必要があります。どのコントロールセンターを中央コントロールセンターにするか、リ
モートコントロールセンターにするかを決定し、クラスタに追加する各リモートコントロールセンターに対して、以下の
手順に従います。

NOTE
これらの手順を実行するには、あなたまたはサロゲート管理者が、中央とリモートの両方のコントロールセン
ターにアクセスできる必要があります。

1. ローカルコントロールセンターで、［管理］>［設定］>［証明書］に移動し、［TLS と HTTPS の証明書］タブ
と［証明書の追加］画面のコントロールを使用して、自己署名証明書 (localCC など) を作成します。

2. ［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［証明書］タブで、［ユーザーインターフェース HTTPS 証
明書］ドロップダウンリストの手順 1 で生成された証明書を選択し、［保存］をクリックします。

3. 中央コントロールセンターで、手順 1 で説明されているプロセスを使って 2 つの自己署名証明書を作成します。1 つ
は中央コントロールセンター自体のための証明書 (centralCC など) であり、もう 1 つは Apache ActiveMQ メッセー
ジブローカ用の証明書 (activemq など) です。重要: activemq 証明書の共通名は、中央コントロールセンターの IP ア
ドレスである必要があります。

4. 中央コントロールセンターで、手順 2 で説明されているプロセスに従い、［ユーザーインターフェース HTTPS 証明
書］として centralCC を選択します。

5. 中央コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［証明書］>［アプリケーション］に移動し、［インポート］ボ
タンを使用して、手順 1 で作成した localCC 証明書をインポートし、［保存］をクリックします。
中央コントロールセンターは自動的に再起動されます。また、ActiveMQ サービスも再起動されます。

6. 中央コントロールセンターに再度サインインし、［証明書］>［アプリケーション］に移動しま
す。GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT という名前の証明書と BCC_HTTPS_CERT という名前の証明書が動的に

 438



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

追加されていることに注意してください。GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT という名前の証明書をエクスポート
します。

7. リモートコントロールセンターで、［管理］>［設定］>［証明書］>［アプリケーション］に移動し、［インポー
ト］ボタンを使用して、前の手順で作成した GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT という名前の証明書をインポー
トします。

8. リモートコントロールセンターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［ロー
カル］タブに移動し、［コントロールセンタークラスタをリモートコントロールセンターとして結合］を選択しま
す。
リモート (ローカル) コントロールセンターが再起動し、設定が完了します。

9. リモートコントロールセンターがコントロールセンタークラスタに結合されると、その IP アドレスが、中央コント
ロールセンターのリモートコントロールセンター IP アドレスリストに動的に追加されます。中央コントロールセン
ターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［リモート］タブに移動し、IP
アドレスが追加されていることを確認します。リモートコントロールセンターの IP アドレスがリストに表示されな
い場合、手動で追加して［保存］をクリックします。

クラスタ内の中央コントロールセンターの設定
警告: コントロールセンターを中央コントロールセンターとして設定した後は、スタンドアロンコントロールセンターに
戻したり、リモートコントロールセンターに変換したりすることはできません。出荷時リセットでのみ、中央コントロー
ルセンターを別の用途に使用できます。

注: 中央コントロールセンターを設定するには、まず ActiveMQ サービス用の SSL 証明書を指定してから、コントロール
センターに証明書をインポートする必要があります。あなたか別の管理者が、「ポリシー共有のための証明書の作成およ
びインポート」で説明されている手順 3 ～ 5 をすでに実行している場合は、以下の手順 1 と 2 を実行する必要はありま
せん。手順 3 に直接進んでください。

1. 中央コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［証明書］に移動し、［TLS と HTTPS の証明書］タブと［証明
書の追加］画面のコントロールを使用して、Apache ActiveMQ メッセージブローカの自己署名証明書 (activemq な
ど) を作成します。重要: activemq 証明書の共通名は、中央コントロールセンターの IP アドレスである必要がありま
す。

2. 中央コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［証明書］>［アプリケーション］に移動し、［インポート］ボ
タンを使用して、手順 1 で作成した activemq 証明書をインポートし、［保存］をクリックします。
中央コントロールセンターは自動的に再起動されます。また、ActiveMQ サービスも再起動されます。

3. 中央コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［ローカ
ル］タブに移動し、［このコントロールセンターをコントロールセンタークラスタの中央コントロールセンターと
して設定します］を選択します。アクセスクレデンシャルを指定し、ドロップダウンリストから手順 1 で作成した
activemq 証明書を選択して、［保存］をクリックします。

クラスタへのリモートコントロールセンターの追加
コントロールセンタークラスタにリモートコントロールセンターを追加するには次の手順に従います。
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NOTE
これらの手順を実行するには、あなたまたはサロゲート管理者が、中央とリモートの両方のコントロールセン
ターにアクセスできる必要があります。

1. 中央コントロールセンターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［リモー
ト］タブに移動し、リモートコントロールセンターの［IP アドレス］と［説明］を入力します。バージョン情報は、
リモートコントロールセンターから動的に取得されます。

2. リモートコントロールセンターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［ロー
カル］タブに移動し、［コントロールセンタークラスタをリモートコントロールセンターとして結合］を選択して、
クラスタの中央コントロールセンターの［IP アドレス］と［認証クレデンシャル］を入力します。

3. ［テスト］をクリックして、クラスタの中央コントロールセンターへの接続が確立されていることを確認し、［保
存］をクリックします。

4. リモートコントロールセンターがクラスタに結合されると、この時点で中央コントロールセンターからグローバル
ポリシーおよび関連するすべてのコンテンツ (リソース、情報/検疫フォルダ、グローバルポリシーグループなど) を
取得する必要があるかどうかを決定できるポップアップ警告メッセージが表示されます。すべてのグローバルポリ
シーを中央コントロールセンターからリモートコントロールセンターにダウンロードするように指定するには、［は
い］をクリックします。デフォルトでは、これらのポリシーはリモートコントロールセンター上で有効になっていま
す。［コンテンツ］>［電子メールコンテンツフィルタポリシー］>［グローバル］タブで特定のポリシーを無効化で
きます。グローバルに定義されているすべての既存のコンテンツ (すべてのグローバルリソース、グローバルコンテ
ンツインシデントフォルダ、グローバルグループなど) を中央コントロールセンターから取得するように指定するに
は、［いいえ］をクリックします。これにより、新しく追加されたリモートコントロールセンターは、グローバルに
共有されているすべてのコンテンツを同期し、容易に利用できるようになります。［電子メールコンテンツフィルタ
ポリシー］>［グローバル］タブを使用すると、必要に応じてグローバルポリシーを管理および発行できます。

クラスタからのリモートコントロールセンターの削除
コントロールセンタークラスタからリモートコントロールセンターを削除するには次の手順に従います。

リモートコントロールセンターで、［管理］>［設定］>［コントロールセンターの設定］>［ポリシー共有］>［ローカ
ル］タブに移動し、［コントロールセンタークラスタをリモートコントロールセンターとして結合］を選択解除します。
削除処理および状態は中央コントロールセンターに通知され、クラスタ内の他のすべてのリモートコントロールセンター
にもブロードキャストされます。

コントロールセンターでのユーザープリファレンスのカスタマイズ
「コントロールセンターでのユーザープリファレンスのカスタマイズ」では、コントロールセンターをカスタマイズする
ために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 165: コントロールセンターのユーザー設定をカスタマイズします。

タスク 説明

このログインヘルプは、カス
タマイズしたログインヘルプ
ページの URL を使ってカスタ
マイズできます。

ユーザー向けにログイン方法を説明する Web ページを作成して、ネットワーク上に置きます。この
Web ページは、ユーザーがログインするときに利用するどのコンピュータからでもアクセスできる
場所に置く必要があります。
カスタマイズしたユーザーログインヘルプページの指定

Symantec Messaging Gateway
はユーザーのコンピュータ上
に cookie を配置するため、ロ
グイン資格情報をバイパスで
きます。

Symantec Messaging Gateway には、有効にするとユーザーのログインクレデンシャルを記憶す
る機能が含まれています。管理者が［次回のために記憶する］機能を有効にすると、Symantec
Messaging Gateway のログインページに［次回のために記憶する］オプションが表示されます。こ
の機能を有効にすると、エンドユーザーを含むすべてのユーザーがこの機能を利用できるようになり
ます。
ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイパスの有効化
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タスク 説明

ユーザー設定をコントロール
センターに複製する頻度を指
定します。

コントロールセンターでの複製とは、コントロールセンターから、接続されて有効になっているス
キャナにユーザープリファレンスを伝播するプロセスを意味します。コントロールセンターのグロー
バル設定が複製の処理を制御します。
エンドユーザープリファレンスデータの複製の設定

デフォルトの SMTP グリー
ティングと postmaster アドレ
スを修正します。

Symantec Messaging Gateway が他のメールサーバーと接続してインバウンドまたはアウトバウン
ドのメッセージトラフィックを開始するとき、SMTP プロトコルの会話はグリーティングから始ま
ります。
また、ポストマスターアドレスも変更できます。Symantec Messaging Gateway では、バウンス
メッセージにポストマスターアドレスが含まれます。
SMTP グリーティングと postmaster アドレスの設定

カスタマイズしたユーザーログインヘルプページの指定
デフォルトでは、コントロールセンターの［ログイン］ページで［ログインヘルプの表示］リンクをクリックすると、シ
マンテック社のオンラインヘルプウィンドウが開きます。このログインヘルプは、カスタマイズしたログインヘルプペー
ジの URL を使ってカスタマイズできます。この変更の影響を受けるのはログインヘルプのページのみで、オンラインヘ
ルプの他のページは影響を受けません。

ユーザー向けにログイン方法を説明する Web ページを作成して、ネットワーク上に置きます。この Web ページは、
ユーザーがログインするときに利用するどのコンピュータからでもアクセスできる場所に置く必要があります。

ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイパスの有効化

カスタマイズしたユーザーログインヘルプページを指定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［ユーザー］タブをクリックします。

3. ［ユーザーヘルプ］の［ログインヘルプ URL］ボックスで、使用する Web ページの URL を入力します。

カスタマイズされたログインヘルプページを無効にする場合は、［ログインヘルプ URL］ボックスの内容を削除しま
す。

4. ［保存］をクリックします。

ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイパスの有効化
Symantec Messaging Gateway には、有効にするとユーザーのログインクレデンシャルを記憶する機能が含まれていま
す。管理者が［次回のために記憶する］機能を有効にすると、Symantec Messaging Gateway のログインページに［次
回のために記憶する］オプションが表示されます。この機能を有効にすると、エンドユーザーを含むすべてのユーザーが
この機能を利用できるようになります。

コントロールセンターにログインするときにユーザーが［次回のために記憶する］オプションにチェックマークを付け
ると、Symantec Messaging Gateway はユーザーのコンピュータに cookie を配置します(クライアントコンピュータまた
はブラウザに個人情報が格納されることはありません)。その後、ユーザーがコントロールセンターの URL にアクセス
すると、ユーザーはログイン画面をバイパスし、Symantec Messaging Gateway の［ダッシュボード］ページに直接移
動します。ユーザーセッションがタイムアウトになった場合（30 分間操作がないとセッションはタイムアウトになりま
す）、ユーザーは［ダッシュボード］ページに転送されます。

WARNING

ユーザーがこの機能を有効にすると、そのユーザーのコンピュータにアクセスできるすべての人がコントロー
ルセンターにアクセスできるようになります。管理者のログインではこの機能は推奨されません。

［次回のために記憶する］機能はブラウザ固有です。たとえば、ユーザーが Internet Explorer 経由でコントロールセン
ターにログインし、［次回のために記憶する］オプションを有効にするとします。その後、ユーザーが Firefox 経由でコ
ントロールセンターにログインする場合、ユーザーはログインクレデンシャルを入力する必要があります。
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cookie は管理者が指定した日数（最大 180 日）を過ぎると期限が切れます。ただし、強いパスワード機能を使うと有効
期限が変わることがあります。

［次回のために記憶する］機能を強いパスワードと共に使うことができるかどうかは、次に示すように機能を有効にする
順序によって決まります。

最初に強いパスワードを有効にし、続いて管理者が［次回のため
に記憶する］機能を有効にする。

［次回のために記憶する］機能が有効で、バイパス期間が 60 日
(強いパスワードが許容される最大の日数) よりも長い場合、ログ
インバイパス期間は強いパスワードと同じ有効期限の日付に設定
されます。
この変更はコントロールセンターの設定に反映されません。

最初に［次回のために記憶する］機能を有効にし、続いて管理者
が強いパスワードを有効にする。

［次回のために記憶する］機能はコントロールセンターで無効に
なります。

強いパスワードを適用する

カスタマイズしたユーザーログインヘルプページの指定

ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイパスの有効化
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［ユーザー］タブをクリックします。

3. ［ユーザーヘルプ］で、［\'次回のために記憶する\' 機能を有効にする］にチェックマークを付けます。

4. ［ログインのバイパス期間］ボックスに、ユーザーのログインクレデンシャルが有効である日数を入力します。

1 から 180 までの値を入力できます。デフォルト値は 30 日です。

この値を変更した場合、その変更はユーザーが次回のログイン時に［次回のために記憶する］オプションを選択した
ときに適用されます。

5. ［保存］をクリックします。

エンドユーザープリファレンスデータの複製の設定
コントロールセンターでの複製とは、コントロールセンターから、接続されて有効になっているスキャナにユーザープリ
ファレンスを伝播するプロセスを意味します。コントロールセンターのグローバル設定が複製の処理を制御します。

［状態］、［定時タスク］ページで、自動ユーザープリファレンスの状態を確認できます。

定時タスクについて

エンドユーザープリファレンスデータの複製を設定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［ユーザー］タブをクリックします。

3. ［複製の頻度］ボックスとドロップダウンリストで、複製の頻度を設定します。

［なし］を選択すると、複製をオフにできます。
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4. ［複製開始時刻］ドロップダウンリストでは、複製を開始する時間を指定できます。

5. 接続されて有効になっているすべてのスキャナに対して今すぐに LDAP データを複製するには、［今すぐ複製］をク
リックします。

6. すべてのエンドユーザープリファレンスデータを削除するには、［今すぐ削除］をクリックします。

7. ［保存］をクリックします。

SMTP グリーティングと postmaster アドレスの設定
Symantec Messaging Gateway が他のメールサーバーと接続してインバウンドまたはアウトバウンドのメッセージトラ
フィックを開始するとき、SMTP プロトコルの会話はグリーティングから始まります。

デフォルトでは、Symantec Messaging Gateway は次のグリーティングを使います。

Symantec Messaging Gateway

Symantec Messaging Gateway が使うインバウンド SMTP グリーティングとアウトバウンド SMTP グリーティングの両
方を変更できます。

また、ポストマスターアドレスも変更できます。Symantec Messaging Gateway では、バウンスメッセージにポストマ
スターアドレスが含まれます。

警告とレポートに関するコントロールセンター SMTP 設定の指定

SMTP グリーティングとポストマスターアドレスを設定するには
1. コントロールセンターで［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］を選択します。

2. ［SMTP］タブの［インバウンド SMTP グリーティング］フィールドでテキストをハイライトし、使うテキストを入
力します。

3. ［アウトバウンド SMTP グリーティング］フィールドでテキストをハイライトし、使うテキストを入力します。

4. ［ポストマスターアドレス］フィールドでテキストをハイライトし、使う電子メールアドレスを入力します。

postmaster アドレスは有効な電子メールアドレスか「postmaster」である必要があります。

5. ［保存］をクリックします。

警告の設定
「警告の設定」では、さまざまな種類の警告を設定するために実行できるタスクについて説明します。必要に応じて、こ
れらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 166: 警告の設定

タスク 説明

Symantec Messaging Gateway に
設定できる警告の種類を習得して
ください。

警告とは、注意が必要な状況が発生していることを管理者に伝えるために自動的に送信される電
子メール通知です。送信される警告の種類、警告メッセージに表示される From: ヘッダー、警告
を受け取る管理者を選択できます。
警告の種類

必要な警告を設定します。 電子メールキューのサイズ、スパム検疫のサイズ、ライセンスの有効期限、ハードウェアの問題
など、Symantec Messaging Gateway のイベントに対して警告を設定できます。警告通知電子
メールに表示される電子メールアドレスと、警告を送信する頻度を指定できます。
UPS の状態警告を除き、警告の状態が起きたまさにその時刻に警告が送信されるわけではありま
せん。その代わり、警告は設定可能な一定の間隔（デフォルトは 1 時間おき）で送信されます。

 443



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

タスク 説明

アプライアンスのディスク容量が
少なくなったことを通知する警告
を送信させます。

スキャナのディスク領域が容量に近づくか、または達したときにシステムから通知を受け取るに
は、ディスク領域不足の警告を有効にする必要があります。
ディスク領域不足の警告の設定

提示タスクが失敗したことを通知
する警告を送信させます。

定時タスクの実行が失敗したときの電子メール警告を設定できます。タスクが失敗すると、指定
されている管理者に電子メール通知が送信され、失敗したタスクとホストが示されます。コント
ロールセンターのログでは、エラーについてのそれ以上の詳細が提供されます。
定時タスクエラーの警告の設定

SMT 警告とレポートの設定を指
定します。

コントロールセンターからの情報の送信先となる SMTP ホストの IP アドレスとポート番号を指
定する必要があります。
警告とレポートに関するコントロールセンター SMTP 設定の指定

警告の種類
警告とは、注意が必要な状況が発生していることを管理者に伝えるために自動的に送信される電子メール通知です。送信
される警告の種類、警告メッセージに表示される From: ヘッダ、警告を受け取る管理者を選択できます。

［警告］ページには、利用可能な警告の設定が表示されます。

Table 167: ［警告］ページ

警告の設定 説明

通知送信者 これらの設定はすべての警告に適用されます。
通知頻度 通知が送信される間隔です。デフォルトは 1 時間おきです。
送信元 警告通知の From: ヘッダに表示される電子メール アドレスです。
警告受信者 警告の送信先となる非ローカル管理者の電子メールアドレスです。
管理者警告 警告の送信先となる非ローカル管理者を選択/選択解除します。
アウトブレーク ウイルスアウトブレークに関連する警告
アウトブレーク検出 指定した時間、日にち、週、月の間に指定した数のウイルスが検出されると、警告が送信されます。
フィルタ スパムまたはウイルスのフィルタに関連する警告
スパムフィルタ経過
期間の上限

スパムフィルタの更新間隔が経過すると警告されます。スパムフィルタは、種類ごとに異なる間隔で定期的に
更新されます。不要な警告を避けるために、更新間隔を 2 時間以上に設定することを推奨します。

ウイルスフィルタ経
過期間の上限

ウイルスフィルタの更新間隔を過ぎた場合に警告されます。ウイルスフィルタは、1 週間に数回の頻度で更新
するのが一般的です。不要な警告を避けるために、最小の 7 日に設定することを推奨します。デフォルトの設
定は 10 日です。

新しいウイルスフィ
ルタが利用可能

新しいウイルスルールがダウンロード可能になった場合に警告が送信されます。

キュー メッセージキューに関連する警告
メッセージキューサ
イズの合計の上限

メッセージキューすべての合計サイズが、この警告の説明で指定されている値を超えた場合に警告が送信され
ます。メッセージキューには、インバウンドキュー、アウトバウンドキュー、Content Analysis キュー、配信
キューがあります。インバウンドキュー、アウトバウンドキュー、配信キューのサイズは、特定のキューが停
止または一時停止している場合や、配信不能なメッセージによってキューが遮断されている場合に大きくなる
ことがあります。Content Analysis キューのサイズは、Content Analysis サーバーがビジー状態または使用不
可能な状態の場合に大きくなることがあります。

キューがメッセージ
限度に到達

インバウンドキュー、アウトバウンドキュー、または配信キューがスキャナの［SMTP 拡張設定］ページで
設定された最大メッセージ数を超えた場合に警告が送信されます。また、Content Analysis キューが［脅威対
策］ > ［設定］ > ［スキャンの設定］ > ［脅威対策のスキャン設定］ページで設定された最大メッセージ数を
超えた場合にも警告が送信されます。
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警告の設定 説明

ディスク容量 利用可能なディスク容量に関連する警告
利用可能なディスク
容量の下限

アプライアンスの空きディスク容量が指定したサイズより少なくなると、警告が送信されます。ディスク容量
不足により、Symantec Messaging Gateway のパフォーマンスと安定性に問題が生じる可能性があります。

スパム検疫フォルダ
の最大設定ディスク
容量使用の上限

スパム検疫によって使われるディスク容量がスパム検疫の設定された最大サイズのパーセントを超えると、警
告が送信されます。スパム検疫の最大サイズは、［検疫の設定］ページ (［スパム］、［設定］、［検疫の設
定］の順に選択) で設定します。

コンテンツインシデ
ントフォルダの最大
設定ディスク容量使
用の上限

いずれかのコンテンツインシデントフォルダで利用可能なディスク容量が、指定された割合（%）を超えると
警告が送信されます。

ディスク容量不足に
よるログ記録の縮小
または停止のメッ
セージ表示

スキャナのディスク容量が最大容量に近づいたか、または達したためにシステムがログ記録を縮小または停止
すると警告が送信されます。

SMTP SMTP 認証に関連する警告
単一ユーザーのログ
インエラー

ユーザーが SMTP 認証によるログインを試みて失敗し、そのユーザーによる失敗回数が指定時間内に指定回数
以上になった場合に、警告が送信されます。各通知に表示するユーザーの最大数も指定できます。

単一 IP のログイン
エラー

ユーザーが SMTP 認証によるログインを試みて失敗し、その IP アドレスによる失敗回数が指定時間内に指定
回数以上になった場合に、警告が送信されます。各通知に表示する IP アドレスの最大数も指定できます。

DDS ディレクトリデータサービスに関連する警告
ディレクトリデータ
アクセスエラー

ディレクトリデータサービスが LDAP サーバーからデータを読み込めなかった場合に警告が送信されます。

ディレクトリデータ
整合性エラー

ディレクトリデータサービス操作の成功を防げている、お客様のディレクトリデータに関する問題を示しま
す。

データソースキャッ
シュ不足エラー

ディレクトリデータソースのキャッシュまたはキャッシュインデックスが不足しているため要求されたすべて
のデータをメモリに保持できない場合に警告が送信されます。

ユーザープリファレ
ンス複製エラー

ユーザープリファレンスをスキャナに複製するときにエラーが起きると警告が送信されます。

ライセンス/更新 ライセンス、証明書、ソフトウェアの更新に関連する警告
Symantec Premium
コンテンツ制御ライ
センスが期限切れ

PCC ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れになったときは別の警告が
送信されます。詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

Symantec AntiVirus
のライセンスが期限
切れ

ウイルス対策ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れになったときは別
の警告が送信されます。詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

Symantec AntiSpam
ライセンスが期限切
れ

Symantec AntiSpam ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れになったと
きは別の警告が送信されます。詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

シマンテックコンテ
ンツ暗号化ライセン
スが期限切れ

シマンテックコンテンツ暗号化ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れ
になったときは別の警告が送信されます。詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

ソフトウェア更新ラ
イセンスが期限切れ

ソフトウェア更新ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れになったとき
は別の警告が送信されます。詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

SSL/TLS 証明書期限
の警告

証明書が期限切れになった場合に警告が送信されます。証明書の状態を確認するには、［証明書の設定］ペー
ジに移動して［表示］をクリックします。1 回目の期限切れ警告は、期限切れの 7 日前に送信されます。そ
の 1 時間後に 2 回目の警告が送信されます。1 つの証明書について警告が 3 回以上送信されることはありませ
ん。
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警告の設定 説明

新しいソフトウェア
リリース更新が利用
可能

新しいソフトウェア更新がリリースされたことを示す警告が送信されます。

更新確認の頻度: Symantec Messaging Gateway が新しいソフトウェアの更新を調べる頻度を、分、時間、または日の単位で指
定します。

イベント システム操作に関連する警告
スワップ領域利用率
の下限

使用可能なスワップ用のメモリが、指定された割合（%）を超えた場合、警告が送信されます。

サービス応答なしま
たは停止中

応答しないサービスがある場合に警告が送信されます。サービスには、コンジット、LiveUpdate、Brightmail
エンジン、MTA、ディレクトリデータサービスなどがあります。

ハードウェアエラー ハードウェア（ファンやディスクなど）に問題が起きると、警告が送信されます。
不適切な終了後の
サービス開始

サービスを正しくシャットダウンせずに再起動した場合に、警告が送信されます。サービスには、コンジッ
ト、LiveUpdate、Brightmail エンジン、MTA、ディレクトリデータサービスなどがあります。

サービス終了 サービスが正常にシャットダウンされた場合に、警告が送信されます。サービスには、コンジッ
ト、LiveUpdate、Brightmail エンジン、MTA、ディレクトリデータサービスなどがあります。

サービス開始 サービスが開始された場合に、警告が送信されます。サービスには、コンジット、LiveUpdate、Brightmail エ
ンジン、MTA、エージェント、ディレクトリデータサービスなどがあります。

UPS の状態 無停電電源装置の状態が変化した場合に、警告が送信されます。この警告は、7 分おきに送信できます。
定時タスクエラー スケジュール設定したタスクを実行できなかった場合に警告が送信されます。定時タスクはそれぞれのタブで

設定しますが、［状態］ > ［システム］ > ［定時タスク］ページですべての定時タスクの状態を表示できま
す。

警告の設定
電子メールキューのサイズ、スパム検疫のサイズ、ライセンスの有効期限、ハードウェアの問題など、Symantec
Messaging Gateway のイベントに対して警告を設定できます。警告通知電子メールに表示される電子メールアドレス
と、警告を送信する頻度を指定できます。警告は、管理者の作成時に指定した管理者に送信されます。

クラッシュ時にはデフォルトの管理者が警告メールを受信します。非クラッシュ警告の警告電子メールは、デフォルトの
ローカル管理者以外のローカル管理者も受信するようにしてください。

ローカルと LDAP 管理者アカウントの設定

UPS の状態警告を除き、警告の状態が起きたまさにその時刻に警告が送信されるわけではありません。その代わり、警
告は設定可能な一定の間隔（デフォルトは 1 時間おき）で送信されます。

警告の種類

警告通知基準を設定するには
1. コントロールセンターで、［管理］、［設定］、［警告］の順に選択します。

2. ［通知送信者］で、［送信元］ボックスに電子メールアドレスを入力します。

3. ［通知頻度］ボックスに通知を送信する頻度を指定します。

4. 各タブをクリックし、警告を送信する条件にチェックマークを付けます。

該当するボックスとドロップダウンリストを使い、期間、割合、サイズの各パラメータを必要に応じて指定します。
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5. ［保存］をクリックします。

定時タスクエラーの警告の設定
定時タスクの実行が失敗したときの電子メール警告を設定できます。タスクが失敗すると、指定されている管理者に電子
メール通知が送信され、失敗したタスクとホストが示されます。コントロールセンターのログでは、エラーについてのそ
れ以上の詳細が提供されます。

定時タスクエラーの警告を設定するには
1. コントロールセンターで、［管理］、［設定］、［警告］の順に選択します。

2. ［イベント］タブで［定時タスクエラー］にチェックマークを付けて、［保存］をクリックします。

定時タスクについて

定時タスクの種類

警告とレポートに関するコントロールセンター SMTP 設定の指定
コントロールセンターは、指定された電子メールアドレスとリポジトリに次の情報を送信します。

• 警告通知
• レポート
• スパム Quarantine message

コントロールセンターからの情報の送信先となる SMTP ホストの IP アドレスとポート番号を指定する必要があります。

NOTE

Symantec Messaging Gateway は、コントロールセンターとスキャナで動作している製品のバージョンが同じ
であることを確認します。同じでない場合、Symantec Messaging Gateway はエラーメッセージを送出しま
す。その場合、スキャナのソフトウェアアップデートを実施し、［コントロールセンターの設定］ページで再
度 SMTP ホストを定義する必要があります。

ソフトウェアの更新のダウンロードとインストール

警告とレポートに関するコントロールセンター SMTP 設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］ > ［設定］ > ［コントロールセンター］を選択します。

2. ［SMTP］タブをクリックします。

3. ［コントロールセンター SMTP 設定］で、次のいずれかを実行します。

コントロールセンターが生成した電子メールの送信に非ローカル
リレーを使うことを指定するには

［既存の非ローカルリレー設定を使う］をクリックします。

MTA を実行しているコンピュータの IP アドレスまたは完全修飾
ドメイン名を指定するには

［新しいホストを定義する］をクリックします。
スキャナがコントロールセンターと同じアプライアンス上にイン
ストールされていなければ、この設定をデフォルト値以外に変更
します。SMTP で使用するポートを指定します。デフォルトの設
定は 25 です。

4. ［保存］をクリックします。

パスワードの管理
「パスワードの管理」では、パスワードを管理するために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらのタス
クをどの順序でも実行できます。
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Table 168: パスワードの管理

タスク 説明

パスワードをリセットする。 管理者がパスワードを忘れた場合は、コントロールセンター管理者パスワードのリセットが必要にな
る場合があります。
管理者パスワードのリセット

強いパスワードを要求して、
コントロールセンターへのア
クセスセキュリティを強化す
る。

強いパスワードはコントロールセンターへのアクセスをより安全にします。強いパスワード機能を有
効にすると、すべての管理者の現在のパスワードは期限切れになります。ただし、admin 管理者のパ
スワードの期限は切れません。管理者は、次回コントロールセンターにアクセスするときに新しい強
いパスワードを設定する必要があります。
強いパスワードを適用する

強いパスワードの基準につい
て理解する。

強いパスワード機能を有効にした場合、パスワードは最低限の基準（8 文字以上など）を満たす必要
があります。
強いパスワードの基準

パスワードのベストプラク
ティスを理解する。

安全なパスワードを作成するための提案事項を確認します。
パスワードのベストプラクティス

管理者パスワードのリセット
管理者がパスワードを忘れた場合は、コントロールセンター管理者パスワードのリセットが必要になる場合があります。

NOTE

［強いパスワードの要求］設定が有効で、パスワード変更禁止期間（1 日）を満たしていない場合は、admin
管理者のみが別の管理者のパスワードを変更できます。そうでない場合は、［管理者の管理］権限を持つ管理
者であれば、別の管理者のパスワードを変更できます。

管理者権利

管理者のパスワードをリセットした後は、安全な方法（電話など）で管理者に新しいパスワードを伝えてください。電子
メールは通常は安全な方法ではありません。

強いパスワードを適用する

管理者の編集

管理者パスワードをリセットするには
1. コントロールセンターで［管理］、［ユーザー］、［管理者］の順に選択します。

2. パスワードを変更する管理者の横にあるチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

3. ［パスワード］ボックスに新しいパスワードを入力します。

4. ［パスワードの確認］ボックスに、新しいパスワードをもう一度入力します。

5. ［保存］をクリックします。

強いパスワードを適用する
強いパスワードの有効と無効を切り替えることができます。強いパスワードはコントロールセンターへのアクセスをよ
り安全にします。強いパスワード機能を有効にすると、すべての管理者の現在のパスワードは期限切れになります。ただ
し、admin 管理者のパスワードの期限は切れません。管理者は、次回コントロールセンターにアクセスするときに新しい
強いパスワードを設定する必要があります。

強いパスワード機能を無効にすると、パスワードの履歴が消去されます。後でもう一度強いパスワードを有効にした場
合、管理者は強いパスワードが有効になったために使用できなくなった古いパスワードを再使用できます。
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強いパスワードを［次回のために記憶する］機能と共に使うことができるかどうかは、次に示すように機能を有効にする
順序によって決まります。

最初に強いパスワードを有効にし、続いて管理者が［次回のため
に記憶する］機能を有効にする。

［次回のために記憶する］機能が有効で、バイパス期間が 90 日
(強いパスワードが許容される最大の日数) よりも長い場合、ログ
インバイパス期間は強いパスワードと同じ有効期限の日付に設定
されます。
この変更はコントロールセンターの設定に反映されません。

最初に［次回のために記憶する］機能を有効にし、続いて管理者
が強いパスワードを有効にする。

［次回のために記憶する］機能はコントロールセンターで無効に
なります。

強いパスワードを適用するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ユーザー］、［管理者］の順に選択します。

2. 次のいずれかを行います。

• 強いパスワードを有効にするには、［強いパスワードの要求］にチェックマークを付けます。
• 強いパスワードを無効にするには、［強いパスワードの要求］のチェックマークを外します。
強いパスワードについての新しいポリシーが即座に有効になります。

3. ［パスワード期限切れ］フィールドに、パスワードを変更する周期を日数で入力します。

1 から 90 の値を入力できます。デフォルト値は 60 日です。

強いパスワードの基準

管理者パスワードのリセット

ユーザーによるコントロールセンターログインクレデンシャルのバイパスの有効化

パスワードのベストプラクティス
安全なパスワードを作成するために、次の提案事項を考慮してください。

• 次の形式を使用するパスワードを作成しないでください。
– 一般の辞書や用語集に載っているような語句
– 配偶者、親、子供、ペット、ゲームキャラクタ、有名人、場所などの名前
– 本名、アカウント名の変化形
– 他人が知ることのできる個人情報（電話番号、ナンバープレート、社会保障番号など）
– 誕生日や単純なパターン（順番を逆にしたり、前後に数字を追加したパターン）

• 次の推奨事項に基づいてパスワードを作成します。
– 大文字と小文字を併用し、数字と記号を入れるようにしてください。
– パスワードが既存のパスワードと関連性がないものであることを確認してください。
– パスワードは 8 文字以上で作成してください
– 2 つの単語を記号でつないだ文字列を使うことを考慮してください
– パスフレーズ（理解可能な一連の単語）を使うことを考慮してください
– パスフレーズに含まれる各単語の最初の 1 文字を使うことを考慮してください

強いパスワードの基準

管理者のパスワードをリセットした後は、安全な方法（電話など）で管理者に新しいパスワードを伝えてください。電子
メールメッセージは、通常は安全な方法ではありません。

強いパスワードの基準
強いパスワードは、次のすべての必要条件を満たす必要があります。
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• US-ASCII 文字のエンコード
• 少なくとも 8 文字
• 少なくとも 1 つの大文字
• 少なくとも 1 つの小文字
• 少なくとも 1 つの数字

強いパスワードを適用する

強いパスワードは、1 日に 1 回しか変更できませんが、60 日ごとに変更する必要があります。強いパスワードは、ユー
ザーの最後の 5 つのパスワードと同じにすることはできません。

アプライアンスの保守
管理者は、コントロールセンター、スキャナ、接続されているデバイスに十分なディスク容量があり、それらが確実に正
しく機能するように、ディスクと電力の使用量を監視できます。

「アプライアンスの保守」では、アプライアンスを保守するために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これ
らのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 169: アプライアンスの保守

タスク 説明

十分なディスク領域を維持する
方法について理解を深める。

ディスクに十分な空き容量があるほど、Symantec Messaging Gateway の処理効率が高くなりま
す。拡張レポートデータやスパム検疫など特定の機能は大量のディスク領域を使用し、システム
リソースに重い負担をかける可能性があります。定期的にディスク使用状況をディスク容量と比較
し、コントロールセンターとスキャナに十分なディスク空き容量が確保されていることを確認しま
す。
十分なディスク容量の保持について

必要な場合はアプライアンスを
終了する。

アプライアンスを終了する前に、まずメールフローを停止してください。安全のため、インバウン
ド、アウトバウンド、配信のメッセージキューを解除することもできます。
アプライアンスの終了

必要に応じてアプライアンスを
再起動する。

また、すべてのアプライアンスを同時に再起動することもできます。アプライアンスを再起動する
と、アプライアンスが自動的に終了してから、自動的に再起動します。
アプライアンスを再起動する

アプライアンスを出荷時のデ
フォルト状態に戻す。

リセットによって、アプライアンスにインストールされている最新のバージョンになります。
アプライアンスを出荷時の設定に戻す

停電時の UPS オプションを設定
する。

Symantec Messaging Gateway は USB 接続の APC UPS デバイスを監視できます。停電による段
階的な終了を実行することもできます。
UPS 設定の指定

異なるネットワーク構成からア
プライアンスを復元する。

以下の状況でこのタスクの実行が必要になる場合があります。
• ディザスタリカバリ
• データセンターの移行
• ハードウェアのアップグレード移行
• 物理アプライアンスから仮想アプライアンスへの移行
• 仮想アプライアンスから物理的なアプライアンスへの移行
異なるネットワーク構成からのアプライアンスの復元

アプライアンスを再起動する
アプライアンスは必要に応じて再起動できます。また、すべてのアプライアンスを同時に再起動することもできます。ア
プライアンスを再起動すると、アプライアンスが自動的に終了してから、自動的に再起動します。
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アプライアンスの終了

アプライアンスを再起動するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［シャットダウン］の順に選択します。

2. ［システムシャットダウン］で、［ホスト］ドロップダウンリストをクリックし、再起動するアプライアンスを選択
します。すべてのアプライアンスを再起動するには、［すべてのホスト］を選択します。

3. ［再起動］をクリックします。

すべての接続が閉じ、システムが再起動します。

アプライアンスを出荷時の設定に戻す
アプライアンスを、そのアプライアンスにインストールされている最新バージョンの出荷時のデフォルトの状態に戻すこ
とができます。

この機能を有効にすると、選択したホストに対し Symantec Messaging Gateway が次の処理をすべて実行します。

• スキャナホストを停止する
• ホストテーブルからホストを消去する
• データベースからログを消去する
• データベースからレポートを消去する
• データベースから状態情報を消去する
• すべての設定とポリシーをデフォルト値にリセットする
• アプライアンス上に保存されているバックアップファイルをすべて削除します。
• スパム提出機能を無効にし、すべての関連するスパム提出機能を出荷時のデフォルトの状態に戻します。
この機能には、すべての提出者の種類および提出者アドレスの削除と、提出者 ID の消去が含まれます。

NOTE

特定のスキャナで出荷時リセットを行った後は、コントロールセンターでそのスキャナを一度削除し、再度追
加する必要があります。

アプライアンスのリセット後、自動的にログアウトされます。

アプライアンスを出荷時のデフォルトの状態に戻すには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

2. ［出荷時リセット］タブで、［ホスト］ドロップダウンリストをクリックし、ホストを個別に選択するか、また
は［すべてのホスト］を選択します。

［すべてのホスト］オプションを選択すると、すべてのホストを、アプライアンスにインストールされている最新
バージョンの出荷時の状態に戻すことができます。

3. ［リセット］をクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。

4. リセットする場合は［リセット］をクリックし、中止する場合は［キャンセル］をクリックします。

アプライアンスを再起動する
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UPS 設定の指定
Symantec Messaging Gateway は USB 接続の APC UPS デバイスを監視できます。次のいずれかの条件が成立した時点
で、停電による段階的なシャットダウンを実行することもできます。

バッテリ残量 停電が起きて（UPS から報告される）バッテリ残量がこのフィールドで指定した値以下になるとアプライアンスを
シャットダウンします。

分単位の実行時
間

停電が起きて（UPS 内部で計算される）残りの稼働時間がこのフィールドで指定した値以下になるとアプライアン
スをシャットダウンします。

分単位のタイム
アウト

停電が起きた場合、UPS はこのフィールドで指定したタイムアウト（分単位）の間、バッテリで稼働し続けます。

Note: Smart UPS を使用する場合は、［分単位のタイムアウト］機能を無効にし、他の 2 つの設定を使用して
シャットダウン開始の条件を指定することをお勧めします。

UPS 設定を指定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［設定］、［UPS］の順に選択します。

2. ［UPS の監視を有効にする］にチェックマークを付けて、アプライアンスを自動的に終了する条件を選択します。

異なるネットワーク構成からのアプライアンスの復元
以下の状況で異なるネットワーク構成からアプライアンスを復元できます。

• ディザスタリカバリ
• データセンターの移行
• ハードウェアのアップグレード移行
• 物理アプライアンスから仮想アプライアンスへの移行
• 仮想アプライアンスから物理的なアプライアンスへの移行

NOTE

コントロールセンターのホストを再設定する場合は、すべてのログ、設定、データを削除してください。コン
トロールセンターかコマンドラインインターフェースを通して削除できます。

スキャナサービスは復元操作の後にデフォルトでは開始されません。サイト セットアップ ウィザードをバイパスし、コ
マンドライン インターフェースから db-restore コマンドを実行する場合は、スキャナ サービスを復元操作後に手動で
開始する必要があります。

バックアップを 1 つのネットワーク構成から取り出して別のネットワーク構成に復元する場合、BCC/AIO および追加の
スキャナの IP アドレスがバックアップから取り出された IP アドレスに一致しなければ、バックアップは正常に実行され
ません。

異なるネットワーク構成からアプライアンスを復元するには
1. 新しいホストをインストールし、設定します。

設定の間に選択したホストの役割はバックアップの役割と同一である必要があります。たとえば、バックアップが
オールインワンの配備から取られる場合は、新しいホストの役割はコントロールセンターとスキャナである必要があ
ります。

2. サイトセットアップウィザードからライセンスファイルをインポートすることによって新しいホストを登録します。

3. オプションで、サイトセットアップウィザードを実行します。

サイトセットアップウィザードを完了すると、セットアップ情報は復元操作によって上書きされます。ただし、サイ
トセットアップウィザードを完了すると、コマンドラインインターフェースの代わりにコントロールセンターによっ
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てソフトウェアの更新と復元を実行することができます。サイトセットアップウィザードは復元操作の前に仮想 IP
を作成することも可能にします。

4. コントロールセンターからログアウトしてセットアップウィザードを終了します。

5. 新しいホストのソフトウェアバージョンがバックアップの時と同じバージョンであることを確認します。

ソフトウェアバージョンが異なっている場合:

• コマンドラインインターフェースを通してホストを更新します。
• サイトセットアップを完了したらコントロールセンターによってホストを更新します。

6. 各スキャナのホストにログオンします。/data/scanner/etc/agentconfig.xml ファイルの許可する IP のリス
トにコントロールセンターの新しい IP アドレスを追加します。

コマンドライン インターフェースを通して agent-config コマンドを使い、許可する IP リストを追加できます。

7. コマンドライン インターフェースを通して新しいホストで db-restore コマンドを実行します。

8. MTA とコントロールセンターの証明書が新しいホストで有効であることを確認します。

9. コンテンツ暗号化が有効になっている場合は、コンテンツ暗号化に対して新しいホストをプロビジョニングするため
にシマンテック社のプロビジョニング担当者に連絡してください。

十分なディスク容量の保持について
ディスクに十分な空き容量があるほど、Symantec Messaging Gateway の処理効率が高くなります。拡張レポートデー
タやスパム検疫など特定の機能は大量のディスク領域を使用し、システムリソースに重い負担をかける可能性がありま
す。定期的にディスク使用状況をディスク容量と比較し、コントロールセンターとスキャナに十分なディスク空き容量が
確保されていることを確認します。

スキャナとコントロールセンターに古いログファイルや不要なログファイルがないか調べ、手動でそれらを削除します。

ログデータの過剰生成によるシステムへの負担を緩和するために、ログデータベースのサイズ、ログレベル、古いログ
データのパージ頻度を設定します。

スパムウイルス検疫とコンテンツインシデントフォルダには、より小さいディスク使用量を指定します。

抹消が定期的に実行されるようにスケジュールします。

定時タスクの種類

アプライアンスの終了
アプライアンスを終了すると、すぐにプロセスが開始されます。メッセージキューに電子メールがある場合、それらの電
子メールはキューに残ります。アプライアンスを終了する前に、まずメールフローを停止してください。安全のため、イ
ンバウンド、アウトバウンド、配信のメッセージキューを解除することもできます。

アプライアンスを再起動する

アプライアンスを終了するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［設定］の順に選択します。

2. 終了するスキャナの横のチェックボックスにチェックマークを付け、［編集］をクリックします。

［ホスト設定の編集］ページの［サービス］タブが表示されます。
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3. ［MTA 操作］で、［着信メッセージを受け入れない］をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。

5. ［状態］の［SMTP］の［メッセージキュー］ページで、各メッセージキューを表示して、空かどうかを確認しま
す。

6. メッセージが含まれるキューがある場合は［すべて解除］をクリックしてキューを解除します。

［削除］をクリックして 1 つのメッセージを削除するか、［すべて削除］をクリックしてキュー内のすべてのメッ
セージを削除することもできます。

7. すべてのキューが空になるまで、前の手順を繰り返します。

8. ［管理］の［ホスト］の［シャットダウン］ページで、［ホスト］ドロップダウンリストをクリックして終了するホ
ストを選択します。

9. ［シャットダウン］をクリックします。

アプライアンスを終了する前に、ローカル接続したビデオコンソールまたはシリアル接続経由で、［Power
Down］というメッセージが表示されることを確認します。

Symantec Messaging Gateway と Symantec Protection Center につい
て
Symantec Protection Center により、シマンテック社の該当するセキュリティ製品の管理を単一の環境に統合できま
す。Symantec Messaging Gateway と他のシマンテックセキュリティ製品を Symantec Protection Center へ統合する
ことにより、次のメリットが生まれます。

• ダッシュボードにより、該当セキュリティ製品に共通のユーザーインターフェースが提供され、単一の場所から脅威
を評価し、修復できます。

• 集計レポートにより、すべての統合製品のデータを組み合わせたり、比較できます。
• Symantec Global Intelligence Network（GIN） からのリアルタイムのフィードバックにより、検出された脆弱性、お
客様のネットワーク内に検出された脅威、およびそれらのネットワークを終了させる悪質なトラフィックについての
最新情報が提供されます。

詳しくは Symantec Protection Center について、Symantec Protection Center の製品のマニュアルを参照してください。

Symantec Messaging Gateway を Symantec Protection Center と統合する

Symantec Protection Center による拡張レポート実行のための Symantec Messaging Gateway データの使用方法

Symantec Messaging Gateway を Symantec Protection Center と統合する
Symantec Protection Center では新しい Web サービスのレイヤーを実装しており、これにより Protection Center と
Symantec Messaging Gateway や他の統合アプリケーションとの通信が可能になります。

Symantec Messaging Gateway を統合する前に、Protection Center をインストールし、設定してください。シマンテッ
ク社はその後、Protection Center に Symantec Messaging Gateway と他のサポート対象の製品を追加するための簡単な
手順を提供します。Protection Center の設定と製品の追加について詳しくは、Protection Center のマニュアルを参照し
てください。

Messaging Gateway を Symantec Protection Center と統合する場合は、Protection Center サーバーが Symantec
Messaging Gateway アプライアンスとポート 8443 で通信できるようにしてください。環境に応じて、ファイアウォー
ルの変更が必要になることもあります。

Symantec Messaging Gateway と Symantec Protection Center について

Symantec Protection Center による拡張レポート実行のための Symantec Messaging Gateway データの使用方法
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Symantec Protection Center による拡張レポート実行のための Symantec
Messaging Gateway データの使用方法
Symantec Messaging Gateway で利用可能な標準のレポートに加え、Protection Center では複数の統合型の製品から
のデータを組み合わせることができるレポートを提供します。たとえば、Protection Center コンソールに Symantec
Messaging Gateway と Symantec Endpoint Protection を統合型していれば、両方からのデータを組み合わせたレポート
を実行することができます。

これらのレポートをフィルタ処理して保存し、電子メールで配布することができます。Protection Center のレポートに
ついて詳しくは、Protection Center のマニュアルを参照してください。

Symantec Messaging Gateway と Symantec Protection Center について

バックアップの管理
「バックアップの管理」では、バックアップを管理するために実行できるタスクを説明します。必要に応じて、これらの
タスクをどの順序でも実行できます。

Table 170: バックアップの管理

タスク 説明

指定した時間に自動的にバック
アップを行うようにスケジュー
ル設定する。

完全バックアップ、部分的なバックアップ、またはシステム設定のみのバックアップをスケジュー
ル設定できます。
バックアップのスケジュール設定

バックアップスケジュールを修
正する。

必要に応じて、バックアップを実行する時刻やバックアップ対象など、定時バックアップを修正し
ます。
定時バックアップの編集

不要になったバックアップスケ
ジュールを削除する。

定時バックアップを削除すると、復元することはできません。
定時バックアップの削除

必要に応じて手動バックアップ
を実行する。

アプライアンスの保守、データのパージ、データの削除を実行する前に、このタスクの実行が必要
になる場合があります。
オンデマンドバックアップの実行

バックアップからアプライアン
スを復元する。

データベースをバックアップしてある場合は、利用可能なバックアップストアからデータベースを
復元できます。アプライアンスのバックアップを物理的に別のアプライアンスに復元する場合は、
新しいアプライアンスで日付が正しく設定されていることを確認してください。この確認により、
バックアップ時の検疫に含まれていたメッセージが復元後に正しく表示されるようになります。
バックアップからのアプライアンスの復元

ログデータのバックアップを作
成するためのベストプラクティ
スを理解する。

一般的に、ログファイルをバックアップしなければならない理由はありません。トラブルシュー
ティングの目的では、［情報］または［デバッグ］（最も詳細な情報を提供）に設定されている以
外のログはあまり使用されません。
ログデータのバックアップについて

バックアップのスケジュール設定
頻繁に実行するバックアップのスケジュールを設定し、必要なときに最新の設定情報およびデータが利用できるようにす
ることを推奨します。

完全バックアップ、ポリシーのみのバックアップ、または指定した項目の設定バックアップのスケジュールを設定するこ
とができます。バックアップのスケジュールを設定すると、［状態］、［定時タスク］の順に選択して表示されるページ
でバックアップの状態を監視できます。

定時タスクについて
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バックアップの種類をカスタマイズする機能は柔軟性を与えます。たとえば、インシデントフォルダ内のメッセージまた
はコンプライアンス要件をバックアップして保持したい場合に、十分な格納領域がない状況を想定します。ポリシーとコ
ンテンツインシデントをバックアップし、ボックス外にバックアップを保存できます。または、コントロールセンターに
あるポリシーを別のコントロールセンターにコピーしたいことがあるかもしれません。ポリシーをバックアップし、それ
を別のコントロールセンターで復元できます。

バックアップには実際のライセンスファイルは含まれません（ライセンスファイルの拡張子は .slf です）。したがって、
バックアップを復元するときはライセンスを再登録する必要があります。ライセンスファイルを見つけることができなけ
れば、新しいものを要求してください。

交換ライセンスファイルの取得

必要なときはバックアップを復元できます。ただし、その前に留意する必要がある考慮事項があります。

バックアップからのアプライアンスの復元

NOTE

db-backup コマンドを使用すれば、SCP でアプライアンスをバックアップできます。コントロールセンターも
このオプションも提供します。

バックアップのスケジュールを設定するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

2. ［バックアップ］タブで［追加］をクリックします。

［定時バックアップの追加］ページが表示されます。

3. ［バックアップの説明］で、バックアップに名前を付けます。

4. ［バックアップデータ］で、バックアップの種類を次の中から選択します。

完全バックアップ 完全なデータベースと以下の項目をバックアップします。
• スパム Quarantine message
• ウイルス疑いの検疫メッセージ
• スパム提出の提出者 ID
• スパム提出の提出者リスト
• ディスクに保存される情報インシデントフォルダ内のコンテンツなフィルタメッセージ
• ディスクに保存される検疫インシデントフォルダ内のコンテンツなフィルタメッセージ

カスタムバックアップ ［カスタム バックアップ］オプションには以下のサブオプションが含まれます。
• ［ポリシーのみ］
スパム、ウイルス、レピュテーションとコンテンツフィルタポリシー、脅威対策ポリシー、ポリシー
グループ、すべてのポリシーリソースをバックアップします。

• ［設定］（ポリシーを含む）
すべての設定データ (コントロールセンター内のすべての変更可能な設定、スパム提出の提出者 ID、
提出者リストを含む) とポリシーをバックアップします。以下のように、選択した追加項目もバック
アップします。
– コンテンツインシデントメッセージを含む
設定データおよびポリシーに加えて、すべてのコンテンツインシデントフォルダにあるメッセージ
すべてをバックアップします。

– レポートデータを含む
設定データおよびポリシーに加えて、レポートデータすべてをバックアップします。

– ログデータを含む
設定データおよびポリシーに加えて、ログデータすべてをバックアップします。
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5. ［バックアップスケジュール］で、バックアップを実行する時刻と頻度を定義します。

6. ［バックアップ先］で、次のいずれかを選択します。

サーバーにバックアップを格
納する

このオプションは、ローカルサーバーにバックアップを格納します。［格納するバックアップの
数］フィールドを使用して、保存するバックアップバージョンの数を指定します。
保存するバックアップバージョンの数を指定する必要があるのは、ファイルをローカルに保存する
場合のみです。1 から 25 までの値を入力してください。デフォルト値は 3 です。

リモートの場所にバックアッ
プを格納する

次の値を指定します。
• プロトコル: ドロップダウンリストから［FTP］または［SCP］を選択する
• ホスト/IP アドレス: 例: host.symantecs.org (または 192.168.2.42)
• ポート番号
• パスを入力する。例: /home/username/backups/
• 転送が認証を必要とする場合は示すためにチェックします。
必要な場合は次を指定する。
– ユーザー名
– パスワード

7. ［保存］をクリックします。

定時バックアップの編集
定時バックアップを必要に応じて修正できます。

定時バックアップを編集するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

2. ［バックアップ］タブで、編集するバックアップの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［編集］をクリックします。

［定時バックアップの編集］ページが表示されます。

4. 定時バックアップのオプションを編集します。

5. ［保存］をクリックします。

定時バックアップの削除
不要になった定時バックアップを削除できます。

バックアップのスケジュール設定

定時バックアップを削除するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

2. ［バックアップ］タブで、削除するバックアップの横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

3. ［削除］をクリックします。

オンデマンドバックアップの実行
完全バックアップ、ポリシーのみのバックアップ、または任意の時点で指定した項目の設定バックアップを実行できま
す。

バックアップの種類をカスタマイズする機能は柔軟性を与えます。たとえば、コンプライアンス要件のためにインシデン
トフォルダのメッセージをバックアップして保持する必要があり、しかし十分なストレージ容量がないものとします。ポ
リシーとコンテンツインシデントをバックアップし、ボックス外にバックアップを保存できます。または、コントロール
センターにあるポリシーを別のコントロールセンターにコピーしたいことがあるかもしれません。ポリシーをバックアッ
プして他のコントロールセンターに復元できます。
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バックアップには実際のライセンスファイルは含まれません（ライセンスファイルの拡張子は .slf です）。したがって、
バックアップを復元するときはライセンスを再登録する必要があります。ライセンスファイルを見つけることができなけ
れば、新しいものを要求してください。

交換ライセンスファイルの取得

必要なときはバックアップを復元できます。ただし、その前に留意する必要がある考慮事項があります。

バックアップからのアプライアンスの復元

NOTE

db-backup コマンドを使用すれば、SCP でアプライアンスをバックアップできます。コントロールセンターも
このオプションも提供します。

オンデマンドバックアップを実行するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

2. ［バックアップ］タブで［今すぐバックアップ］をクリックします。

3. ［バックアップデータ］で、バックアップの種類を次の中から選択します。

完全バックアップ 完全なデータベースと以下の項目をバックアップします。
• スパム Quarantine message
• ウイルス疑いの検疫メッセージ
• スパム提出の提出者 ID
• スパム提出の提出者リスト
• ディスクに保存される情報インシデントフォルダ内のコンテンツなフィルタメッセージ
• ディスクに保存される検疫インシデントフォルダ内のコンテンツなフィルタメッセージ

カスタムバックアップ ［カスタム バックアップ］オプションには以下のサブオプションが含まれます。
• ［ポリシーのみ］
スパム、ウイルス、レピュテーションとコンテンツフィルタポリシー、脅威対策ポリシー、ポリシー
グループ、すべてのポリシーリソースをバックアップします。

• ［設定］（ポリシーを含む）
すべての設定データ (コントロールセンター内のすべての変更可能な設定、スパム提出の提出者 ID、
提出者リストを含む) とポリシーをバックアップします。以下のように、選択した追加項目もバック
アップします。
– コンテンツインシデントメッセージを含む
設定データおよびポリシーに加えて、すべてのコンテンツインシデントフォルダにあるメッセージ
すべてをバックアップします。

– レポートデータを含む
設定データおよびポリシーに加えて、レポートデータすべてをバックアップします。

– ログデータを含む
設定データおよびポリシーに加えて、ログデータすべてをバックアップします。
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4. ［バックアップ先］で、次のいずれかを選択します。

サーバーにバックアップを格
納する

このオプションは、ローカルサーバーにバックアップを格納します。［格納するバックアップの
数］フィールドを使用して、保存するバックアップバージョンの数を指定します。
保存するバックアップバージョンの数を指定する必要があるのは、ファイルをローカルに保存する
場合のみです。1 から 25 までの値を入力してください。デフォルト値は 3 です。

リモートの場所にバックアッ
プを格納する

次の値を指定します。
• プロトコル: ドロップダウンリストから［FTP］または［SCP］を選択する
• ホスト/IP アドレス: 例: host.symantecs.org (または 192.168.2.42)
• ポート番号
• パスを入力する。例: /home/username/backups/
• 転送が認証を必要とする場合は示すためにチェックします。
必要な場合は次を指定する。
– ユーザー名
– パスワード

5. ［今すぐバックアップ］をクリックします。

バックアップからのアプライアンスの復元
必要に応じて手動または定時バックアップを復元できます。

以下にバックアップの復元についての注意事項を示します。

• バックアップは、作成時と同じ製品のバージョンに復元しなければなりません。
• ポリシーのみのバックアップの場合、ポリシーグループメンバーシップのバックアップ詳細は、バックアップを格納
するコントロールセンターのDDS設定に適合しなければなりません。
DDS設定はポリシーのみのバックアップには含まれませんが、完全バックアップおよび構成バックアップには含まれ
ます。

• ポリシーのみのバックアップの場合、コンテンツフィルタポリシー処理はバックアップを復元するコントロールセン
ターのインシデントフォルダ設定に適合しなければなりません。

• ポリシーのみのバックアップの場合、復元後のポリシーグループには、設定されたアドレス解決データソースに存在
しないLDAPメンバーが含まれる場合があります。

• ポリシーのみのバックアップの場合、復元後に、ポリシーグループメンバーが設定されたアドレス解決データソース
に関して有効であることを確認しなければなりません。

• アプライアンスのバックアップを物理的に別のアプライアンスに復元する場合は、新しいアプライアンスで日付が正
しく設定されていることを確認してください。この確認により、バックアップ時の検疫に含まれていたメッセージが
復元後に正しく表示されるようになります。

• バックアップを実行する前に顧客固有のスパム機能を有効にした場合、バックアップは復元できても提出設定が復元
できない場合は、関連するメッセージがログインページに表示されます。問題を解決するためには、［スパム］、
［設定］、［提出の設定］ページに進み、［保存］をクリックします。コントロールセンターは設定を Symantec
サーバーの設定と同期し、それにより顧客固有のスパム提出設定を復元します。

NOTE

バックアップを 1 つのネットワーク構成から取り出して別のネットワーク構成に復元する場合、BCC/AIO およ
び追加のスキャナの IP アドレスがバックアップから取り出された IP アドレスに一致しなければ、バックアッ
プは正常に実行されません。コントロールセンターとして動作するアプライアンスを元の IP アドレスとは異な
る IP アドレスから復元した場合は、そのアプライアンスを再起動します。そのアプライアンスでスキャナも動
作している場合は、スキャナを先に停止してください。

異なるネットワーク構成からのアプライアンスの復元

バックアップを復元すると、メッセージが表示されます。メッセージはリストアプロセスについての短い概略を提供し、
実行する必要のある手順について説明します。
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アプライアンスを再起動する

1. ローカルバックアップからアプライアンスを復元するには、コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バー
ジョン］の順に選択します。

2. ［復元/ダウンロード］タブで［サーバーからバックアップを復元/ダウンロード］をクリックします。

3. ［利用可能なバックアップ］で、復元するバックアップの横のボックスにチェックマークを付けます。

4. ［復元］をクリックします。

バックアップファイルを、コントロールセンターを実行しているアプライアンスからダウンロードするには
5. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バージョン］の順に選択します。

6. ［復元/ダウンロード］タブで［サーバーからバックアップを復元/ダウンロード］をクリックします。

7. ［利用可能なバックアップ］で、ダウンロードするバックアップの横のボックスにチェックマークを付けます。

8. ［ダウンロード］をクリックします。

9. リモートバックアップからアプライアンスを復元するには、コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［バー
ジョン］の順に選択します。

10.［復元/ダウンロード］タブで［リモートの場所からバックアップを復元］をクリックします。

プロトコル、ドメイン（ホスト名）または IP アドレス、ポート、ファイルの完全修飾（絶対）パスを指定します。
必要に応じて認証情報を指定します。

リモートバックアップからシステムを復元するためのサンプル値を次に示します。

ホスト/IP アド
レス

host.symantecs.org（または 192.168.2.42）

ポート 21
パス /home/username/backups/

11.［復元］をクリックします。

12.ローカルファイルからシステムを復元するには、コントロールセンターで［管理］ > ［ホスト］ > ［バージョン］を
選択します。

13.［復元/ダウンロード］タブで［ローカルコンピュータからバックアップファイルをアップロード］をクリックしま
す。

この手順は、バックアップファイルのローカルコピー（FTP を使用してバックアップしたコピーなど）を持っている
ことを前提とします。

14.［復元］をクリックします。

バックアップのスケジュール設定

オンデマンドバックアップの実行

ログデータのバックアップについて
通常、ログファイルのバックアップは必要ありません。トラブルシューティングの目的では、［情報］または［デバッ
グ］（最も詳細な情報を提供）に設定されていないログはあまり使われません。必要に応じて最新のログを確認して保存
し、ログデータの保存期間を適切に設定することをお勧めします。

 460



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

製品を最新の状態に保持
「製品を最新の状態に保持」では、アプライアンスを最新の状態に保持するために実行できるタスクを説明します。必要
に応じて、これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 171: 製品を最新の状態に保持

タスク 説明

ライセンスをインストー
ルして更新された定義を
取得する。

Symantec Messaging Gateway を購入するか、または既存のライセンスを更新するときは、シマン
テック社からライセンスファイルを入手します。インストールするスキャナごとにライセンスを登録
し、Symantec Messaging Gateway 機能を使用できるようにする必要があります。同じライセンスファイ
ルを使って複数のスキャナを登録することもできます。
このライセンスに加えて、Symantec コンテンツ暗号化を有効にする別のライセンスも入手できます。コ
ンテンツ暗号化では、セキュリティを高めるためにアウトバウンドメッセージを暗号化したり、暗号化さ
れたメッセージの統計をコントロールセンターで追跡したりできます。
製品へのライセンス適用

ライセンスの状態を表示
して、各スキャナにライ
センスされている機能と
ライセンスの有効期限を
確認する。

コントロールセンターの［ライセンス］ページには、ライセンスを必要とするすべての Symantec
Messaging Gateway の機能が表示されます。このページには、機能のライセンスがあるかどうかと、ライ
センスの有効期限も一覧表示されます。
ライセンスの状態の表示

Symantec Messaging
Gateway ソフトウェアの
更新について理解する。

シマンテック社は定期的に Symantec Messaging Gateway ソフトウェアの新しいバージョンをリリースし
ます。新しいバージョンには、新しい機能とソフトウェアの不具合の修正が含まれます。シマンテック社
は、最新バージョンのソフトウェアによってアプライアンスを常に最新の状態に保つことを推奨します。
ただし、一部のソフトウェア更新には、Symantec Messaging Gateway の根本的なアーキテクチャへの変
更が含まれることがあります。
ソフトウェアの更新について
Symantec Messaging Gateway ソフトウェアの更新

Symantec Messaging
Gateway ソフトウェアの
更新を実行する。

コントロールセンターまたはコマンドラインを使用してソフトウェアを更新できます。
ソフトウェアの更新のダウンロードとインストール
コマンドラインインターフェースを使ったソフトウェア更新の監視

ソフトウェアのバージョ
ン番号を確認する。

テクニカルサポートに連絡する前に、このタスクの実行が必要になる場合があります。
インストールされているソフトウェアのバージョンの判別

製品へのライセンス適用
Symantec Messaging Gateway を購入するか、または既存のライセンスを更新するときは、シマンテック社からライセ
ンスファイルを入手します。インストールするスキャナごとにライセンスを登録し、Symantec Messaging Gateway 機
能を使用できるようにする必要があります。同じライセンスファイルを使って複数のスキャナを登録することもできま
す。

NOTE

Symantec Messaging Gateway の基本製品機能には単一のライセンスが必要です。このライセンスに加え
て、Symantec コンテンツ暗号化を有効にする別のライセンスも入手できます。コンテンツ暗号化では、セキュ
リティを高めるためにアウトバウンドメッセージを暗号化したり、暗号化されたメッセージの統計をコント
ロールセンターで追跡したりできます。

シマンテック社からライセンスファイルを入手したら、コントロールセンターからアクセスできる場所にそのファイルを
保存します。

Symantec Messaging Gateway はライセンスシリアル番号をアプライアンスにローカルに保存します。これらのシリア
ル番号は［管理］、［ホスト］、［ライセンス］ページに表示されます。ベストプラクティスとして、これらのライセン
ス番号を書き留めておいてください。
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バックアップリストアはライセンスに影響しません。ただし、ライセンスがないアプライアンスでバックアップを復元し
た場合、シリアル番号は表示されません。

オンデマンドバックアップの実行

バックアップのスケジュール設定

バックアップからのアプライアンスの復元

製品にライセンスを適用するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ライセンス］の順に選択します。

2. ［参照］をクリックしてライセンスファイルを指定します。

3. ［ライセンスの登録］をクリックします。

ライセンスの状態の表示

交換ライセンスファイルの取得

ライセンスの状態の表示
ライセンスの状態を表示することで、各スキャナにライセンスされている機能とライセンスの有効期限を確認できます。

コントロールセンターの［ライセンス］ページには、ライセンスを必要とするすべての Symantec Messaging Gateway
の機能が表示されます。このページには、機能のライセンスがあるかどうかと、ライセンスの有効期限も一覧表示されま
す。

NOTE

ライセンスの有効期限が近づくと警告が送信されます。ライセンスが期限切れになったときは別の警告が送信
されます。ライセンスの更新について詳しくはシマンテック社の販売代理店までお問い合わせください。

製品へのライセンス適用

ライセンスの状態を表示するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ライセンス］の順に選択します。

2. ［ホスト］ドロップダウンリストでホスト名を選択します。

ライセンスの状態とその有効期限が表示されます。

交換ライセンスファイルの取得
新しいライセンスファイルの取得が必要になる場合があります。たとえば、バックアップには実際のライセンスファイル
が含まれていません。したがって、バックアップを復元するときはライセンスを再登録する必要があります。ライセンス
ファイルが見つからない場合は、Symantec のライセンスポータルで新しいライセンスファイルを取得することができま
す。

NOTE

Symantec Messaging Gateway の基本製品機能には単一のライセンスが必要です。ただし、このライセンス
に加えて、Symantec コンテンツ暗号化を有効にするライセンスも入手できます。コンテンツ暗号化では、セ
キュリティを高めるためにアウトバウンドメッセージを暗号化したり、暗号化されたメッセージの統計をコン
トロールセンターで追跡したりできます。

Symantec Messaging Gateway はライセンスシリアル番号をアプライアンスにローカルに保存します。これらのシリア
ル番号は［管理］、［ホスト］、［ライセンス］ページに表示されます。これらの番号を控えておくことを推奨します。

バックアップリストアはライセンスに影響しません。ただし、ライセンスがないアプライアンスでバックアップを復元し
た場合、シリアル番号は表示されません。

バックアップからのアプライアンスの復元
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交換ライセンスファイルを取得するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ライセンス］の順に選択します。

登録したすべてのライセンスのシリアル番号は、［ライセンス］ページに表示されます。

2. 取得する必要があるライセンスファイルのすべてのシリアル番号はメモしておいてください。

3. インターネットで、次の URL に移動してください。

https://licensing.symantec.com/acctmgmt/home/LicensePortalHome.jsp

4. ログオン ID とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。

ログオン ID とパスワードがない場合は、先に進むために登録する必要があります。

5. ［ホーム］ページで、［新規およびリニューアルの購入］をクリックします。

6. ［新規購入にライセンスキーを取得］ページで、シリアル番号を入力します。

7. ［提出］をクリックします。

この製品に一緒に登録できるシリアル番号のリストが表示されます。

8. 次のいずれかのタスクを実行します。

以前に登録したすべてのシリアル番
号が表示されます。

新しいライセンスファイルを取得したいすべてのシリアル番号のチェックボックスを選択
し、［次へ］をクリックします。

以前に登録したシリアル番号のすべ
てが表示されないか、または一部が
表示されます。

次のタスクをすべて行います。
• 新しいライセンスファイルを取得したいシリアル番号のチェックボックスを選択します。
• リストに表示されないシリアル番号については、番号を［シリアル番号］ボックスに入力
し、［追加］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。

9. ライセンスファイルを電子メールで送信したい人物の電子メールアドレスとメッセージを入力します。

10. Symantec のサポートに連絡できるテクニカル部門担当者を指定します。

11.コメントを追加することもできます。

12.［登録を完了する］をクリックします。

ライセンスファイルが指定したアドレスに電子メールで送信されます。ライセンスファイルは .zip ファイルに含ま
れ、拡張子は .slf です。

WARNING

.slf ライセンスファイルの内容を修正しようとすると、ファイルが破損し無効になる場合があります。

13.ライセンスファイルをインストールします。

製品へのライセンス適用

Symantec Messaging Gateway ソフトウェアの更新
NOTE

ソフトウェア更新の実行中はアプライアンスを再起動またはシャットダウンしないでください。アプライアン
スが壊れて、その後コントロールセンターへログインできなくなる可能性があります。詳細は Linux コンソー
ルで確認できます。ほとんどの場合、製品を再インストールする必要があります。

「ソフトウェア更新の手順」では、ソフトウェアの更新を準備し、実行するための手順について説明します。
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Table 172: ソフトウェア更新の手順

手順 処理 説明

ステップ 1 現在のバージョンをダウン
ロードし、DVD に書き込
む。

https://fileconnect.symantec.com/ から最新バージョンをダウンロードし、回復用に DVD
に書き込みます。

ステップ 2 ソフトウェア更新マニュア
ルを読む。

ソフトウェア更新ノート、リリースノート、ソフトウェア更新の最新情報を読んでくださ
い。マニュアルにはソフトウェアの更新を準備する特別な手順が記載されていることがあ
ります。
ソフトウェアの更新について
ソフトウェアの更新のダウンロードとインストール

ステップ 3 バックアップを実行する前
に格納されているデータを
減らす.

シマンテック社は、コントロールセンターのアプライアンスをアップグレードする前にス
トレージの利用率を削減することを推奨します。バックアップを実行する前に格納された
データを減らすと、バックアップ操作ためのディスク容量が空き、ソフトウェアの更新の
時間を削減できます。
次の一部またはすべてのステップを実行することによって、格納されたデータを減らすこ
とができます。
• スパムとコンテンツ検疫メッセージはコントロールセンターのディスクに格納されて
います。
コントロールセンターのディスク領域を空けるために、スパム検疫とコンテンツ検疫
からすべてのメッセージを削除します。

• レポートとログ記録データはコントロールセンターのデータベースに格納されていま
す。
コントロールセンターのデータベースを削減するために、以下を行います。
– すべてのレポートをパージします。
– サイトのポリシーで可能な場合は、すべてのログファイルを削除します。

ステップ 4 バックアップを実行する。 バックアップを実行して設定とインシデントを保存します。
オンデマンドバックアップの実行

ステップ 5 着信メッセージを停止し、
キューを空にする。

スキャナまたはコントロールセンターとスキャナの組み合わせでソフトウェアの更新を実
行している場合は、MTA の操作を［着信メッセージを受け入れない］に設定します。着
信メッセージは一時的に拒否されます。着信メッセージを停止した後、メッセージをフ
ラッシュしてキューから排出します。
該当するセクションで説明されているように、スキャナサービスを停止しないでくださ
い。

ステップ 6 データベースを検証する。 cc-config database --check コマンドを使用してデータベースを認可することを確
認します。

ステップ 7 ソフトウェアの更新を実行
する。

コントロール センターか CLI で update コマンドを使って、ソフトウェアの更新を実行
します。
ソフトウェアの更新のダウンロードとインストール

ステップ 8 更新の進行状況を監視す
る。

［ソフトウェア更新の進行状況］ページで更新の進行状況を監視できます。
必要に応じて、コマンドラインで tail -f update.log を実行することにより、更新
の処理を監視できます。ログにデータが書き込まれるのを確認できるように、ソフトウェ
アの更新の前にコマンドを実行してください。
コマンドラインインターフェースを使ったソフトウェア更新の監視

ステップ 9 着信メッセージを再起動す
る。

更新が完了すると、Web ブラウザのウィンドウが再起動しログインのページが表示され
ます。コントロールセンターにログインしてください。スキャナまたはコントロールセン
ターとスキャナの組み合わせでソフトウェアの更新を実行している場合は、MTA の操作
を［通常どおりにメッセージを受け入れて配信する］に設定します。

 464

https://fileconnect.symantec.com/


 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

診断の管理
管理者は、システムの減速とエラーのトラブルシューティングに役立つ診断レポートを生成できます。

「診断の管理」では、Symantec Messaging Gateway の診断について実行できるタスクを説明します。必要に応じて、
これらのタスクをどの順序でも実行できます。

Table 173: 診断の管理

タスク 説明

診断パッケージを使用して問
題をトラブルシューティング
する方法について理解を深め
る。

Symantec Messaging Gateway に問題がある場合、シマンテック社のサポートはユーザーに診断パッ
ケージを作成して送信することをお願いする場合があります。診断パッケージは、シマンテック社の
サポートが製品の問題を解決するのに役立ちます。
Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

ネットワークユーティリティ
を実行して問題をトラブル
シューティングする。

コントロールセンターには、問題（traceroute や ping など）をトラブルシューティングできるように
ネットワークユーティリティが用意されています。
コントロールセンターからのネットワークユーティリティの実行

診断パッケージに含めるデー
タを指定する。

診断パッケージにはデフォルトのデータがありますが、診断パッケージに含めるデータは修正できま
す。
診断パッケージに含める内容の指定

ダウンロードする診断パッ
ケージを生成する。

ダウンロードする診断パッケージを生成すると、Symantec Messaging Gateway はパッケージを
実行しているホストにパッケージを作成します。作成されたパッケージは、コントロールセンター
の［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されます。生成した直後にコントロールセンターのコ
ンピュータにパッケージをダウンロードすることも、後で都合のよいときにダウンロードすることも
できます。
診断パッケージの生成とダウンロード

転送する診断パッケージを生
成する。

診断パッケージを生成すると、Symantec Messaging Gateway はパッケージを生成するホストにパッ
ケージを作成します。パッケージが作成された後、リモートの場所にそれを転送できます。
診断パッケージの生成とリモートの場所への転送

不要になった診断パッケージ
を削除する。

［利用可能な診断パッケージ］リストからパッケージを削除すると、コントロールセンターに格納さ
れているファイルが削除されます。
診断パッケージの削除

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングに
ついて
Symantec Messaging Gateway に問題がある場合、シマンテック社のサポートはユーザーに診断パッケージを作成して
送信することをお願いする場合があります。診断パッケージは、シマンテック社のサポートが製品の問題を解決するのに
役立ちます。

デフォルトでは、すべての診断パッケージに特定のコンポーネントが含まれます。ただし、パッケージに含めたい追加コ
ンポーネントを指定することもできます。コンポーネントを指定しなければ、デフォルトの診断パッケージが生成されま
す。

診断パッケージに含める内容の指定

診断パッケージを生成すると、Symantec Messaging Gateway はパッケージを実行しているホストにパッケージを作成
します。転送プロトコルを使用して、指定する場所にこのパッケージのコピーを転送することができます。ブラウザを実
行するコンピュータでローカルにパッケージをダウンロードすることもできます。この機能は、コントロールセンターと
同じバージョンの Symantec Messaging Gateway を使っているホストでのみ動作します。生成できるパッケージは一度
に 1 つのみです。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送
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診断パッケージの生成とダウンロード

必要なくなったパッケージはコントロールセンターのホストから削除でき、そうすることでコントロールセンターのディ
スク領域が空きます。

診断パッケージの削除

また、コマンドラインからこのタスクを実行できます。

コントロールセンターからのネットワークユーティリティの実行
コントロールセンターでは次に示すネットワークユーティリティを実行できます。

Nslookup インターネット上のコンピュータについて DNS 情報のクエリーを実行します
Traceroute 選択したホストとインターネット上のコンピュータ間でインターネットデータの転送に使用され

た IPv4 ホストおよび経過時間を表示します。
Traceroute6 選択したホストとインターネット上のコンピュータ間でインターネットデータの転送に使用され

た IPv6 ホストおよび経過時間を表示します。
Ping インターネット上で IPv4 アドレスのコンピュータからの応答をテストします。
Ping6 インターネット上で IPv6 アドレスのコンピュータからの応答をテストします。

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

コントロールセンターからネットワークユーティリティを実行するには
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ユーティリティ］の順に選択します。

2. ［トラブルシューティング］タブをクリックします。

3. ［ホスト］ドロップダウンリストからホスト名を選択します。

4. ［ユーティリティの選択］領域のドロップダウンリストを使って、ユーティリティ名とホスト名または IP アドレス
を指定します。

［ユーティリティ］ドロップダウンリストで［Nslookup］を選択した場合は、［レコードの種類］ドロップダウンリ
ストで DNS クエリーの種類も指定する必要があります。

5. ［実行］をクリックします。

実行結果が［結果］ボックスに表示されます。

診断パッケージに含める内容の指定
診断パッケージは、次のデフォルトの内容で構成されます。

• 設定データ
• /data/scanner/jobs 下のジョブごとに最新の 5 つのコアディレクトリ（ディレクトリ内のコアファイルを除く）
• ログデータ（ファイルごとに最大 100,000 行）

デフォルトの診断パッケージに含まれる内容について詳しくは、診断パッケージの作成に関するコマンドラインの説明を
参照してください。

コントロールセンターから診断を実行する場合は、常にデフォルトの診断パッケージが含まれます。診断をコマンドライ
ンから実行する場合は、コマンドオプションとして明示的に含めた内容のみが表示されます。診断パッケージにデフォル
トの内容をエクスポートしない場合は、コマンドラインから診断を実行する必要があります。

［管理］>［ホスト］>［ユーティリティ］>［診断］タブで、パッケージに含める追加のデータを指定することもできま
す。
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• ［メッセージ追跡］を選択すると、レポートにはディスク上にあるすべてのメッセージ追跡が含められます。
• ［すべてのログデータ］を選択すると、レポートには現在利用可能なすべてのログデータが含められます。
• いずれかのコアファイルオプションを選択すると、レポートには利用可能な最新のコアファイルが含められます。

レポートパッケージに含める内容を指定したら、パッケージを生成し、選択した場所にパッケージを転送またはダウン
ロードします。生成できるパッケージは一度に 1 つのみです。診断パッケージを生成するには、完全管理権または状態
の管理権限が必要です。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送

診断パッケージの生成とダウンロード

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

診断パッケージに含める内容の指定
1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ユーティリティ］の順に選択します。

2. ［診断］タブをクリックします。

3. ［ホスト］ドロップダウンメニューをクリックし、診断パッケージを実行するホストを選択します。

4. ［コンポーネントの選択］で、診断パッケージに含める項目にチェックマークを付けます。

コンポーネントを選択しない場合、デフォルトの診断パッケージが生成されます。

• すべてのログデータ
• すべてのコアファイル - エージェントコアファイル
• すべてのコアファイル - その他のコアファイル

5. ［診断パッケージに入っているコアの最大数］フィールドで、診断レポートに含めるコアの数を指定します。

デフォルト値は 5 です。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送

診断パッケージの生成とダウンロード
ダウンロードする診断パッケージを生成すると、Symantec Messaging Gateway はパッケージを実行しているホストに
パッケージを作成します。作成されたパッケージは、コントロールセンターの［利用可能な診断パッケージ］リストに表
示されます。生成した直後にコントロールセンターのコンピュータにパッケージをダウンロードすることも、後で都合の
よいときにダウンロードすることもできます。

生成できる診断パッケージは一度に 1 つだけなので、［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されるパッケージも
一度に 1 つだけです。

NOTE

2 GB を超える診断パッケージのダウンロードはサポートされていません。診断パッケージが 2 GB を超える
と、エラーメッセージが表示されます。パッケージを再生成し、サポート対象のプロトコルの 1 つを使ってリ
モートの場所に転送してください。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送

パッケージは正常に生成されると、［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されます。生成が正常に完了しない場合
は、コントロールセンターにエラーが表示されます。エラーメッセージは、ページから移動していない場合にのみ表示さ
れます。また、エラーは Symantec Messaging Gateway の BrightmailLog.log ログにも記録されます。

［診断］ページから移動して戻った場合は、［利用可能な診断パッケージ］リストに診断パッケージが表示されない場合
があります。
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次のいずれかのイベントが発生しています。

パッケージは正常に生成
されている。

ブラウザを更新します。パッケージが［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されます。

パッケージはまだ生成中
である。

状態はコントロールセンターに表示されません。［生成］を再びクリックしないでください。代わりに、
ブラウザを更新してパッケージの生成が終了しているかどうかを確認します。終了している場合は、パッ
ケージが［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されます。

パッケージは正常に生成
されていない。

エラーメッセージは表示されませんが、エラーは Symantec Messaging Gateway の BrightmailLog.log ロ
グに記録されます。

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

診断パッケージが必要なくなったときは、コントロールセンターから削除して領域を空けてください。

診断パッケージの削除

診断パッケージを生成するには、完全管理権または状態の管理権限が必要です。

診断パッケージの生成とダウンロード
1. 診断パッケージとホストに含めるものを指定します。

診断パッケージに含める内容の指定

2. ［プロトコルの種類］ドロップダウンリストで、［デスクトップにダウンロード］を選択します。

3. ［生成］をクリックします。

4. 次のいずれかのタスクを実行します。

生成した直後にパッケー
ジをダウンロードするに
は

［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、診断パッケージを保存する場所を入力し、［保存］をク
リックします。

後でパッケージをダウン
ロードするには

次のタスクをすべて行います。
• ［ダウンロード］をクリックします。
［利用可能な診断パッケージ］リストに診断パッケージがない場合、［ダウンロード］オプションは
無効になっています。

• ［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、診断パッケージを保存する場所を入力し、［保存］を
クリックします。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送
診断パッケージを生成すると、Symantec Messaging Gateway はパッケージを生成するホストにパッケージを作成しま
す。パッケージが作成された後、リモートの場所にそれを転送できます。生成できる診断パッケージは一度に 1 つのみ
です。診断パッケージを作成するには、完全管理権または状態の管理権限が必要です。

パッケージを生成した後で［診断］ページを表示していると、生成が成功したかどうかについてのフィードバックを受け
取ります。この確認を受け取るまで［診断］ページを表示していることを推奨します。

パッケージを生成した後で［診断］ページから移動すると、生成が終了したかどうか、または生成が成功したかどうかに
ついてのフィードバックを受け取りません。パッケージの生成がまだ進行中のときにパッケージの再生成を試みると、生
成がすでに進行中であることを示すエラーメッセージが表示されます。

何らかの理由で生成が正常に完了しない場合は、BrightmailLog.log にエラーが記録されます。

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送
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1. 診断パッケージとホストに含めるものを指定します。

診断パッケージに含める内容の指定

2. ［プロトコルの種類］ドロップダウンリストをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• デスクトップにダウンロード
• FTP
• SCP

デフォルト設定は［デスクトップにダウンロード］です。

FTP または SCP を選択する場合、プロトコルパラメータとクレデンシャルも指定する必要があります。

［デスクトップにダウンロード］を選択した場合、ステップ「［生成］をクリックします。」に進みます。

3. ［ホスト］ボックスに、パッケージの送信先コンピュータのホスト名または IP アドレスを入力します。

4. ［ポート］ボックスに、パッケージの送信先コンピュータのポート番号を入力します。

デフォルトポートは、FTP の場合は 21、SCP の場合は 22 です。

5. ［パス］フィールドに、パスを入力します。

ファイルパスが前方スラッシュで終わっている場合は、ディレクトリと見なされ、デフォルトのファイル名が追加さ
れます。前方スラッシュで終わっていない場合は、完全なファイルパス名と見なされます。

6. ［プロトコルの種類］が［FTP］であり、認証が必要な場合、［認証が必要］オプションにチェックマークを付けま
す。そうでない場合は、匿名ログインが試行されます。［認証が必要］オプションが選択されている場合:

• ［ユーザー名］ボックスにユーザー名を入力します。
特殊文字（$ # % など）はサポート外です。

• ［パスワード］ボックスにパスワードを入力します。

または

［プロトコルの種類］が［SCP］の場合:

• ［ユーザー名］ボックスにユーザー名を入力します。
特殊文字（$ # % など）はサポート外です。

• ［パスワード］ボックスにパスワードを入力します。

7. ［生成］をクリックします。

診断パッケージの削除
診断パッケージを作成し、［デスクトップにダウンロード］オプションを選択すると、パッケージは［利用可能な診断
パッケージ］リストに表示されます。［利用可能な診断パッケージ］リストに表示されるパッケージは一度に 1 つのみ
です。このパッケージが必要なくなった場合は削除できます。［利用可能な診断パッケージ］リストからパッケージを削
除すると、コントロールセンターに格納されているファイルが削除されます。

診断パッケージを削除するには、完全管理権または状態の管理権限が必要です。

診断パッケージの生成とリモートの場所への転送

診断パッケージの生成とダウンロード

Symantec Messaging Gateway での診断に関する問題のトラブルシューティングについて

診断パッケージを削除するには
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1. コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、［ユーティリティ］の順に選択します。

2. ［診断］タブをクリックします。

3. ［利用可能な診断パッケージ］の下にある［削除］をクリックします。
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コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理

コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理
各アプライアンス（物理または仮想）には、製品の設定、最適化、管理に使用できる一連のコマンドが用意されていま
す。これらのコマンドは、SSH セッションまたはシステムコンソールから実行できます。これらのコマンドのヘルプは
Linux のマニュアルページ形式で示されます。

コマンドラインインターフェースのアクセス方法

これらのヘルプページでは、次の Linux マニュアルページの規定が使われます。

• 角カッコ（[]）は、ステートメントが省略可能であることを示します。
• パイプ文字（|）は 2 つの文のいずれかを指定できることを示します。
• 斜体のテキストは、そのテキストをユーザーが指定するテキストと置換する必要があることを示します。

Symantec Messaging Gateway のマニュアルページには次のセクションが含まれます。

• 概要
コマンドで使用可能なオプションと引数の説明。

• 説明
コマンドについての一般情報。

• オプション
コマンドの動作を制御するために使うことができるオプション。オプションは、-s または --status のように 1 また
は 2 個のハイフンで常に始まります。完全な語の場合は 2 個のハイフンを使い、短縮された語の場合は 1 個のハイフ
ンを使います。
一部のオプションには引数があります。たとえば、--log level などです。角カッコはコマンドの要素が省略可能であ
ることを意味します。
すべてのコマンドにオプションが存在するわけではありません。

• 引数
一部のコマンドでは引数が必要です。引数はファイルの名前、ホスト名、IP アドレスなどであり、コマンドの動作を
制御するために指定します。すべてのコマンドに引数が存在するわけではありません。オプションとは違い、引数の
前にはハイフンを付けません。

• 例
ここではコマンドの使用法のサンプルを提供します。すべてのコマンドに例が存在するわけではありません。

• 関連情報
このセクションでは関連のあるコマンドが示されます。すべてのコマンドに「関連情報」の参照が存在するわけでは
ありません。

マニュアルページの閲覧操作には、次のコマンドを使います。

• f またはスペースキー
1 画面分進む

• b
1 画面分戻る

• /pattern
単語またはパターンを検索する

• <
文書の先頭に移動する

• >
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文書の末尾に移動する
• q
終了

• h
マニュアルページに関するより詳細なヘルプを表示する

特定のコマンドについての情報を手に入れるには「help command_name」と入力します。コマンドラインのマニュアル
ページについての一般情報を手に入れるには「help」と入力します。

次のコマンドを使用できます。
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• agent-config
• cat
• cc-config
• clear
• db-backup
• db-restore
• delete
• diagnostics
• dns-control
• fipsmode
• grep
• help
• ifconfig
• iostat
• ip
• ldapsearch
• list
• mallog
• malquery
• monitor
• more
• mta-control
• netstat
• nslookup
• password
• patch
• ping
• ping6
• reboot
• route
• rpmdb
• rsa-key
• service
• show
• shutdown
• sshd-config
• symdiag
• tail
• telnet
• traceroute
• traceroute6
• update

コマンドラインインターフェースのアクセス方法
Symantec Messaging Gateway の各アプライアンスのコマンドラインインターフェースにログインできます。一部のコ
マンドはコントロールセンターの機能と重複します。コマンドのいくつかはコントロールセンターで利用可能ではない機
能を提供します。
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コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理

「物理アプライアンスのコマンドラインインターフェースのアクセス方法」と「仮想アプライアンスのコマンドラインイ
ンターフェースのアクセス方法」では、コマンドラインインターフェースへのアクセスに使うことができる方法を説明し
ます。コマンドラインインターフェースに接続した後、login as: プロンプトで「admin」と入力し、password: プロ
ンプトで管理者パスワードを入力します。

Table 174: 物理アプライアンスのコマンドラインインターフェースのアクセス方法

アクセス方法 接続方法

直接接続されたキー
ボードと VGA ディ
スプレイを使うシス
テムコンソール

キーボードと VGA ディスプレイでコマンドラインインターフェースにアクセスするには、アプライアンスへの
物理アクセスが必要です。
アプライアンスのキーボードポートにキーボードを接続します。アプライアンスの D-sub 15 VGA ポートに
VGA 互換のモニタを接続します。
アプライアンスのキーボードポートと VGA ポートを KVM スイッチに接続することもできます。

シリアルケーブル
を使うシステムコン
ソール

シリアルケーブルでコマンドラインインターフェースにアクセスするには、アプライアンスへの物理アクセス
が必要です。
アプライアンスの DB9 シリアルポートから別のコンピュータのシリアルポートに、ヌルモデムケーブルを接続
します。コンピュータの端末エミュレーションソフトウェアを使って、シリアルポートを通してアプライアン
スにアクセスします。Windows コンピュータでは、正しい COM ポートを使うように端末エミュレーションソ
フトウェアが設定されていることを確認してください。コンピュータの端末エミュレーションソフトウェアを
次のように設定します。
• 9600 bps
• 8 データビット
• パリティビットなし
• 1 ストップビット

SSH クライアント
を使ったリモートア
クセス

ファイアウォールルールでアクセスを禁止されていなければ、SSH クライアントを使って、ネットワークの任
意のコンピュータからコマンドラインインターフェースにアクセスできます。
Windows コンピュータの場合は、PuTTY などの SSH クライアントを使います。UNIX コンピュータでは、オ
ペレーティング システムに通常組み込まれている ssh コマンドを使うことができます。
SSH クライアントを使って接続するためのホスト名または IP アドレスは、最初にアプライアンスを設定すると
きに指定した名前です。コントロールセンターアプライアンスの場合、ホスト名はコントロールセンターにア
クセスするために使う URL に含まれる名前でもあります。

Table 175: 仮想アプライアンスのコマンドラインインターフェースのアクセス方法

アクセス方法 接続方法

VMware 仮想マシン
コンソール

VMware 仮想マシンコンソールを使って仮想アプライアンスにログインできます。詳しくは、VMware 仮想マ
シンコンソールのマニュアルを参照してください。

SSH クライアント
を使ったリモートア
クセス

ネットワークで解決される IP アドレスまたはホスト名で仮想アプライアンスを設定した場合は、SSH クライア
ントを使ってコマンドラインインターフェースにアクセスできます。ファイアウォールルールでアクセスを禁
止されていなければ、ネットワーク上の任意のコンピュータから仮想アプライアンスにアクセスできます。
Windows コンピュータの場合は、PuTTY などの SSH クライアントを使います。UNIX コンピュータでは、オ
ペレーティング システムに通常組み込まれている ssh コマンドを使うことができます。

コマンド
agent-config
agent-config - ホストをコントロールセンターに接続するエージェントを設定する
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概要
agent-config [--norestart] [--force] --add | --delete ip           

agent-config --help | --status           

agent-config [--norestart] --log level

説明

agent-config コマンドを使って、スキャナに許可する IP の設定を編集できます。このコマンドは、コントロールセン
ターの IP アドレスを変更するときに使います。コントロールセンターの新しい IP からホストに再び接続できるようにす
るには、すべてのホストでこのコマンドを実行する必要があります。許可する IP のリストに IP アドレスを追加するか、
またはこのリストから IP アドレスを削除するとエージェントが再起動されます（ただし、コマンドに --norestart を指
定した場合は除きます）。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--add, -a ip

エージェントが許可する IP アドレスのリストに IP アドレスを追加します。IP アドレスはドット区切り 4 オク
テット形式で指定します。たとえば、192.168.2.1 とします。

--delete, -d ip
エージェントが許可する IP アドレスのリストから IP アドレスを削除します。IP アドレスはドット区切り 4 オク
テット形式で指定します。たとえば、192.168.2.1 とします。

--log, -l level
ログレベルを設定します。下に示すログレベルは、詳細度の低いものから高いものの順に並んでおり、各レベル
はそれよりも前のレベルを包含します。たとえば、errors レベルを指定した場合、最も緊急度の高いログ メッ
セージのみが保存されます。レベルを指定すると、notices、errors、warnings、notices の各レベルのログ
メッセージが保存されます。
次のログレベルのいずれかを指定します。

• errors

• warnings

• notices

• information

• debug

--force、-f
--delete オプションと共に指定します。削除の警告が表示されません。

--help、-h
このメッセージを表示します。

--norestart、-n
IP アドレスのリストまたはログレベルを修正した後にエージェントを再起動しません。

--status、-s
許可する IP アドレスのリストと現在のログレベルを表示します。

cat
cat - ファイルを表示するための標準 Linux コマンド
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説明

cat コマンドはプレーン テキスト ファイルの内容を表示します。長いファイルまたは複数のファイルを一覧表示する目
的には、cat よりも more コマンドのほうが役立つことがあります。

help cat で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで cat と入力してください。表示される情報で
は、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

cat コマンドは標準 Linux コマンドですが、list コマンドで表示されるファイルの内容のみを表示するように動作が変
更されています。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

関連情報

list

more

cc-config
cc-config - ログ記録とコントロールセンターへのネットワークアクセスを設定する

概要
cc-config ( --help | --status )   

cc-config cclog --level level   

cc-config client-cert ( --on | --off )

cc-config compliancelog --days days

cc-config database ( --status | --check [tableName] | --repair [tableName] | --optimize
 [tableName] )   

cc-config http ( --on | --off )

cc-config port-443 ( --on | --off )

cc-config set-min-tls-level (--tls1 | --tls11 | --tls12)

説明

cc-config コマンドを使って、コントロール センターが使う設定のうち選択したものを修正できます。これらの設定に
は、コンテンツフィルタ監査ログ、ポート 443 アクセスなどが含まれます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

パラメータ
cclog

メインのコントロールセンターログである BrightmailLog.log のログレベルを変更します。
この設定をコントロール センター ログに適用すると、cc-config はコマンドライン パラメータを log4j プロパ
ティ ファイルに書き込みます。その後、コントロールセンターを再起動します。

client-cert
これらのオプションでは、コントロールセンターのクライアント証明書オプションを有効化または無効化しま
す。さらに、status コマンドは client-auth の状態を表示します。

compliancelog
コンテンツフィルタログのロールオーバー頻度を変更します。
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database
コントロールセンターが使うデータベーステーブルを一覧表示、最適化、検証、修復します。
Symantec Messaging Gateway を更新する前に、cc-config database --check コマンドを使用してデータ
ベースを検証するようにしてください。テーブルにエラーがある場合は、cc-config database --repair
[tableName] コマンドを使用してエラーのあるテーブルを修復してから Symantec Messaging Gateway を更新
します。

http
HTTP とポート 41080 を使ったコントロールセンターへのアクセスを有効または無効にします。
http アクセスが無効な場合、http:// で始まる URL ではコントロールセンターにアクセスできません。http アクセ
スが有効な場合、http:// で始まる URL でコントロールセンターにアクセスできます。http を使ってコントロール
センターにアクセスするには、URL の末尾に「:41080」を追加します。http 設定にかかわらず、https:// で始ま
る URL を使えば常にコントロールセンターにアクセスできます。HTTPS と違って、HTTP は安全なプロトコル
ではないため、Web ブラウザとコントロールセンター間の通信はサードパーティによって監視される可能性があ
ります。

port-443
HTTPS とポート 443 (SSL でセキュリティ保護された標準の Web サーバー用ポート) を使ったコントロールセ
ンターへのアクセスを有効または無効にします。
ポート 443 アクセスが無効な場合、https:// URL を使ってコントロールセンターにアクセスするときは URL の末
尾に「:41443」を追加する必要があります。ポート 443 アクセスが有効な場合、URL の末尾にポート番号を追
加しなくても https:// URL でコントロールセンターにアクセスできます。

set_tls_min_level
TLS の最小レベルを設定します。

オプション
--check、-c

指定されたデータベーステーブルを検査します。テーブル名を指定しない場合、すべてのテーブルを検査しま
す。

--days、-d
ロールオーバーするまでのログの保持日数を設定します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

--level、-l
ログレベルを設定します。下に示すログレベルは、詳細度の低いものから高いものの順に並んでおり、各レベル
はそれよりも前のレベルを包含します。たとえば、errors レベルを指定した場合、最も緊急度の高いログ メッ
セージのみが保存されます。debug レベルを指定すると、errors、warnings、information、debug の各レベ
ルのログ メッセージが保存されます。
次のログレベルのいずれかを指定します。

• エラー
• 警告
• information
• デバッグ

--off
機能を無効にします。

--on
機能を有効にします。
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--optimize、-o
テーブルを最適化して、ディスク上で占有する容量を減らします。テーブル名を指定しない場合、すべてのテー
ブルを最適化します。

--repair、-r
指定されたデータベーステーブルを修復します。テーブル名を指定しない場合は、損傷したすべてのテーブルに
対して修復操作を試みます。

--status、-s
現在のログ設定とポート状態を表示します。

--tls1 --tls11 --tls12
TLS バージョン: --tls1 = TLSv1;--tls11 TLSv1.1; --tls12 = = TLSv1.2

clear
clear - 画面を消去する標準 Linux コマンド

概要
clear

説明

clear コマンドは画面のテキストすべてを消し、画面の上でコマンド プロンプトを表示します。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

db-backup
db-backup - コントロールセンターデータベースのバックアップを作成する

概要
db-backup [options]

説明

db-backup コマンドは、ポリシー設定、レポート データ、ログ データ、インシデントなどの Brightmail データベースの
バックアップを作成します。バックアップはアプライアンスまたはリモートサーバーに格納できます。コントロールセン
ターを含むアプライアンスでのみこのコマンドを実行してください。このコマンドはスキャナのみのアプライアンスでは
機能しません。同時に実行できるのは、db-backup の 1 つのインスタンスのみです。

デフォルトで、バックアップファイルのサイズを最小化するために、バックアップファイルはディスクに書き込まれる前
に圧縮されます。db-backup コマンドは、バックアップ ファイルに必要なディスク容量を計算します。この容量の 2 倍
以上の空き領域が /data パーティションにないかぎり、コマンドは実行されません。

アプライアンスのバックアップかリモート コンピュータのバックアップを復元するには、db-restore かコントロール
センターの復元機能を使います。アプライアンスへのバックアップに対して --file path を指定した場合、このバックアッ
プを db-restore コマンドを使用してのみ復元できます。コントロールセンターの復元機能は使用できません。

またコントロールセンターを使ってバックアップを作成できます。コントロールセンターで［管理］、［ホスト］、
［バージョン］、［バックアップ］の順に選択します。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。
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オプション
--backup, -b number

アプライアンス上に保存するバックアップの数。number より多くのバックアップが保存された場合、古いバッ
クアップが削除されます。種類とスケジュールの一意の組み合わせはそれぞれ個別に保存されます。--backup
number を指定しなければ、種類とスケジュールの各組み合わせのデフォルトは 5 になります。例 4 と 6 を参照
してください。

--file, -f path
バックアップを保存する名前と、省略可能なオプションとして、場所。バックアップ ファイルの代替のファイ
ル名を指定するか、またはリモート コンピュータにバックアップ ファイルを保存するには、--file オプション
を使います。--file path を使用しない場合、バックアップは db-backup.<製品バージョン>.brightmail.Mon-Day-
Year-Hour-Min.full.manual.tar.bz2 としてアプライアンスに保存されます。
FTP（ファイル転送プロトコル）または SCP（Secure Copy Protocol）を使ってリモートコンピュータにバッ
クアップを保存できます。パスが「/」で終わる場合、バックアップはデフォルトのファイル名を使用してその
ディレクトリに保存されます。パスがファイル名で終わる場合、バックアップはその名前で指定されたパスに保
存されます。リモート コンピュータにバックアップを保存するとき、db-backup は一時的にアプライアンスに
バックアップ ファイルを格納し、ファイルのデータ整合性を調べ、リモート コンピュータにファイルをコピー
し、ファイルが正常にコピーされたことを確認します。
以下の 2 つのパス形式のいずれかを使用して、バックアップをリモートサーバーに保存します。
FTP

次の形式を使用します: ftp://'user':'password'@host[:port]/path。パスワードに特殊文字が
含まれる場合は、パスワードを一重引用符（'）で囲む必要があります。パスワード内の特殊文が一重引
用符を含む場合は、代わりに二重引用符（"）を使用できます。一重引用符と二重引用符を含むパスワー
ドは無効です。ユーザー名とパスワードが指定されていない場合は、匿名ログインが使用されます。

SCP
次の形式を使用します: scp://'user'@host/path。ユーザー名を指定する必要があります。db-
backup コマンドによりパスワードの入力を求められます。

--gzip、-g
デフォルトの bzip2 圧縮アルゴリズムの代わりに gzip 圧縮アルゴリズムを使います。gzip アルゴリズムは bzip2
より圧縮効率が低くなります。

--list、-l
アプライアンス上の既存のバックアップを一覧表示します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

--incidents, -i
設定バックアップにコンテンツインシデントメッセージを含めます。--type config と使用した場合にのみ有効
です。

--logs, -o
設定バックアップにログデータを含めます。--type config と使用した場合にのみ有効です。

--nocompress、-n
バックアップファイルを圧縮しません。ファイルの内容を視覚的にスキャンする場合は、このオプションを使い
ます。

--purge、-p
バックアップをパージします。指定するパラメータと一致する古いバックアップ ファイルを削除するには、--
purge オプションを使います。特定の種類とスケジュールの組み合わせの最新 number 個のバックアップを除く
すべてのバックアップを削除するには、--purge --backup number を種類とスケジュールと合わせて指定します。
種類とスケジュールの組み合わせのすべてのバックアップを削除するには --purge --backup 0 を指定します。
特定のファイルを削除するには、--file file と --purge を指定します。例 5 と 6 を参照してください。
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--reports, -r
設定バックアップにレポートデータを含めます。--type config と使用した場合にのみ有効です。

--schedule, -s schedule
バックアップファイル名に含めるスケジュール名。スケジュール名を指定した場合、db-backup はその間隔で
自動バックアップを作成しません。指定したスケジュールによって、その名前でバックアップファイルに名前が
付けられるだけです。スケジュール名によってバックアップが区別されます。詳細については、--backup と --
purge を参照してください。自動的な定時バックアップを作成するには、コントロールセンターのバックアップ
機能を使用します。次のスケジュールを使用できます。
manual

このバックアップに手動バックアップのラベルを付けます。このオプションはデフォルトです。
daily

このバックアップに日次手動バックアップのラベルを付けます。
weekly

このバックアップに週次手動バックアップのラベルを付けます。
monthly

このバックアップに月次手動バックアップのラベルを付けます。
--type, -t type

作成するバックアップの種類。各バックアップの種類に、バックアップの種類の代替の短い形式である 2 つのエ
イリアスがあります。例 4 を参照してください。次の種類があります。
full

完全バックアップを実行します (エイリアス: f, 1)。これがデフォルトのオプションです。
config-incidents

設定とコンテンツフィルタインシデントデータのバックアップを作成します (エイリアス: ci, 2)。
config-incidents-reports-logs

設定、コンテンツフィルタインシデント、レポート、ログデータのバックアップを作成します (エイリア
ス: cirl, 3)。

config
ポリシーを含むすべての設定をバックアップします (エイリアス: c, 4)。このバックアップにログ データ
を含めるには、--log を使用します。このバックアップにレポート データを含めるには、--reports を
使用します。このバックアップにコンテンツインシデントメッセージを含めるには、 -- incidents を
使用します。このオプションはデフォルトです。

ポリシー
スパム、マルウェア、レピュテーションとコンテンツフィルタポリシー、ポリシーグループ、ポリシー
リソースをバックアップします (エイリアス: p, 5)。

例

例 1

manual のデフォルトのスケジュールと full のデフォルトの種類で、アプライアンスに完全バックアップを保存しま
す。manual のスケジュールと full の種類の最新の 5 つのバックアップが保存され（作成されたばかりのバックアップ
を含む）、その組み合わせに一致する残りのバックアップが削除されます。

db-backup

例 2

SCP を使ってリモートサーバーに完全バックアップを保存します。192.168.2.42 の /tmp ディレクトリ下に、データベー
スバックアップファイル (形式は db-backup.<#######>.brightmail.date-time.full.manual.tar.bz2) が
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SCP を使ってコピーされます。support ユーザ アカウントで SCP サーバにログインします。db-backup コマンドによ
り support ユーザ アカウントのパスワードの入力が求められます。

db-backup --file scp://support@192.168.2.42/tmp/

例 3

FCP を使ってリモートサーバーに完全バックアップを保存します。host.symantecexample.org の /user/
jmuir ディレクトリ下に、データベースバックアップファイル db-backup.<#######>.brightmail.date-
time.full.manual.tar.bz2 がコピーされます。jmuir ユーザ アカウントと secret パスワードで FTP サーバにロ
グインします。

db-backup -f ftp://jmuir:secret@host.symantecexample.org/user/jmuir/

例 4

設定とコンテンツ フィルタ インシデント データをアプライアンスにバックアップし、バックアップ ファイル名に単語
weekly を含めます。新しく作成されたバックアップに加えて、config-incidents と weekly をファイル名に含む 1 つ
の追加の既存のバックアップを維持します。

db-backup --backup 2 --schedule weekly --type ci

例 5

単一のバックアップファイルを削除します。

db-backup --purge --file db-backup.10.0.0-1.brightmail.Feb-25-12-19-26.config-
incidents.weekly.tar.bz2

例 6

種類 config-incidents とスケジュール manual の 1 つの最新のバックアップ ファイルを除くすべてのバックアップを
削除します。

db-backup --purge --backup 1 --type config-incidents --schedule manual

関連情報

db-restore

db-restore
db-restore - アプライアンス上にある以前に作成したバックアップから、または FTP、SCP を使ってリモートの場所か
ら、アプライアンスに Brightmail データベースを復元する

概要
db-restore [--force --list --help] file

説明

db-restore コマンドは、以前に作成した単一のバックアップからアプライアンスに Brightmail データベースを復元し
ます。以前に生成してアプライアンス上に保存したバックアップを使うか、またはリモートの場所にあるバックアップ
を FTP と SCP を使って転送します。db-restore の複数のインスタンスを同時に実行しようとすると、エラーが起きま
す。動作がいずれかの部分で失敗すると、db-restore はエラー終了し、コマンドラインに説明メッセージが表示されま
す。db-restore コマンドを使うには、コントロール センターのホストから操作する必要があります。
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NOTE

アプライアンスを出荷時のデフォルトにリセットした直後にアプライアンスを復元すると、アプライアンスが
使用不能な状態になることがあります。したがって、出荷時のデフォルトにリセットされたアプライアンスを
復元する前に、サイトセットアップを実行する必要があります。

バックアップを作成したアプライアンスとは別のアプライアンスでデータベースのバックアップを復元するときは、次の
事項に留意してください。

• バックアップを 1 つのネットワーク構成から取り出して別のネットワーク構成に復元する場合、BCC/AIO および追加
のスキャナの IP アドレスがバックアップから取り出された IP アドレスに一致しなければ、バックアップは正常に実
行されません。

• 異なるアプライアンスで作成されたバックアップからアプライアンスを復元した場合、復元されたアプライアンスは
新しいホストの設定に影響しません。ただし、仮想 IP アドレスは設定時に作成されません。以前のコントロールセン
ターのホストで定義した仮想 IP は、新しいコントロールセンターのホストのインターフェースにデフォルトでマップ
されます。以前のコントロールセンターのホストから新しいコントロールセンターのホストのインターフェースに仮
想 IP がマップされることを避けるには、サイトセットアップを実行します。または、復元後に新しいコントロールセ
ンターのホストで仮想 IP を作成することもできます。

• バックアップが作成されたアプライアンスとは別のアプライアンスにバックアップを復元する場合は、アプライアン
スを再起動する必要があります。

この操作を実行する間は、コントロールセンターを停止します。復元が完了したらコントロールセンターを再起動しま
す。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--force、-f

現在アプライアンス上に存在するソフトウェアと、バックアップファイル作成時のアプライアンスソフトウェア
のバージョンが異なっていても、強制的に復元を行います。

--list、-l
アプライアンス上に保存されているバックアップファイルを一覧表示します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

パラメータ

次のいずれかの形式でファイルを指定します。ファイルがリモートコンピュータ上に保存されている場合は、ファイルの
ディレクトリパスを指定します。

file
ローカルに保存されているバックアップを指定するには、FTP または SCP のプレフィックスを付けずにファイ
ル名を入力します。

ftp://user:password@[:port] /path
FTP を使ってリモートの場所からファイルをコピーします。
コマンドラインで指定したユーザー名とパスワードのクレデンシャルを使ってログインが試みられます。パス
ワードに特殊文字が含まれる場合は、パスワードを一重引用符（'）で囲みます。パスワード内の特殊文が一重引
用符を含む場合は、代わりに二重引用符（"）を使用できます。ユーザー名とパスワードが指定されていない場合
は、匿名ログインが使用されます。エラー検査により、コピーが完全であることが確認されます。

scp://username@host/path
SCP を使ってリモートの場所からバックアップファイルをコピーします。SCP 経由でバックアップファイルを
指定するときは、絶対パス、ファイル名、ユーザー名が必要です。指定したユーザー名に対応するパスワードの
入力を要求されます。バックアップファイル全体がリモートホストからコピーされたことを確認するため、戻り
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コードが検査されます。エラーが起きると、スクリプトは 0 以外の状態コードで終了します。スクリプトでエ
ラーが起きた場合は、エラーメッセージが表示されます。エラー検査により、コピーが完全であることが確認さ
れます。

関連情報

db-backup

diagnostics

delete
delete - ログ、設定情報、データを消去する

概要
delete [--purge num] component component ...       

delete file file

説明

ログ、設定情報、その他のデータを削除するには、delete コマンドを使います。ディスク容量が少ない場合にデータを
削除したり、問題の修正や診断のために設定データを消去したりできます。delete コマンドは、delete コマンドを実
行した後で必要に応じて Brightmail エンジンを再起動します。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--purge, -p num

num 個の最新ファイルを除いたすべてのデータベースバックアップファイルを削除します。このオプションは
database コンポーネントでのみ有効です。

パラメータ

個別のファイルを削除することも、1 つ以上のコンポーネントを指定してファイルの論理グループを削除することもでき
ます。

file file
指定したファイルを削除します。list コマンドで表示できるファイルのみを削除できます。list コマンドに
よって示されたファイルの絶対パスを指定します。
個別のファイルを削除する代わりに、コンポーネントを指定して項目を削除することをお勧めします。個別
のファイルを削除すると、Symantec Messaging Gateway の効果やパフォーマンスが変わる可能性がありま
す。delete file file コマンドでログファイルまたは一時ファイルを削除すると、一部のログデータが失われること
があります。ログファイルを削除するには、ログコンポーネントグループのコンポーネントの 1 つを指定してく
ださい。
delete file file コマンドで個別のログファイルを削除する場合は、削除したログファイルに適用するサービスを再
起動してください。たとえば、コントロールセンターログファイルの Brightmaillog.log を削除したら、コン
トロールセンターサービスを再起動します。サービスを再起動するには、service コマンドかコントロール セン
ターを使います。

指定できるコンポーネントを、動作の類似性でグループ化して示すと次のようになります。

ログコンポーネント:

alllogs
ログコンポーネントグループのすべてのログを削除します。
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bcclogs
すべてのコントロールセンターログを削除します。

ddslogs
すべてのディレクトリデータサービスログを削除します。

mallogs
すべてのメッセージ監査ログを削除します。

oslogs
すべてのオペレーティングシステムログを削除します。

scannerlogs
すべてのスキャナログを削除します。

設定コンポーネント:

allconfig
設定コンポーネントグループのすべての設定データを削除します。

bccconfig
すべてのコントロールセンター設定ファイルを削除します。

clearsockets
/var/tmp ディレクトリ内のすべてのソケットファイルを削除します。

scannerconfig
特定のスキャナについてすべてのスキャナ設定ファイル（サポート Sieve スクリプトを含む）を削除します。コ
ントロールセンターに格納されているスキャナ設定情報には影響しません。
delete scannerconfig を実行すると、コマンドが実行されるアプライアンスが再起動されます。delete
scannerconfig の実行後、コントロールセンターからディスクにスキャナ設定情報を再コミットし、スキャナに
ライセンスを再適用する必要があります。
スキャナ情報を変更せずにディスクに再コミットしたり、ディスクにこの情報を保存する前に潜在的な問題を修
正するよう情報を編集したりできます。これらのタスクのいずれかを行うには、コントロールセンターで［管
理］、［ホスト］、［設定］の順にアクセスし、スキャナを選択し、［編集］をクリックします。情報を変更
せずに再コミットするには［保存］をクリックします。または、必要に応じてこのスキャナの任意の設定を編集
し、設定の問題を修正して［保存］をクリックします。
独立したスキャナアプライアンスのスキャナ設定を変更する場合は、スキャナ設定を削除できます。その後、ス
キャナの追加ウィザードで設定を再び追加できます。このオプションは、コントロールセンターとスキャナの両
方をホストするアプライアンスでは使用できません。
delete scannerconfig は使わないことをお勧めします。

データコンポーネント:

alldata
データコンポーネントグループのすべてのデータを削除します。

bccdata
すべてのコントロールセンターデータ（すべてのラインセンスファイルを含む）を削除します。その後、設定は
OOTB コントロールセンター設定と同じになります。

ddsdata
すべてのディレクトリデータサービスデータを削除します。

keystore
コントロールセンターの HTTPS 証明書をキーストアから削除します。

scannerdata
MTA キューのメールと次のファイルを削除します。
/data/scanner/rules/matchEngine/tmp/data_match_engine_jce_keystore
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spcdata
すべての SPC （Symantec Protection Center）データを削除し、Symantec Messaging Gateway SPC インスタ
ンスの登録を解除します。spcdata の使用後は、SPC でコントロールセンターの使用を継続するために、コント
ロールセンターを SPC サーバーに再登録する必要があります。

statsdata
スキャナから統計ファイルを削除します。

sudata
ソフトウェアの更新に関連するすべてのファイルを削除します。

検疫コンポーネント:

allquarantine
すべての検疫からすべてのメッセージを削除します。

contentquarantine
すべてのコンテンツ検疫メッセージと情報メッセージを削除します。

spamquarantine
スパム検疫からすべてのメッセージを削除します。

virusquarantine
ウイルス疑いの検疫からすべてのメッセージを削除します。

ルールコンポーネント:

allrules
すべてのルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

avrules
すべてのウイルス対策ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

bodyhashrules
bodyhash ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールで置き換えます。

dayzerorules
すべてのゼロデールールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

fastpassrules
すべてのファストパスルールを削除します。

gatekeeperrules
ゲートキーパースパム対策ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

intsigrules
すべての intsig ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

ipfreqrules
IP 頻度ルールを削除します。

permitrules
permit ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールで置き換えます。

regexrules
正規表現フィルタルールを削除します。

spamhunterrules
すべてのスパムハンタールールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

spamsigrules
すべての spamsig ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールに置き換えます。

statsigrules
statsig ルールを削除し、出荷時のデフォルトのルールで置き換えます。
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NOTE

delete コマンドによるルールの削除には 30 秒ほどかかる場合があります。コマンドプロンプトに戻るまで
待ってから、ほかのコマンドを実行してください。delete コマンドの実行中は、Ctrl + C キーを押してコマ
ンドを停止しないでください。

その他のコンポーネント:

all
すべてのログ、設定データ、パスワード、サポート Sieve スクリプト、スキャナデータ、コア、診断パッケー
ジ、ルール、キューデータ、SPC データ、バックアップファイルを削除し、アプライアンスをもとの工場出荷時
の設定に戻します。

bcchostacl
［コントロールセンター］ページ (［管理］、［設定］、［コントロールセンター］の順に選択) で行ったスキャ
ナアクセス制御を削除し、すべてのスキャナからのアクセスを許可します。

cores
すべてのコアディレクトリを削除します。

database
db-backup で作成された、コントロールセンターデータベースのすべてのバックアップを削除します。

diagnostics
すべての診断パッケージを削除します。

fips
fips の設定を削除し、非 FIPS モードの出荷時のデフォルト設定で置き換えます。

help
削除できるコンポーネントの概略を表示します。

monitor
monitor コマンドで作成されたファイルを削除します。

例

例 1

BrightmailLog.log ファイルを削除します。

delete file /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

例 2

スパム検疫のすべてのメッセージを削除します。

delete spamquarantine

例 3

最も新しい 3 つのバックアップファイルを除いて、アプライアンス上に保存されている、コントロールセンターデータ
ベースのバックアップファイルをすべて削除します。

delete --purge 3 database

関連情報

cat

list

more
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diagnostics
diagnostics - 診断パッケージを生成する

概要
diagnostics [options] url

説明

diagnostics コマンドは、シマンテック社のサポート担当者が製品の問題を分析するために使うことができる診断パッ
ケージを生成します。

--find-other-cores オプションを使う場合以外は、有効な URL を指定してください。有効な URL を指定し、データ
収集オプションは指定しない場合、diagnostics はデフォルトで以下のパラメータを使います。

--config --crash-info 5 --logs 100000

これらのパラメータは、次の内容を含む診断パッケージを生成します。

• 設定データ
• /data/scanner/jobs 下のジョブごとに最新の 5 つのコアディレクトリ（ディレクトリ内のコアファイルを除く）
• ログデータ（ファイルごとに最大 100,000 行）

オプションを指定すると、これらのパラメータは、コマンドに明示的に追加しないかぎり含まれません。

特別なシェル文字を含むユーザー名またはパスワードが URL の一部になっている場合は、その名前またはパスワードを
引用符で囲みます。パスワードは URL の中で、またはパスワードプロンプトで指定できます。URL の構文例は次のとお
りです。

scp://'user':'password'\@host[:port]/path

スラッシュで終わるパスを指定すると、指定したパスにデフォルトのファイル名で診断ファイルが書き込まれます。ス
ラッシュで終わらないパスを指定した場合、バックアップファイルはパスで指定されたファイル名で書き込まれます。

デフォルトの診断ファイル名は次の形式です。

diagnostics.yy-mmm-dd-hh-mm.hostname.tar.gz

次に例を示します。diagnostics.09-Sep-10-15-42.host9902.symantecexample.com.tar.gz

長い形式か短い形式かにかかわらず、オプションを複数回指定することはできません。--cores オプションについて
は、コンポーネント名と文字列 all のどちらを使う場合でも、コンポーネントを複数回指定することはできません。重
複するオプションを指定しようとすると、適切な使い方を示すテキストとともにエラーメッセージが表示されます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--bad-messages, b

MTA の不良メッセージを収集します。
--config、-c

設定データのみを収集します。設定データには SPC (Symantec Protection Center) 登録の詳細 (登録がある場合)
が含まれています。

--cores, -o component n
n 個の最新コアディレクトリを収集します (コンポーネントのコアファイルを含む)。n の有効範囲は 1 から 9999
までです。
コンポーネントのリストには次のものが含まれます。
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• --cores mta n は MTA コアパッケージを収集します。
• --cores bmagent n は Brightmail Agent コアパッケージを収集します。
• --cores bmserver n は Brightmail Server コアパッケージを収集します。
• --cores conduit n はコンジットコアパッケージを収集します。
• --cores jlu-controller n は Java LiveUpdate コアパッケージを収集します。
• --cores dds n はディレクトリデータサービスコアパッケージを収集します。
• --cores other n は他のオプションで収集されないその他のコアファイルを収集します。
• --cores all n

all はすべてのコンポーネントを意味する便利な識別子です。

--crash-info n, -a
次のプロセスを対象に、n 個の最新コアディレクトリ (これらのディレクトリ内のコアファイルは除く) を収集し
ます。

• mta
• bmagent
• bmserver
• conduit
• jlu-controller
• dds

n の有効範囲は 1 から 9999 までです。
--edm、-e

データ完全一致（EDM）レコードセットを収集します。
--find-other-cores、-d

/data/scanner/jobs の外部にあるコア ファイルを検出し、/data/scanner/jobs/other に移動します。
Symantec Messaging Gateway がコアファイルを検出して移動すると、警告を受信するように指定された管理者
に電子メール通知が送信されます。検出されない場合、電子メール通知は送信されません。
delete cores コマンドでこのオプションを使うと、製品上にあるコア ファイルをクリーンアップできます。最
初にこのコマンドを実行して、jobs ディレクトリ内に存在しないコアファイルを jobs ディレクトリに移動しま
す。次に、delete cores を使ってコア ファイルを削除します。
データ収集オプションとして --find-other-cores のみを指定する場合、URL は不要です。診断パッケージは
生成されません。

--force、-f
ユーザーインターフェースから開始された診断のための収集がまだ進行中であっても、診断を強制的に実行しま
す。パッケージの作成が進行中の場合、すでに行われている診断のための収集は失敗します。

--gcore, -g component
指定したコンポーネントのコアイメージを生成してダウンロードします。コンポーネントを再起動する前に、こ
のオプションを使ってハングまたはスピンしているコンポーネントに関する必要なデータを取得できます。この
オプションを使うと、プロセスは停止または再起動しませんが、プロセスがわずかに一時停止する場合がありま
す。使用可能なコンポーネントは次のとおりです。

• bmagent

• bmserver

• conduit

• mta

• jlu-controller

--help、-h
このメッセージを表示します。
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--include-old-queues、-i
古い Postfix キューからキューデータを収集します。
このコマンドは、Symantec Messaging Gateway をバージョン 7.7 またはそれ以前のバージョンから移行する設
定でのみ役立ちます。このコマンドは、バージョン 8 以上の Symantec Messaging Gateway には適用されませ
ん。

--ldap、-p
レガシーの ldapsync データを収集します。
このコマンドは、Symantec Messaging Gateway をバージョン 8 またはそれ以前のバージョンから移行する設
定でのみ役立ちます。このコマンドは、バージョン 9 以上の Symantec Messaging Gateway には適用されませ
ん。

--logs all、-l
すべてのログファイルのすべてのログを収集します。

--logs n, -l
ログファイルごとに最大 n 行のログデータを収集します。
n の有効範囲は 1 から 2,147,483,647 までです。

--monitor、-m
monitor コマンド「monitor -c 6 --proc bmserver --proc mta system database disk mta p_all」のス
ナップショット出力と、/data/monitor 下の既存の監視ログを収集します。

--rules、-r
データ完全一致データを除いて、スキャナ上に存在するすべてのルールを収集します。

--tracking、-t
メッセージ監査ログファイルを収集します。

--verbose、-v
コマンドの処理状況を詳細モードで示します。

パラメータ

このコマンドによって参照される URL パスの構文は次のとおりです。

• scp://'user':'password'\@host[:port]/path
SCP を使って診断パッケージをリモートコピーします。

• ftp://'user':'password'\@host[:port]/path
FTP を使って診断パッケージをリモートコピーします。
ユーザー名とパスワードが指定されていない場合は、匿名ログインが使用されます。

コマンドラインで指定したユーザー名とパスワードのクレデンシャルを使ってログインが試みられます。パスワードに特
殊文字が含まれる場合は、パスワードを一重引用符（'）で囲む必要があります。パスワード内の特殊文が一重引用符を
含む場合は、代わりに二重引用符（"）を使用できます。ユーザー名とパスワードが指定されていない場合は、匿名ログ
インが使用されます。

例

診断ファイルを作成し、SCP プロトコルを使って転送します。診断ファイル (形式は diagnostics.yy-mmm-dd-hh-
mm.hostname.tar.gz) は SCP の宛先に転送されます。

diagnostics scp://'support'@10.160.248.128/tmp/

NOTE

月は 2 桁形式ではなく 3 文字形式で表します。
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dns-control
dns-control - ローカル DNS キャッシュを制御する

概要
dns-control command

説明

dns-control コマンドは、ネーム サーバのロール キャッシングを管理します。

すべての dns-control コマンドの出力は、完了メッセージまたは失敗メッセージのどちらかで終わります。たとえば、
「Command cmdname completed successfully」や「Command cmdname failed」のようなメッセージです。

一部のコマンドについては、DNS キャッシュが動作していないとコマンドを実行できません。このような場合は「The
DNS Cache is currently stopped」という出力だけです。それらのコマンドを実行する前に、dns-control start コマン
ドでキャッシュを開始します。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

パラメータ

コマンドのコンポーネントは次のとおりです。

start
ローカルキャッシングネームサーバーを起動します。

stop
ローカルキャッシングネームサーバーを停止します。

restart
ローカルキャッシングネームサーバーを再起動します。

status
ローカルキャッシングネームサーバーの状態を表示します。

flush
キャッシュを消去します。

list
リゾルバ用にローカルで設定されたネームサーバーを一覧表示します。

trace
トレース（デバッグ）レベルを +1 つ上げます。

notrace
トレース（デバッグ）を無効にします。

reconfig
ネームサーバー設定情報を強制的に再ロードします。

help
このページを表示します。

fipsmode
fipsmode - FIPS モードを有効または無効にしたり、チェックします。
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概要
fipsmode --help

fipsmode(on|off|status)

説明

アプライアンスの FIPS モードの状態を有効化、無効化、またはチェックします（アプライアンスが FIPS モードである
かどうか）。FIPS モードの状態を変更すると、再起動を求められます。

fipsmode は、その処理を syslog /data/logs/messages に記録します。

オプション
--help、-h

使用上のヒントを表示します。

パラメータ
on

FIPS モードをオンにします。再起動するように求められます。
システムがすでに FIPS モードの場合に fipsmode on コマンドが呼び出されると、スクリプトは「FIPS mode
not being changed.」というレポートを出力します。

off
FIPS モードをオフにします。再起動するように求められます。
システムが FIPS モードでない場合に fipsmode off コマンドが使用されると、スクリプトは「FIPS mode not
being changed.」というレポートを出力します。

status
ホストが "FIPS モード" か "非FIPSモード" かを表示します。

grep
grep - ファイル内のテキストまたは正規表現の検索

説明

grep コマンドは、指定されたファイルからテキストまたは正規表現を検索します。

grep --help で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで grep と入力してください。表示される情報
で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは標準 Linux コマンドですが、Symantec Messaging Gateway では制限があります。管理者は以下の場合に
のみ grep を使うことができます。

• list コマンドによって取得可能なファイル名の場合。
• grep コマンドへ他のコマンドの出力をパイプする場合。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

help
help - 個別のコマンドのヘルプまたはすべての利用可能なコマンドを表示する

概要
help [ --list | command ]
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説明

help コマンドは、製品で利用可能なコマンドを一覧表示します。コマンド名を指定すると、help コマンドはそのコマン
ドのヘルプを表示します。

コマンドのヘルプは Linux のマニュアルページ形式で表示されます。これらのヘルプページでは、次に示す Linux マニュ
アルページの表記規則を使います。コマンドを実行するとき、角カッコ、丸カッコ、パイプ記号は入力しないでくださ
い。

角カッコ ［ ]
角カッコで囲んで示されたオプションと引数は省略可能です。角カッコで囲んで示されていないオプションと引
数は必須です。

丸カッコ ()
丸カッコで囲んで示されたオプションと引数は必須ですが、相互に排他的です。相互に排他的なオプションと引
数はパイプ記号で区切られます。

パイプ |
パイプ記号は、相互に排他的であるオプションまたは引数を示します。たとえば、[ -e pattern | -f file ] は、-e
pattern または -f file の両方ではなくどちらか一方を指定できることを意味します。

斜体、色付き、下線付きのテキスト
斜体、色付き、下線付きのテキストは、そのテキストを特定のテキストで置き換える必要があることを示しま
す。help command と入力すると、コマンドラインにアクセスするために使うターミナルまたはターミナルソフ
トウェアによって、このテキストの表示形式が決定されます。ヘルプページを PDF 形式またはオンラインヘル
プで表示するとき、このようなテキストは斜体で示されます。

--option、-o
コマンドオプションの中には、長い形式と短い形式を使用できるものがあります。長い形式と短い形式のどちら
で指定しても動作は同じです。必要に応じて使い分けてください。「オプション」セクションでは、両方の形式
があるオプションについては長い形式、短い形式の順で示しています。長い形式には 2 つのハイフン、短い形式
には 1 つのハイフンを先頭に付けます。オプションによっては、ログレベルや IP アドレスなどのパラメータを
オプションに続けて指定する必要があります。

ヘルプページは次のセクションで構成されます。

概要
コマンドで使用可能なオプションと引数の説明。

説明
コマンドについての一般情報。

オプション
コマンドの動作を制御するために使うことができるオプション。オプションは、-s または --status のように
1 または 2 個のハイフンで常に始まります。「書式」でオプションが角カッコで囲んで示されている場合、オプ
ションは省略可能です。そうでない場合、オプションは必須です。
一部のオプションには引数があります。たとえば、--log level などです。角カッコは省略可能な引数を示しま
す。
すべてのコマンドにオプションが存在するわけではありません。

パラメータ
一部のコマンドでは引数が必要です。引数はファイルの名前、ホスト名、IP アドレスなどであり、コマンドの動
作を制御するために指定します。すべてのコマンドに引数が存在するわけではありません。

例
「例」セクションはコマンドの使い方の例を示します。すべてのコマンドに例が存在するわけではありません。

関連情報
「関連情報」セクションでは、関連するコマンドの一覧を示します。すべてのコマンドに「関連情報」の参照が
存在するわけではありません。
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ヘルプページの閲覧操作には、次のコマンドを使います。

f またはスペースキー
1 画面進む

b
1 画面戻る

/pattern
単語またはパターンを検索する

<
文書の先頭に移動する

>
文書の末尾に移動する

q
文書を終了し、コマンドプロンプトを表示する

h
ヘルプページの閲覧についての追加情報を表示する

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--list、-l

すべての利用可能なコマンドのリストを表示します。

パラメータ
コマンド

指定されたコマンドのヘルプを表示します。
コマンドを指定しない場合、help コマンドのヘルプ（このページ）が表示されます。次のいずれかのコマンド
を指定します。

agent-config
ホストをコントロールセンターに接続するエージェントを設定する

cat
ファイルを表示するための標準 Linux コマンド

cc-config
ログ記録とコントロールセンターへのネットワークアクセスを設定する

clear
画面を消去する標準 Linux コマンド

db-backup
コントロールセンターデータベースのバックアップを作成する

db-restore
アプライアンス上にある以前に作成したバックアップから、または FTP、SCP、HTTP を使ってリモートの場所
から、アプライアンスに Brightmail データベースを復元する

delete
ログ、設定情報、データを消去する

diagnostics
診断パッケージを生成する
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dns-control
ローカル DNS キャッシュを制御する

fipsmode
FIPS モードを有効または無効にしたり、チェックします。

grep
ファイル内のテキストまたは正規表現を検索する標準 Linux コマンド

help
個別のコマンドのヘルプまたはすべての利用可能なコマンドを表示する

ifconfig
ネットワークインターフェースを設定する標準 Linux コマンド

iostat
CPU とデバイスの負荷を表示する標準 Linux コマンド

ip
Symantec Messaging Gateway によって使用中のアドレスについての情報を取得します。

ldapsearch
LDAP ディレクトリのクエリーを実行する標準 Linux コマンド

list
特定のコマンドを実行できるすべてのファイルのファイル名を表示する

mallog
メッセージ監査ログを一覧表示、バックアップ、復元する

malquery
メッセージ監査ログのクエリーを実行する

monitor
Brightmail 固有のプロセスについての情報を表示および記録する

more
テキストファイルのページ送りをする標準 Linux コマンド

mta-control
MTA プロセスを制御し、メールキューをバックアップおよび復元する

netstat
ネットワーク接続を表示する標準 Linux コマンド

nslookup
DNS サーバーのクエリーを実行する標準 Linux コマンド

password
管理パスワードを変更する

ping
リモートコンピュータからの応答をテストする標準 Linux コマンド

ping6
発行マシンと指定された IPv6 ホスト名または IP アドレスとの間のデータの転送をテストします
標準 Linux コマンド

patch
パッチに関連するすべての必要な関数を処理する

reboot
アプライアンスを再起動する
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route
IP ルーティングテーブルを表示し、操作する標準 Linux コマンド

rpmdb
RPM データベースを管理し、修復する

service
サービスを開始または停止する標準 Linux コマンド

show
システム情報を表示する

shutdown
再起動せずにアプライアンスをシャットダウンする

sshd-config
アプライアンスに SSH アクセスが可能なアドレスを設定する

tail
ファイルの終端を表示する標準 Linux コマンド

telnet
リモートコンピュータに接続する標準 Linux コマンド

traceroute
ネットワークパケットの通過経路を表示する標準 Linux コマンド

traceroute6
指定されたホスト名または IPv6 アドレスまでのネットワークルートをトレースします

update
アプライアンスソフトウェアを更新する

履歴

Symantec Brightmail Gateway バージョン 9.0 では、バージョン 8.0 とそれ以前のバージョンに存在した一部のコマンド
の名前変更、他のコマンドへの組み込み、削除が行われています。次のコマンドがバージョン 9.0 で変更されています。

agentconfig
agent-config によって置換。

clear
delete によって置換。バージョン 9.0 では、clear コマンドは画面を消去します。

crawler
diagnostics の一部。

date
show --date によって置換。

deleter
delete cores によって置換。

dn-normalize
dn-normalize コマンドの機能はバージョン 9.0 で使用できません。

eula
show --eula によって置換。

http
cc-config http によって置換。

install
update install によって置換。

 495



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

ls
list によって置換。

mta-stats
monitor mta によって置換。

passwd
password によって置換。

pause-mode
mta-control pause-mode によって置換。

rebuildrpmdb
rpmdb --repair によって置換。

rm
delete files によって置換。

set-control-center-port-443
cc-config port-443 によって置換。

sshdctl
sshd-config によって置換。

sshdver
sshd-config --version によって置換。

sys-info
show --info によって置換。

system-stats
monitor system によって置換。

tls-ca-cert-control
tls-ca-cert-control コマンドの機能はバージョン 9.0 で使用できません。

ifconfig
ifconfig - ネットワークインターフェースを設定する標準 Linux コマンド

説明

ifconfig コマンドはネットワーク インターフェースの状態と構成を表示し、インターフェイス構成を一時的に変更でき
ます。

help ifconfig で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで ifconfig と入力してください。表示さ
れる情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

iostat
iostat - CPU とデバイスの負荷を表示する標準 Linux コマンド

説明

iostat コマンドは、システム入出力デバイスがアクティブである時間を平均転送レートと関連付けて観察することによ
り、デバイスの入出力状況を監視します。
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help iostat で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで iostat と入力してください。表示される
情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

ip
ip - IP アドレスについての情報を取得するための標準の Linux コマンド

説明

ip コマンドを使用して IP アドレスについての情報を表示したり修正することができます。

help ip で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで ip と入力してください。表示される情報で
は、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

ldapsearch
ldapsearch - LDAP ディレクトリのクエリーを実行する標準 Linux コマンド

説明

ldapsearch コマンドを使用して指定した LDAP ソースを検索し、一致するレコードを表示できます。

help ldapsearch で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで ldapsearch と入力してください。表
示される情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

list
list - 特定のコマンドを実行できるすべてのファイルのファイル名を表示する

概要
list [--all] [--cores] [--diagnostics] [--logs] [--monitor] [--temp] [--top]

list --help

説明

list コマンドは、特定のコマンドで操作を実行できるすべてのファイルのファイル名を表示します。次のコマンド
は、list で一覧表示されるファイルに対して実行できます。

cat
1 つ以上のファイルの名前を表示します。

delete
1 つ以上のファイルを削除します。

more
1 つ以上のファイルの内容を表示し、1 画面分表示するたびに一時停止します。
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tail
指定されたログファイルの最後の 50 行を示します。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション

list オプションを指定したときに でファイルが何も表示されない場合、そのカテゴリに属するファイルはありません。

--all、-a
すべてのファイルを表示します。

--cores、-c
すべてのコアファイルを表示します。

--diagnostics、-d
すべての診断パッケージを表示します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

--logs、-l
すべてのログファイルを表示します。

--monitor、-m
すべての監視ファイルを表示します。

--temp、-p
すべての一時ファイルを表示します。

--top、-t
管理者が削除できるサイズが最大のファイルとそのサイズを一覧表示します。

例

例 1

cat で表示できるファイル（コア ファイルと診断ファイルを除く）、または delete で削除できるファイルをすべて表示
します。

list --all

例 2

削除できるサイズが最大のファイルを一覧表示します。大きいファイルが必要ない場合は、delete コマンドを使って
ファイルを削除できます。

list --top

関連情報

cat

delete

more

mallog
mallog - メッセージ監査ログを一覧表示、バックアップ、復元する
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概要
mallog [ --list  ]

mallog [ --backup | --restore ] url

説明

mallog コマンドは、スキャナに存在するメッセージ監査ログデータのバックアップと復元を行います。mallog コマン
ドは、スキャナ上のメッセージ監査ログ ファイルの一覧表示も行います。メッセージ監査ログに記録されたメッセージ
活動を表示するには、コントロール センターまたは malquery コマンドを使います。

利用可能なログファイルには次のものがあります。

• /data/logs/scanner/audit_bmengine_log*
• /data/logs/scanner/audit_mte_log*
• /data/logs/scanner/audit_mta_log*

NOTE

mallog --backup または mallog --restore を実行すると、これらのコマンドの実行中は電子メールの処理が
停止されます。この間、インバウンドまたはアウトバウンドの電子メールは配信されません。組織の電子メー
ル可用性ポリシーが厳しい場合、これらのコマンドの実行を業務時間外に限定したほうが適切な可能性があり
ます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--backup url

tar.gz 形式であるすべてのメッセージ追跡ログのバックアップを作成し、作成されたファイルを指定の URL に
アップロードします。

NOTE

このオプションを指定すると、コマンドの実行中はメール処理が中断されます。

--list
ファイルシステム上にある個別のメッセージ追跡ログ、そのタイムスタンプとサイズを一覧表示します。

--restore url
指定された URL からメッセージ追跡ログを復元します。既存のログは上書きされます。

NOTE

このオプションを指定すると、コマンドの実行中はメール処理が中断されます。

FTP、SCP、HTTP（復元のみ）のいずれかの方式を URL で指定できます。
スラッシュで終わるパスを指定すると、指定したパスにデフォルトのファイル名で診断ファイルが書き込まれま
す。スラッシュで終わらないパスを指定した場合、バックアップファイルはパスで指定されたファイル名で書き
込まれます。--restore オプションには、ファイル名を含む絶対パス名を指定する必要があります。URL 全体
を二重引用符で囲んでください。URL の一部に二重引用符などの特殊文字が含まれている場合は、バックスラッ
シュで特殊文字をエスケープします。特別なシェル文字を含むパスワードが URL の一部になっている場合は、
引用符で囲む必要があります。

url
SCP または FTP によって、url の場所にパッケージを転送します。
URL 全体を二重引用符で囲んでください。URL の一部に二重引用符などの特殊文字が含まれている場合は、
バックスラッシュで特殊文字をエスケープします。特別なシェル文字を含むパスワードが URL の一部になって
いる場合は、引用符で囲む必要があります。
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関連情報

malquery

malquery
malquery - メッセージ監査ログのクエリーを実行する

概要
malquery (-l start,end | -g start,end | -s start [ -n end] | -p range)

(-u uid [-u uid ...] | -e event[,arg_num]<=|*>string [-e ...]                   | -q
 event[,arg_num]<=|*>quoted-printable-string [-q ...])                

[-m max_results] [-I index_max] [-o url] [-v]

説明

メッセージ監査ログのクエリーを実行することにより、コントロールセンターのメッセージを追跡できます。コマンドラ
インから malquery  コマンドを使ってメッセージを追跡することもできます。複雑なクエリや大量のデータが予想され
るクエリの場合は、コントロール センターではなく malquery を使用してください。malquery コマンドは、ログインし
ているスキャナに関するデータのみを返します。

メッセージ監査ログを有効にすると、1 件のメッセージに付き監査ログは約 800 バイトになります。サイトで 1 日
1,000,000 件以上のメッセージを受信している場合は、メッセージ監査ログを有効にするとパフォーマンスとストレージ
の問題が起こる可能性があります。

現在よりも古い監査ログは、yyyymmdd 形式のローカルの日付が付いたファイル名にロールオーバーされます。2 日間の
デフォルトの保存期間よりも古い監査ログは消去されます。

malquery コマンドラインが生成する結果は、コントロールセンターが生成するイベントや、他のスキャナで生成される
イベントには反映されません。

malquery の出力は .xml 形式です。以下に例を示します。

<malResults count="message result count">

        <message AID="aid">

            <events>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

            </events>

        </message>

</malResults>

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
-a, --audit audit_id

指定された監査 ID (aid) で電子メールメッセージを検索します。
-e ..., --event

指定された基準に一致するイベントを含む電子メールメッセージを検索します。
例:
-e RCPTS=dale@company.com
RCPTS は受信者です。この例では、受信者は dale@company.com です。
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-e "SUBJECT*my flowers"
SUBJECT は電子メールメッセージの件名です。この例では、件名に「my flowers」という語句が含まれます。
完全一致には等号（=）を使用します。語句を含んでいる場合はアスタリスク（*）を使用します。検索は大文字
と小文字を区別しません。
検索できる他の共通要素の一覧を次に示します。

• ACCEPT
接続 IP

• ATTACH
添付ファイル名

• MSGID
メッセージ ID

• RCPTS
受信者アドレス

• SENDER
送信者アドレス

• SUBJECT
メッセージの件名。

-g, --gmt start,end
UNIX 時間（1970 年 1 月 1 日のエポックタイムから経過した時間単位数）で検索を行うための GMT 日付範囲に
よってメッセージを検索します。次に例を示します。
2008 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分 = 1215212340
開始日と終了日をカンマで区切り、スペースは入れません。

-i, --index index_max_n
一致する結果の数が index_max_n 以下の場合、インデックス (.idx ファイル) を使います。そうでない場合、イ
ンデックスは無視されます。このオプションではフラットファイルを検索することにより、多数のイベントを
ルックアップするときの所要時間を短縮します。
index_max_n のデフォルトは 1000 です。

-l, --date start,end
検索する日付の範囲。日付の形式は YYYYMMDDhhmm です。次に例を示します。
2008 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分 = 200807042359
開始日と終了日をカンマで区切り、スペースは入れません。

-m, --max max_results
max_results 個のメッセージを返します。デフォルトの設定は 1000 です。

-n, --end
検索する日付範囲の終わり。日付の形式は YYYYMMDDhhmm です。次に例を示します。
2008 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分 = 200807042359

-o, --output file
結果に一致するデータを指定した URL に出力します。
次の構文を含んでいる SCP または FTP URL を使います。
scp://'user':'password'@host[:port]/path
スラッシュ（/）で終わるパスを指定すると、指定したパスにデフォルトのファイル名でファイルが書き込まれま
す。スラッシュで終わらないパスを指定した場合、ファイルはパスで指定されたファイル名で書き込まれます。
特別なシェル文字を含むユーザー名またはパスワードが URL の一部になっている場合は、その名前またはパス
ワードを引用符で囲みます。URL 内またはパスワードプロンプトでパスワードを指定できます。
次に例を示します。
malquery -p 1h -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" \ -m 500 -o ftp://
evan@ftp.company.com/home/evan/audit.info.txt
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-p, --previous
最後の範囲の時間を検索します。
範囲の時間の形式は <integer><type> です。type は、m(分)、h(時)、d(日)、または w(週)です。
次に例を示します。 5h は最後の 5 時間を検索します。

-q ..., --qevent
引用符で囲まれた出力可能なエンコードで指定された基準に一致するイベントを含む電子メールメッセージを検
索します。次に例を示します。
-q "SUBJECT*red =3D rose" -- subject contains 'red = rose'
完全一致には等号（=）を使用します。語句を含んでいる場合はアスタリスク（*）を使用します。検索は大文字
と小文字を区別しません。
検索できる他の共通要素の一覧を次に示します。

• ACCEPT
接続 IP

• ATTACH
添付ファイル名

• MSGID
メッセージ ID

• RCPTS
受信者アドレス

• SENDER
送信者アドレス

• SUBJECT
メッセージの件名。

-s, --start
検索する日付範囲の始まり。日付の形式は YYYYMMDDhhmm です。次に例を示します。
2008 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分 = 200807042359

-v, --verbose
コマンドの処理状況を詳細モードで示します（デバッグログ）。

例

例 1

次の基準に基づいて電子メールを検索します。

• 開始日が GMT 時刻で 2008 年 7 月 4 日午後 2 時 0 分から 2008 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分までの間
• 受信者が「dale@company.com」
• 件名に「check this out」という語句が含まれる
• 最大 500 個の結果を出力する
• FTP を使用して出力を「host.domain.com」上の「user」に送信します。

malquery -g 1215140340,1215212340 -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -m 500 -o
ftp://user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

例 2

次の基準に基づいて電子メールを検索します。

• 開始日が 2009 年 7 月 4 日午後 11 時 0 分から 2009 年 7 月 4 日午後 11 時 59 分までの間
• 監査 ID: 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad
• 最大 500 個の結果を出力する

malquery -l 200907042300,200907042359 -a 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad -m 500

 502



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

例 3

次の基準に基づいて電子メールを検索します。

• 開始日が 2009 年 7 月 4 日午後 11 時 0 分から現在日時までの間
• 受信者は引用符で囲まれた出力可能なエンコード文字列を使用する「dale@company.com」です
• 件名には引用符で囲まれた出力可能なエンコード文字列「Barney=27s Grill」を使用する語句「Barney's Grill」が含ま
れます

• 最大 500 個の結果を出力する

malquery -s 200907040000 -q RCPTS=3Ddale@company.com -q "SUBJECT*Barney=27s Grill" -m 500

例 4

次の基準に基づいて電子メールを検索します。

• 日付が最後の 2 日以内である
• 受信者が「dale@company.com」
• 件名に「check this out」という語句が含まれる
• このコマンドの一致する結果の数は index_max のデフォルト値の 1000
• SCP を使用して出力を「host.domain.com」上の「user」に送信します。

malquery -p 2d -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -i -o scp://
user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

例 5

レピュテーション判定によって拒否されたメッセージを監査ログで検索します。

• 日付が最後の 3 時間以内である

malquery --previous 3h --event "RCPTS=<NONE>"

関連情報

mallog

monitor
monitor - Symantec Messaging Gateway 固有のプロセスについての情報を表示および記録する

概要
  monitor options [--proc name]  [identifier ...]

monitor list

monitor stop ( pid | all )

説明

monitor コマンドでは、Symantec Messaging Gateway とそのプロセスについての詳しい情報を表示して記録できま
す。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--count, -c num

num 個のサンプルを生成します。
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デフォルトは 1 です。上限は 2^31-1 (約 21 億) です。
--help、-h

このメッセージを表示します。
--interval, -i num

num の間隔 (秒単位で測定) でサンプルを取得します。
デフォルトの設定は 10 秒です。長期間実行され、ディスクに書き込まれる監視ジョブについては、この間隔を
長く（60 以上に）してください。ディスクに空きがなくなると、monitor プロセスは停止します。この問題を
避けるには、間隔を長くします。

--output, -o file
出力をコンソールに表示する代わりにファイルに保存します。ファイルは /data/monitor/file という名前で
保存されます。
このオプションを使うとき、monitor はバックグラウンドで動作し、監視プロセスのプロセス ID （PID）を返し
ます。ファイルを表示するには cat、more、tail のいずれかを使います。ファイル名には ASCII 文字を使うこ
とができます。

--proc, -p name
次のいずれかの Symantec Messaging Gateway プロセスとその子についてのデータを収集します。有効なプロセ
ス名と、その名前が表すプログラムは次のとおりです。
bmagent

Brightmail Agent は、コントロールセンターと各スキャナの間で設定情報を送受信できるようにします。
bmserver

bmserver プロセスは電子メール メッセージをフィルタ処理します。
conduit

コンジットは更新された電子メールフィルタを取り込み、統計を管理します。
controlcenter

コントロールセンターは、集中型の Web 管理、統計の収集、検疫のホストの各機能を提供します。
liveupdate

LiveUpdate は、シマンテックセキュリティレスポンスからスキャナにウイルス定義をダウンロードしま
す。

lsisnmpd
lsisnmpd プロセスは、Dell PowerEdge 拡張可能 RAID コントローラに関する SNMP 情報を提供しま
す。
現在サポートされているすべてのハードウェアでは、lsisnmpd プロセスが実行されているはずです。現
在サポートされていない仮想環境では、このプロセスは実行されていないはずです。

monitor
monitor プロセスは、Symantec Messaging Gateway の各種プロセスについての情報を表示または保存
します。

mta
メール転送エージェント（MTA）は、インバウンドとアウトバウンドのメッセージを処理のために
Brightmail エンジンにルーティングし、フィルタ処理されたメッセージを配信します。

mysql
コントロールセンターの MySQL データベースに、設定とメッセージ情報を格納します。

snmpd
snmpd プロセスは、SNMP 管理ソフトウェアからの要求を待機します。

--quiet、-q
監視プログラムからの警告を抑止します。
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--tab、-t
タブ区切り形式でデータを生成します。--tab オプションは、表計算ワークシートにインポートするための出力
を生成する目的で --output オプションと組み合わせて使います。--tab を指定してフォーマットされたテキス
トは、画面上では正しく揃って表示されません。たとえば、画面上で列の見出しが列のデータと揃いません。
--tab を指定してデータをタブ区切り形式の出力にフォーマットすると、各識別子の列見出しの先頭にプロセス
名が付きます。たとえば、controlcenter_p_%user とします。

パラメータ
list

すべての監視プロセス、監視プロセスの PID、実行時に使われたオプションのリストを生成します。monitor
list コマンドは、実行中の監視プロセスのうちの 1 つとして monitor list コマンドを常に示します。この動
作は正常なものです。

stop ( pid | all )
指定された監視プロセスを停止します。単一のプロセスを停止するには、PID を入力します。すべての監視プロ
セスを停止するには、単語 all を入力します。

identifiers
表示または保存される情報は、指定された識別子によって異なります。識別子を 1 つも指定しない場合、デフォ
ルトの system が使われます。一部の識別子は、処理上の利便性のために複数の識別子をまとめて表します。利
用可能な識別子のグループにはシステム、データベース、ディスク、MTA、プロセスの 5 つがあります。
システム識別子には次のものがあります。

• %user - ユーザーモードで消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• %nice - nice としての実行で消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• %sys - システムモードで消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• %wait - IO 待ちで消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• %idle - アイドル状態で消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• memt - 合計メモリ (k)。
• memu - 使用中のメモリ (k)。
• pageout - ディスクにスワップアウトされるメモリページ数。
• system - 次のシステム識別子がすべて含まれる便利な識別子: %user %sys %wait memt memu memf.

データベース識別子 - これらの識別子は、コントロールセンターデータベースのサイズ、コントロールセンター
の各種検疫のサイズ、検疫に含まれるメッセージの数を示します。識別子には次のものがあります。

• db_size - コントロールセンターデータベースの合計サイズ (KB 単位)。
• db_qsize - スパム検疫ディレクトリのサイズ (KB 単位)。
• db_qqty - スパム検疫内のメッセージ数。
• db_vsize - ウイルス疑いの検疫ディレクトリのサイズ (KB 単位)。
• dv_vqty - ウイルス疑いの検疫内のメッセージ数。
• db_csize - コンテンツインシデントディレクトリのサイズ。
• db_cqty - コンテンツインシデント内のメッセージ数。
• database - すべてのデータベース識別子が含まれる便利な識別子。

ディスク識別子 - ディスク識別子は、管理者が制御するパーティション上のディスク利用率についての情報を提
供します。識別子には次のものがあります。
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• data_used - 使用されている /data パーティションの容量（KB 単位）。
• data_free - /data パーティションの空き容量（KB 単位）。
• opt_used - 使用されている /data パーティションの容量（KB 単位）。
• opt_free - /opt パーティションの空き容量（KB 単位）。
• other_used - 使用されている / パーティションの容量（KB 単位）。
• other_free - / パーティションの空き容量（KB 単位）。
• disk - 上記すべてのディスクデータが含まれる便利な識別子。

MTA 識別子 - これらの識別子は MTA 統計を報告します。識別子には次のものがあります。

• i_conn - インバウンド接続の数。
• i_qmsgs - キューに登録されたインバウンドメッセージの数。
• i_dmsgs - 遅延したインバウンドメッセージの数。
• i_qsize - インバウンドキューのサイズ (MB)。
• i_drate - インバウンドリスナーデータ転送速度 (kbps)。
• i_mrate - インバウンドリスナーメッセージ転送速度。
• mta_in - すべてのインバウンド統計（i_ で始まる識別子）。
• o_conn - アウトバウンド接続の数。
• o_qmsgs - キューに登録されたアウトバウンドメッセージの数。
• o_dmsgs - 遅延したアウトバウンドメッセージの数。
• o_qsize - アウトバウンドキューのサイズ (MB)。
• o_drate - アウトバウンドリスナーデータ転送速度 (kbps)。
• o_mrate - アウトバウンドリスナーメッセージ転送速度。
• mta_out - すべてのアウトバウンド統計（o_ で始まる識別子）。
• d_conn - 配信接続の数。
• d_qmsgs - キューに登録された配信メッセージの数。
• d_dmsgs - 遅延した配信メッセージの数。
• d_qsize - 配信キューのサイズ (MB)。
• d_drate - 配信リスナーデータ転送速度 (kbps)。
• d_mrate - 配信リスナーメッセージ転送速度。
• mta_del - すべての配信統計（d_ で始まる識別子）。
• mta - すべての MTA 識別子が含まれる便利な識別子。
収集される情報は、指定された識別子によって異なります。識別子を指定しない場合、デフォルトの
「system」が使われます。一部の識別子は、処理上の利便性のために複数の識別子をまとめて表します。
このコマンドでは、2 つのサンプルの間に実行される処理の平均負荷または平均量についての目安は得られま
せん。各サンプルはその時点における MTA 状態のスナップショットです。

プロセス識別子 - --proc オプションを使うと、Symantec Messaging Gateway プロセスのグループに関す
る統計を監視できます。p_* 識別子なしで --proc フラグを使うと、デフォルト値「p_%user p_%sys p_memv
p_memr p_mems」が使われます。--proc と共に使う識別子には以下のものがあります：

• p_%user - ユーザーモードで消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• p_%sys - システムモードで消費される利用可能な CPU 時間の割合。
• p_memv - プロセスが使う仮想メモリ (k)。
• p_memr - プロセスによって使用中の常駐メモリ (k)。
• p_mems - 任意のプロセスが使う共有メモリの最大容量 (k)。
• p_all - すべての proc 識別子。
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例

以下の例は monitor コマンドの使い方を示します。これらの例では、一部のオプション名について、長い形式と短い形
式（ -o と --output など）が混在しています。

例 1

コンジットサービスが消費する利用可能な CPU 時間とメモリの割合を 1 回のみ調べます。結果を /data/monitor/
conduit_mon ファイルに保存します。

monitor --proc conduit --output conduit_mon

例 2

システム上の MTA サービスの平均負荷を 3 秒おきに 1000 回収集します。MTA サービスによるシステム上の平均負荷を
タブ区切り形式で表示し、/data/monitor/mta_mon ファイルに書き込みます。

monitor --proc mta --interval 3 --count 1000 --tab --output mta_mon

例 3

LiveUpdate サービスが使う利用可能な CPU 時間とメモリの割合を 1 回のみ調べます。結果を /data/monitor/
liveupdate_mon ファイルに保存します。

monitor --proc liveupdate --output liveupdate_mon

例 4

監視サービスが消費する利用可能な CPU 時間とメモリの割合を 1 回のみ調べます。結果をタブ区切り形式で /data/
monitor/monitor_mon ファイルに保存します。

monitor --proc monitor --output monitor_mon --tab

関連情報

cat

delete

list

more

tail

more
more - テキストファイルのページ送りをする標準 Linux コマンド

説明

more コマンドは、テキスト ファイルの内容を 1 画面分ずつ表示します。次の画面を表示するには####キーを押しま
す。more で内容を表示できるファイルのリストを表示するには、 listコマンドを使います。

別のコマンドの出力を more に送り、出力を 1 画面ずつ表示できます。実行するコマンドに続けて、パイプ記号と more
を入力します。下記の例を参照してください。

help more で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで more と入力してください。表示される情報
で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

more コマンドは標準 Linux コマンドですが、list コマンドで表示されるファイルの内容のみを表示するように動作が変
更されています。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。
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例

例 1

BrightmailLog.log の内容を 1 画面ずつ表示します。

more /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

例 2

list --top コマンドの出力を 1 画面ずつ確認します。

list --top | more

関連情報

list

mta-control
mta-control - MTA プロセスを制御し、メールキューをバックアップおよび復元する

概要
mta-control queue command       

mta-control pause-mode mode 

説明

mta-control コマンドを使うと、MTA キューをクエリし、MTA メッセージ処理内で特定要素を制御できます。たとえ
ば、メッセージキューを消去できます。

NOTE

出力ファイル名、パス、パスワード、電子メールアドレス、ユーザー名を指定するときは、~（波形符）文字は
使わないでください（エクスポートの場合）。絶対パス名を指定してください。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

パラメータ

次のいずれかの MTA キューを指定します。

• inbound
• outbound
• resubmission
• delivery
• all

次のコンポーネントを使用できます。
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• start - キューを起動します。
• stop - キューを停止します。
• status - 現在の状態を表示します。状態は、running（実行中）、not running（停止中）、enabled（有
効）、disabled（無効）のいずれかになります。

• restart - キューを再起動します。
• flush - キュー内にあるすべてのメッセージの配信を再試行します。
• delete-msgs-by-sender regexp - 指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ送信者を含むすべてのメッ
セージをキューから削除します (大文字と小文字は区別されません)。

• delete-msgs-by-rcpt regexp - 指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ受信者を含むすべてのメッセー
ジをキューから削除します (大文字と小文字は区別されません)。

NOTE

受信者のみでなく、メッセージ全体が削除されます。
• delete-msg-by-id queue-ID - 指定されたキュー ID を持つメッセージをキューから削除します。
• delete-all-msgs - すべてのメッセージをキューから削除します。
• bypass-resubm-by-sender regexp - 再提出キューで、指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ送信者
を含むすべてのメッセージの再提出をバイパスします。(大文字と小文字は区別されません。)

• bypass-resubm-by-rcpt regexp - 再提出キューで、指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ受信者を
含むすべてのメッセージの再提出をバイパスします。(大文字と小文字は区別されません。)

• bypass-resubm-by-id queue-ID - 再提出キューから指定されたキュー ID を持つメッセージの再提出をバイパスしま
す。ID に重複がないのはインスタンス内のみです。

• bypass-resubm-all - 再提出キューからすべてのメッセージの再提出をバイパスします。
• active-routes – すべてのアクティブな経路と、各経路のメッセージ数を出力します。
• num-messages-in-route route - 指定された経路のメッセージ数を出力します。
• num-msgs-by-rcpt route - 指定された経路の受信者ドメインごとのメッセージ数を出力します。
• num-msgs-by-rcpt-all-routes - 指定されたルートの受信者ドメインごとのメッセージ数を出力します。
• list-msgs route - 指定された経路のメッセージを出力します。
• list-msg-details msgid - 指定されたメッセージ ID を持つメッセージについての詳細を出力します。
• route-info route - 経路の DNS ルックアップ情報、宛先、メッセージ数を表示します。
• reroute src-routedst-route – src-route から dst-route にメッセージを再ルーティングします。
• delete-msgs-by-sender perl regexp - 指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ送信者を含むすべての
メッセージをキューから削除します (大文字と小文字は区別されません)。

• delete-msgs-by-rcpt perl regexp - 指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ受信者を含むすべてのメッ
セージをキューから削除します。受信者のみでなく、メッセージ全体が削除される点に注意してください（大文字と
小文字は区別されません）。

• delete-msg-by-id queue-ID - 指定されたキュー ID を持つメッセージをキューから削除します。ID に重複がないのは
キュー内のみである点に注意してください。

• delete-all-msgs - すべてのメッセージをキューから削除します。
• import-queues url - メールキュー全体をバックアップからインポートします。キューに対しては all を指定します。
メールキューをインポートする前に、MTA が動作していることを確認してください。MTA を起動するには、mta-
control all start を実行します。export-msg-by-id コンポーネントに関する説明のとおりに URL を指定します。

• export-queues url - URL にメールキューのバックアップを作成します。キューに対しては all を指定します。メー
ルキューをエクスポートする前に、MTA が停止していることを確認してください。MTA を停止するには、mta-
control all stop を実行します。export-msg-by-id コンポーネントに関する説明のとおりに URL を指定します。

• export-msg-by-id queue-ID [url] - 指定されたキュー ID を持つメッセージをキューからエクスポートして、指定
された URL に保存します。URL を指定しない場合、メッセージデータは画面上に表示されます。FTP パスワー
ドを指定しない場合、mta-control によりパスワードの入力を求められます。「/」で終わるパスを指定した場
合、Symantec Messaging Gateway はデフォルトのファイル名を使ってその場所にファイルを保存します。そうでな
い場合、Symantec Messaging Gateway はパスで指定されたファイル名でファイルを保存します。URL の構文は次の
とおりです。
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scp://'user'\@host/path（ユーザーはパスワードの入力を求められます）
ftp://'user':'password'\@host[:port]/path
ftp://'user'\@host[:port]/path
URL の前後に二重引用符文字を付けます。二重引用符などの特殊文字が URL 内に含まれている場合は、各特殊文字
の前にバックスラッシュを付けます。

• query-queue - メッセージキューのクエリーを実行します。
– 次の追加のパラメータを指定できます。
– sender_match=perl regexp
– rcpt_match=perl regexp
– deferred - 遅延したメッセージを選択する
– include_subject
– start=N
– limit=N
– format=neat|xml
パラメータ sender_match、rcpt_match、deferred が同時に存在する場合は、論理積（AND）演算が行われます。
これらの条件を適用した後の中間結果が日付順に並べ替えられ、start と limit が適用されます。つまり \$start 件の
メッセージをスキップして、そこから \$limit 件のメッセージが返ります。デフォルトでは、すべてのメッセージは
人間の目で見て可読性の高い整形された形式で表示されます。

• bad-msg-list - Bad Message キュー内のメッセージの時刻および ID を一覧表示します。キューはインバウンドキュー
またはアウトバウンドキューのいずれかです。

• bad-msg-export queue-ID [url] - メッセージをエクスポートまたは表示します。URL 形式は、export-msg-by-id を参照
してください。
メッセージを画面に表示するには、mta-control queue bad-msg-export queue-ID と入力します。
export-msg-by-id コンポーネントに関する説明のとおりに URL を指定します。

• bad-msg-delete queue-ID - メッセージを削除します。
• bad-msg-bypass queue-ID - 元の受信者への配信用にメッセージを提出し、スキャンをバイパスします。
• bad-msg-forward queue-ID address - 指定したアドレスへの配信用にメッセージのコピーを提出し、スキャンをバイ
パスします。元の Bad Message は、Bad Message キューに残ります。

• bad-msg-retry queue-ID - 新しいメッセージのように、メッセージのスキャンを再試行します。
• regen-dh-keys – TLS 用 MTA の通信に使用する Diffie Hellman 暗号化のキーを再生成します。

6 つの一時停止モードが電子メールのスキャン（scan）、受け入れ（accept）、配信（delivery）に影響を及ぼしま
す。それぞれの一時停止モードは、以下で説明するように、scan、accept、delivery の以前の状態に関係なくスキャ
ン、受け入れ、配信を特定の状態に設定します。一時停止モードは次のとおりです。

• status - 現在の一時停止モードの状態を表示します。mta-control pause-mode と入力した場合、mta-control は一
時停止モードの状態を表示します。

• pause-accept - scan を実行中に、accept を一時停止中に設定します。delivery の状態は pause-accept による影
響を受けません。

• pause-deliver – delivery を一時停止中に設定します。accept と scan の状態は pause-deliver による影響を受け
ません。これは mta-control delivery stop と同等です。

• pause-scan - scan を一時停止中に、accept を実行中に設定します。delivery の状態は pause-scan による影響を
受けません。

• resume-accept - scan と accept を実行中に設定します。delivery の状態は resume-accept. による影響を受けま
せん。

• resume-deliver – delivery を実行中に設定します。accept と scan の状態は resume-deliver による影響を受け
ません。これは mta-control delivery start と同等です。

• resume-scan - scan と accept を実行中に設定します。delivery の状態は resume-scan による影響を受けません。
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例

例 1

MTA の状態（インバウンド、アウトバウンド、配信の各キューと、それらが実行中かどうか）を示します。

mta-control pause-mode status

例 2

アプライアンスで新しいメールを受け入れませんが、キューにあるメールはスキャンします。このコマンドは電子メール
の配信に影響しません。

mta-control pause-mode pause-accept

例 3

アプライアンスで電子メールを受け入れますが、メールをスキャンしません。このコマンドは電子メールの配信に影響し
ません。

mta-control pause-mode pause-scan

例 4

アプライアンスで電子メールを配信しません。

mta-control pause-mode pause-deliver

例 5

アプライアンスで電子メールを受け入れ、スキャンします。このコマンドは電子メールの配信に影響しません。

mta-control pause-mode resume-accept

例 6

アプライアンスで電子メールを受け入れ、スキャンします。このコマンドは電子メールの配信に影響しません。

mta-control pause-mode resume-scan

例 7

アプライアンスで電子メールを配信します。

mta-control pause-mode resume-deliver

例 8

配信キューにあるメッセージのキュー ID を表示します。

mta-control delivery query-queue

例 9

メッセージのキュー ID を使って、配信キューにある未加工のメッセージを表示します。

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794

例 10

メッセージのキュー ID を使って、配信キューから特定のメッセージをエクスポートします。メッセージ キュー ID は
00/00-25597-EFD46794 です。サポートアカウントを使って、そのメッセージを SCP サーバー 192.168.159.99 の /tmp
ディレクトリにエクスポートします。mta-control はパスワードを問い合わせます。

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794 "scp://support\@192.168.159.99/tmp/"

例 11
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すべてのメッセージキューをエクスポートします。sysadmin アカウントを使って、FTP サーバー 192.168.159.99 の /
tmp ディレクトリにメッセージキューファイルをエクスポートします。パスワードが指定されていないため、mta-
control はパスワードを問い合わせます。

mta-control all export-queues "ftp://sysadmin\@192.168.159.99/tmp/"

例 12

インバウンドキュー、アウトバウンドキュー、配信キュー、再提出キューにその時点で存在するすべてのメッセージを表
示します。

mta-control all query-queue

例 13

再提出キューで、指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ送信者を含むすべてのメッセージの再提出を
バイパスします。

mta-control resubmission bypass-resubm-by-sender user@company.com

例 14

再提出キューで、指定された Perl 形式の正規表現と一致するエンベロープ受信者を含むすべてのメッセージの再提出を
バイパスします。

mta-control resubmission bypass-resubm-by-rcpt user@company.com

例 15

再提出キューから指定されたキュー ID を持つメッセージの再提出をバイパスします。

mta-control resubmission bypass-resubm-by-id AC/B7-30310-4CDE7E85

例 16

再提出キューからすべてのメッセージの再提出をバイパスします。

mta-control resubmission bypass-resubm-all

netstat
netstat - ネットワーク接続を表示する標準 Linux コマンド

説明

netstat コマンドはネットワーク接続、ルーティング テーブル、インターフェイス統計情報、マスカレードの接続とマ
ルチキャストのメンバシップを出力します。

help netstat で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで netstat と入力してください。表示され
る情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

例

例 1

ネットワーク接続を表示します。

netstat -an

例 2
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ルーティングテーブルを表示します。

netstat -r

nslookup
nslookup - DNS サーバーのクエリーを実行する標準 Linux コマンド

説明

nslookup コマンドはある特定のホスト名または IP アドレスの DNS の参照を行います。

help nslookup で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで nslookup と入力してください。表示さ
れる情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは標準 Linux コマンドセットの一部です。Symantec Messaging Gateway による使用のために変更が加えら
れていますが、この変更はコマンドの機能に影響するものではありません。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

例

ドメイン（例: yahoo.com）の MX レコードをルックアップします。

nslookup -querytype=mx yahoo.com

password
password - 管理パスワードを変更する

概要
password [--help] [--reset]

説明

password コマンドは、コマンドラインにログインするために使うパスワードを変更します。古いパスワードを入力し、
続けて新しいパスワードを 2 回入力するように求められます。

NOTE

パスワードを変更するときにコントロールセンターアプライアンスを使用している場合は、コントロールセン
ターへのログイン用の admin パスワードも変更されます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--help、-h

このメッセージを表示します。
--reset、-r

管理パスワードを出荷時のデフォルトに設定します。

ping
ping - リモートコンピュータからの応答をテストする標準 Linux コマンド
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説明

ping コマンドは指定したデータ パケットを通じて、指定されたアプライアンスとホスト名または IP アドレス間で転送
されるデータをテストします。

help ping で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで ping と入力してください。表示される情報
で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

ping6
ping6 - 送信元マシンと指定された IPv6 ホスト名または IP アドレス間のデータ転送をテストする標準の Linux コマンド

説明

このコマンドは標準 Linux コマンドセットの一部です。

help ping6 で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで ping6 と入力してください。表示される情報
では、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

patch
patch - SMG パッチに関連するすべての必要な関数を処理する

概要
patch [-o | --options ]

patch -help

patch [--releaseversion | -r n] list

patch [--patchversion | -p n] notes

patch <--patchversion | -p n> check | download | install

patch remove

patch localinstall <URL-to-ISO-file>

patch localcleanup

説明

patch コマンドは、SMG パッチに関連するすべての必要な関数を処理します。

パラメータ
check

パッチをテストします。更新前検査すべてを実行しますが、アプライアンスソフトウェアを更新しません。
check コマンドは、パッチ バージョン引数を必要とします。指定されたバージョンは、現在インストールされて
いる SMG バージョンと一致する必要があります（たとえばパッチ 10.6.4-X をインストールするには、アプライ
アンスがバージョン 10.6.4-Y である必要があります）。

download
パッチのバージョンを取得します。
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download コマンドは、パッチ バージョン オプションを必要とします。指定されたバージョンは、現在インス
トールされている SMG バージョンと一致する必要があります（たとえばパッチ 10.6.4-X をインストールするに
は、アプライアンスがバージョン 10.6.4-Y である必要があります）。

install
パッチをインストールします。必要な場合はパッチをダウンロードします。
install コマンドは、パッチ バージョン オプションを必要とします。指定されたバージョンは、現在インス
トールされている SMG バージョンと一致する必要があります（たとえばパッチ 10.6.4-X をインストールするに
は、アプライアンスがバージョン 10.6.4-Y である必要があります）。
install コマンドは、続行する前に確認のメッセージを表示し、正常に完了したら、強制的に再ブートします。

remove
インストールされたパッチをすべて取り消します (インストール順とは逆順で)。
remove コマンドは、続行する前に確認のメッセージを表示し、正常に完了したら、強制的に再ブートします。

list
特定のリリース済みバージョン (デフォルトは現在インストールされているリリース) で利用可能なパッチのリス
トを表示します。適用可能な場合は、パッチのインストール履歴を表示します。
list コマンドは省略可能なバージョンオプションを取ります。ただし check、download、install コマンドの
場合のように受け入れ可能なバージョン番号に制限はありません。

notes
パッチ (デフォルトは現在インストールされているパッチ) の説明を表示します。
notes コマンドは省略可能なバージョンオプションを取ります。ただし check、download、install コマンドの
場合のように受け入れ可能なバージョン番号に制限はありません。

localinstall <URL-to-ISO-file>
指定した URL から ISO をダウンロードして、パッチをインストールします。
localinstall コマンドは、ダウンロード済みの ISO ファイルの利用可能なパッチに基づいてバージョンを確認
します。

localcleanup
以前失敗した localinstall 試行から残されたままになっている可能性のある一時ファイルを削除します。

オプション
--releaseversion、-r

リリースバージョン番号を指定します。たとえば、10.6.3 とします。
--patchversion、-p

パッチバージョン番号を指定します。たとえば、10.6.3-008 とします。
--help、-h

より詳しいヘルプを取得します。

reboot
reboot - アプライアンスを再起動する

概要
reboot [--force]

説明

reboot コマンドはすべてのサービスを停止してから、アプライアンスを再起動します。
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NOTE

メッセージが表示された場合、シャットダウンを完了するには「yes」と入力する必要があります。「y」と入
力するとエラーメッセージが表示されます。

NOTE

Symantec Messaging Gateway でソフトウェアの更新を実行中にアプライアンスを再起動すると、アプライア
ンスソフトウェアが壊れる可能性があります。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--force、-f

ソフトウェアの更新が実行中であってもアプライアンスを再起動します（推奨されません）。アプライアンスが
壊れたり、再インストールが必要になる場合があります。アプライアンスソフトウェアの再インストールについ
ては、シマンテック社のテクニカルサポートまでお問い合わせください。

--help、-h
このメッセージを表示します。

関連情報

shutdown

route
route - IP ルーティングテーブルを表示し、操作する標準 Linux コマンド

説明

route コマンドを使用して、ルーティング テーブルを表示したり一時的にルーティング テーブルにエントリを追加した
りできます。このコマンドは、主としてルーティングテーブルの表示に使用します。

help route で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで route と入力してください。表示される情報
で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

rpmdb
rpmdb - RPM データベースを管理し、修復する

概要
rpmdb [--verify] [--repair]

説明

rpmdb コマンドを使って、現在の RPM データベースの検証とその再構築を行うことができます。このコマンドは、デー
タベースが破損していて、そのデータベースを修復する場合に役立つことがあります。Symantec Messaging Gateway
のソフトウェアの更新は RPM パッケージとして格納されます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。
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オプション
--repair、-r

RPM データベースを再構築します。
--verify、-v

現在の RPM データベースを検証します。

rsa-key
rsa-key - RSA キーのインポート、エクスポート、テスト、表示、または削除

概要
rsa-key

説明

RSA キーをインポート、エクスポート、テスト、表示、または削除します。

パラメータ

rsa-key export - リモートホストにインポートするためのキーを表示します。

rsa-key import (key) - ローカルの鍵リングにキーをコピーします。「key」値を引用する必要があります。

rsa-key test (user@host) - ホスト上のユーザーへの接続をテストします

rsa-key status - ローカルの鍵リングを表示します。

rsa-key clear (option) - すべてのキーと鍵リングを削除するオプションは、local_key、keyring、known_hosts、all のいず
れかです

service
service - サービスを開始または停止する標準 Linux コマンド

概要
service name command

service name help

説明

service コマンドを使って、Symantec Messaging Gateway サービスの開始、停止、状態の確認を行います。サービス
とは、特定のタスクを実行するために連続的に動作するプログラムのことです。通常の運用中は、サービスを停止または
開始する必要はありません。Symantec Messaging Gateway の問題を診断または解決する目的で、サービスを停止また
は開始することが必要になる場合があります。

service コマンドは標準 Linux コマンドですが、Symantec Messaging Gateway で利用可能なサービスに対して適切に
機能するように変更が加えられています。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

パラメータ

service を実行するときは、サービスの名前 (name) とコマンド (command) を指定します。
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name
次のサービス名のいずれかを指定します。
agent

Brightmail Agent は、コントロールセンターと各スキャナの間で設定情報を送受信できるようにします。
connector

コンジットサービスと LiveUpdate サービスは、スパム定義とウイルス定義をダウンロードします。
controlcenter

コントロールセンターは、集中型の Web 管理、統計の収集、検疫のホストの各機能を提供します。
dds

ディレクトリデータサービスは LDAP とのインターフェースとして機能し、認証、電子メールアドレス
検証、メッセージルーティング、ポリシーグループの各機能を提供します。
dds サービスを再起動する場合、bmclient_log と bmserver_log の各ログ ファイルに多数の「Could
not connect: Connection refused」エラーが記録されることがあります。これらのエラーは正常で
す。

lsisnmpd
lsisnmpd サービスは、Dell PowerEdge 拡張可能 RAID コントローラに関する SNMP 情報を提供しま
す。

mta
メール転送エージェント（MTA）は Brightmail エンジンと連携して電子メールメッセージの処理、ルー
ティング、配信を行います。

mysql
コントロールセンターの MySQL データベースに、設定とメッセージ情報を格納します。

osconfig
osconfig サービスはネットワーク インターフェースと関連サービスを管理します。

smsswapfile
smsswapfile サービスは二次スワップ ファイル空間を管理します。

snmpd
snmpd サービスは SNMP 管理ソフトウェアからの要求を待機します。

casoop
casoop サービスは SMG と CA サーバーの間の通信を管理します。

activemq
activemq サービスは、クラスタ内の中央コントロールセンターとリモートコントロールセンターの間の
通信を管理します。

コマンド
次のコマンドを使用できます。特定のサービスには適用されないコマンドもあります。サービスに適用されるコ
マンドを表示するには、service name help と入力します。
condrestart

サービスが現在実行中の場合にのみ、サービスを再起動します。このコマンドは
controlcenter、snmpd、mta の各サービスに対してのみ利用できます。

delete
アプライアンス上のスワップファイルを削除します。このコマンドは smsswapfile サービスに対しての
み利用できます。

help
指定されたサービスに対して利用可能なコマンドを表示します。

reload
このコマンドは mysql サービスに対してのみ利用できます。
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restart
サービスを停止してから開始します。

status
サービスの状態を表示します。

start
サービスを開始します。

stop
サービスを停止します。

例

例 1

mta サービスに対して利用可能なコマンドを表示します。

service mta help

例 2

mta サービスの状態を表示します。

service mta status

例 3

mta サービスを停止します。

service mta stop

例 4

コンジット、LiveUpdate、jlu-controller を停止します。

service connector stop

show
show - システム情報を表示する

概要
show [--date] [--eula] [--info] [--version]

show --help

説明

show コマンドは次の情報を表示します。

• 現在の日付と時刻
• エンドユーザー使用許諾契約
• システム情報
• 製品のバージョン番号

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--date、-d

現在の日付と時刻を表示します。
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--eula、-e
エンドユーザー使用許諾契約を表示します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

--info、-i
システムハードウェア情報を表示します。

--version、-v
製品のバージョン番号とインストール日付を表示します。

shutdown
shutdown - 再起動せずにアプライアンスをシャットダウンする

概要
shutdown [--help | --force]

説明

shutdown コマンドはアプライアンスをシャットダウンします。アプライアンスは再起動されません。シャットダウンは
即座に行われ、電子メールメッセージはキューに残されます。shutdown コマンドの実行後にアプライアンスを起動する
には、アプライアンス ハードウェアへのリモート アクセスを設定済みの場合を除き、アプライアンスの電源ボタンを押
す必要があります。

NOTE

メッセージが表示された場合、シャットダウンを完了するには「yes」と入力する必要があります。「y」と入
力するとエラーメッセージが表示されます。

NOTE

ソフトウェアの更新処理中にアプライアンスをシャットダウンすると、アプライアンスソフトウェアが壊れる
可能性があります。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--help、-h

このメッセージを表示します。
--force、-f

ソフトウェアの更新が実行中であってもアプライアンスをシャットダウンします（推奨されません）。アプライ
アンスが壊れたり、再インストールが必要になる場合があります。アプライアンスソフトウェアの再インストー
ルについては、シマンテック社のテクニカルサポートまでお問い合わせください。

関連情報

reboot

sshd-config
sshd-config - アプライアンスに SSH アクセスが可能なアドレスを設定する
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概要
sshd-config (--list | --help)   

sshd-config --add (allow|deny) [IPv6 address]  or IPv4 address   

sshd-config --delete (allow|deny) rule#   

sshd-config --version [1|2]

sshd-config --cbc [on|off]

sshd-config --mac [on|off]

説明

sshd-config コマンドでは、SSH 経由でアプライアンスにアクセスできるアドレスを指定できます。

NOTE

IPv6 アドレスは角カッコで囲む必要があります。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--add、-a

新しいルールを追加します。
--cbc, -c

CBC 暗号化 (ブロック暗号化とも呼ばれます) のサポートを有効または無効にします。
--delete、-d

アクティブなルールを削除します。
--help、-h

このメッセージを表示します。
--list、-l

アクティブなルールと現在のプロトコル番号を表示します。
-m、--mac

hmac アルゴリズムの限定的なサポートを有効または無効にします。
--version、-v

プロトコルのバージョン番号、CBC 暗号、制限された MAC を表示し、使用されているプロトコルのバージョン
番号を設定または変更します。

• 使うプロトコルのバージョン番号を設定するため (1 または 2)。
• 設定を 1/2 なしで表示するため。例:

crt-vwei-08> sshd-config -v 

Requires protocol version 2 

Support for CBC ciphers is ENABLED 

Support for limited MACs (hmac-sha2-256,hmac-sha2-512) is ENABLED

パラメータ
allow/deny

SSH クライアントが接続するとき、クライアントアドレスが次の順序で許可リストと拒否リストと比較されま
す。

• クライアントアドレスがいずれかの許可ルールに一致した場合、接続は許可されます。
• クライアントアドレスがいずれかの拒否ルールに一致した場合、接続は拒否されます。
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rule
次に示すように、各ルールはカンマで区切られた 1 つ以上のアドレスとワイルドカードのリストです。

• some.hostname.com
特定のホストに一致する

• some | other.hostname.com
some.hostname.com と other.hostname.com に一致する

• 1.2.3.4
特定の IP アドレスに一致する

• 1.2.
1.2 で始まる任意の IP アドレスに一致する

• 1.2.3.0/255.255.255.0
1.2.3.* サブネット内の任意の IP アドレスに一致する
EXCEPT キーワードを使って、アドレスのサブセットを除外できます。たとえば、hostname.com EXCEPT
forbidden.hostname.com のように指定します。

• [n:n:n:n:n:n:n:n]/m
「net」の prefixlen ビットがアドレスの prefixlen と等しい場合、IPv6 ホストアドレスはアドレス
と照合されます。たとえば、[net]/prefixlen のパターン [3ffe:505:2:1::]/64 は、範囲 3ffe:505:2:1:: ～
3ffe:505:2:1:ffff:ffff:ffff:ffff のすべてのアドレスと照合されます。

address パラメータには、ホスト名または IP アドレスの代わりに次のいずれかのキーワードを指定できます。KNOWN
キーワードと UNKNOWN キーワードは DNS サービスに依存するため、慎重に使ってください。

• ALL
任意のアドレスに一致する

• LOCAL
名前にドット文字が含まれない任意のホストに一致する

• KNOWN
名前とアドレスが既知である任意のホストに一致する

• UNKNOWN
名前またはアドレスが不明な任意のホストに一致する

symdiag
symdiag - システム診断を収集しエクスポートする

概要
symdiag [--proactive | --healthcheck][--verbose][url]  

symdiag [--help]                 

説明

symdiag コマンドは、システム診断を収集し、診断ファイルをユーザが指定した場所にエクスポートします。

オプションが指定されていない場合は、「proactive」と「healthcheck」の処理が実行されます。「proactive」と
「healthcheck」が両方指定された場合、エラーメッセージが表示され、処理は実行されません。

特別なシェル文字を含むユーザー名またはパスワードが URL の一部になっている場合は、その名前またはパスワードを
引用符で囲みます。パスワードは URL の中で、またはパスワードプロンプトで指定できます。URL の構文例は次のとお
りです。

scp://'user':'password'\@host[:port]/path/
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コマンドの引数に含まれる URL の末尾は「/」である必要があります。ファイル名は指定できず、出力ファイルが格納さ
れるディレクトリのみ指定できます。診断ファイルは、デフォルトのファイル名で指定したパスに書き込まれます。

診断ファイル名は次の形式です。

‘<hostname>__<date>__<time>__AAAAAA.sdbz’

AAAAAA は 6 桁の 16 進数です。

また、6 桁の 16 進数ではなく「TEST」という名前の付いた 0 バイトファイルも作成されます。このファイルは、出力
を生成するコマンドを実行する前に、URL からユーザー名、パスワード、ホスト名などを検証するために作成されま
す。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--proactive、-p

プロアクティブサービスである「設定のレビュー」の情報を収集しレポートします。
--healthcheck、-c

コアシステムをチェックします。
--verbose、-v

詳細モードで診断情報を収集します。
--help、-h

このメッセージを表示します。

tail
tail - ファイルの終端を表示する標準 Linux コマンド

概要
tail [-f | --help ] log_name

説明

tail コマンドは標準 Linux コマンド セットの一部であり、指定されたログ ファイルの最後の 50 行を表示します。

ただし、このコマンドの動作は次のように変更されています。

• この項で説明する -f オプションと --help オプションのみを使用できます。
• 出力不能な文字または半角英数字記号以外の文字がログファイルに含まれている場合、その文字の代わりに「\xAB」
のようなシーケンスが表示されます。「AB」の部分はその文字の 16 進コード値です。たとえば、10 進コード値が
128 の文字は「\x80」と表示されます。

• このコマンドは、list コマンドでファイル名を取得可能なファイルにのみ実行できます。list コマンドは、特定の
コマンドで操作を実行できるすべてのファイルのファイル名を表示します。tail で一覧表示されるファイルに対して
は、list コマンドに加えて以下の各コマンドを実行できます。

cat
1 つ以上のファイルの名前を表示します。

delete
1 つ以上のファイルを削除します。

more
1 つ以上のファイルの内容を表示し、1 画面分表示するたびに一時停止します。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

 523



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

オプション
-f

新しいテキストがファイルに追加される過程を追跡します。tail -f コマンドはファイルの最後の 10 行を出力
しますが、終了しません。新しいテキスト行がファイルに追加されると、tail はその新しいテキスト行を表示
します。-f オプションは、情報が次々と追加されるログ ファイルの監視に役立ちます。tail -f log_name と入力
して何も起きないように見える場合、ファイルが空であるか、ファイルへの書き込みが行われていないか、また
はその両方です。
ファイルの監視を停止するには Ctrl+C を押します。

--help、-h
このメッセージを表示します。

パラメータ
log_name

log_name は以下のいずれかになります。

• agent_log

• battery.log

• bmclient_log

• bmserver_log

• boot.log

• BrightmailLog.log

• conduit_log

• cron

• db-migration.log

• dds.log

• dmesg

• imlinkage_log

• jlu-controller_log

• liveupdt.log

• maillog

• messages

• named.run

• secure

• update.log

例

例 1

BrightmailLog.log ログ ファイルの最後の 50 行を表示します。

tail BrightmailLog.log

例 2

更新中に update.log ログ ファイルを監視します。update.log に情報が定期的に書き込まれていれば、通常は更新が正
常に続行していることを意味します。

tail -f update.log

関連情報

list
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tcpdump
tcpdump - ネットワーク上のトラフィックをダンプする

概要
tcpdump [ --port port ] [ --ip ip_addr ]  [ --output output_file_name ]

tcpdump --help

説明

tcpdump コマンドは、ネットワークインターフェース上のパケットの内容を、診断ツールによってシステムからコピー
された出力ファイルに保存します。port オプションと ip オプションを使って保存するパケットをフィルタできます。
また、output オプションを使って出力ファイル名を指定できます。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--port, -p

このポートで送受信されるパケットのみが保存されます。
--ip, -i

この IP アドレス (またはホスト名) との間で送受信されるパケットのみが保存されます。
--output、-o

パケットを保存するために使用されるファイル名を指定します (デフォルト: tcpdump)。ファイ
ルのフルネームは、「<#####>_YEAR-MONTH-DAY-HOUR-MINUTE.cap」となります。たとえ
ば、tcpdump_2020-12-25-00-00.cap などです。

--help、-h
このメッセージを表示します。

telnet
telnet - リモートコンピュータに接続する標準 Linux コマンド

説明

telnet コマンドを使用して、アプライアンスからネットワーク上の別のコンピュータのコマンドラインにログインする
ことができます。

help telnet で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで telnet と入力してください。表示される
情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

traceroute
traceroute - ネットワークパケットの通過経路を表示する標準 Linux コマンド

説明

traceroute コマンドを使用すると、特定のホスト名または IP アドレスへのネットワーク経路を表示できます。
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help traceroute で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで traceroute と入力してください。表
示される情報で、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合があります。

このコマンドは、変更が加えられていない標準 Linux コマンドです。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

traceroute6
traceroute6 - 指定されたホスト名または IPv6 アドレスまでのネットワークルートをトレースする標準の Linux コマンド

説明

このコマンドは標準 Linux コマンドセットの一部です。

traceroute6 --help で利用可能なオプションについて詳しくは、コマンドラインで traceroute6 と入力してくださ
い。表示される情報では、Symantec Messaging Gateway で利用できないコマンドについて言及している場合がありま
す。

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

update
update - アプライアンスソフトウェアを更新する

概要
update list

update [--version | -v number] ( check | download | install | notes ) 

update localinstall URL to ISO file

update localcleanup

update --help

説明

update コマンドで以下のタスクを実行できます。

• 新しいソフトウェア更新がないか確認する
• ソフトウェア更新をダウンロードする
• インターネットまたはローカルからソフトウェア更新をインストールする
• ダウンロードまたはインストール可能なソフトウェア更新を一覧表示する

ソフトウェアを更新する前に、中断するとアプリケーションのリセット後に問題を引き起こす可能性があるタスクをアプ
ライアンスで実行していないことを確認してください。また、データベースのバックアップを確実に実行します。

db-backup

「コマンドラインによる Symantec Messaging Gateway の管理」を参照してください。

オプション
--help、-h

このメッセージを表示します。
[--version | -v n] check | notes | download | install

check、download、install、または notes 引数のソフトウェア更新バージョン番号を指定します。
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パラメータ
check

テストの更新を実行します。
テストの更新では、ソフトウェア更新を実行することを選択した場合に何が起きるかが示されます。update
check を実行してもアプライアンスのソフトウェアは更新されません。バージョンを指定しない場合、テスト更
新は最新のソフトウェアバージョンを使用します。たとえば、バージョンを指定せずに update check を実行
し、最新版に更新する前に暫定バージョンに更新する必要があるバージョンをアプライアンスが実行している場
合、テストは失敗します。承認済み更新パスについては、リリースノートで確認できます。

download
ソフトウェアの更新をダウンロードしますがインストールしません。デフォルトでは最新のリリースバージョン
となります。
ソフトウェアの更新をダウンロードした後、update install を入力してインストールできます。バージョンを
指定しないと、最新のソフトウェア更新がダウンロードされます。

install
ソフトウェア更新をダウンロードし、インストールします。バージョンを指定しないと、最新のソフトウェア更
新がアプライアンスにインストールされます。
デフォルトでは最新のリリースバージョンとなります。

list
使用可能なソフトウェア更新を表示します。

localinstall URL to ISO file
URL to ISO file は Symantec Messaging Gateway が OSRestore ISO を取得することができる HTTP の場所で
す。
インターネット接続なしでソフトウェアのバージョンを更新します。
最初に Symantec から ISO イメージをダウンロードし、アプライアンスからアクセス可能である HTTP サー
バーに置きます。

localcleanup
以前失敗した localinstall 試行から残されたままになっている可能性のある一時ファイルを削除します。

notes
ソフトウェアの更新に関するメモを表示します。バージョンを指定しないと、最新のソフトウェア更新ノートが
表示されます。

例

update download

ソフトウェアの更新をダウンロードしますがインストールしません。ソフトウェアの更新をダウンロードした
後、update install を入力してインストールできます。
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Appendix Materials
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メッセージフィルタ処理のオプション

複数の判定からの処理の組み合わせ
メッセージが判定をトリガするたびに、SMG は、対応するポリシーの処理を処理リストに追加します。すべてのフィル
タ処理が完了したら、SMG は、完全な重複をリストから削除して、残りの処理を評価します。処理は組み合わせること
ができます。または、1 つの処理で別の処理を上書きできます。

処理グループ

「ファイアウォール、イベント、ウイルスの遅延処理の組み合わせ」、「コンテンツの遅延、削除、修正処理の組み合わ
せ」、および「URL の修正、経路、処理なしの組み合わせ」では、メッセージが複数の判定をトリガするときに、SMG
がどのように処理を組み合わせまたは上書きしてメッセージを処理するかを説明します。これらの表では、次のポリシー
の処理のグループを参照します。

ファイアウォー
ル処理:

［SMTP 接続を遅延する］、［SMTP 接続を拒否する］、［バウンス攻撃確認に失敗したメッセージを拒否する］

イベント処理: ［メッセージをアーカイブする］、［情報インシデントを作成する］、［メッセージのコピーを転送する］、［配
信状態の通知を送信する］、［通知を送信する］

ウイルスの遅
延処理:

［メッセージをウイルス疑いの検疫に格納する］、［添付ファイルを削除しメッセージをウイルス疑いの検疫に格
納する］

内容の遅延処理: 検疫インシデントを作成する
削除処理: メッセージを削除する
修正処理: ［ヘッダーを追加する］、［注釈を追加する］、［BCC 受信者を追加する］、［メッセージをクリーニングす

る］、［TLS 暗号化でメッセージを配信する］ ［件名を修正する］、［未解決の受信者を削除する］、［添付ファ
イルを削除する］、［添付ファイルを解除する］

URL の修正処
理:

［メッセージでクリッカブル URL を修正する］:［電子メール脅威の隔離］、［Web サービス (ProxySG)］、
［URL を置き換える］、［URL を無効にする］

経路処理: ［メッセージをスパム検疫に格納する］、［メッセージを配送する］、［コンテンツ暗号化を伴うメッセージを配
信する］（この処理は「経路」処理とカテゴリ動作の「修正」処理の両方を表します)

処理なしの処理: メッセージを通常どおりに配信する

すべての処理グループをファイアウォール、イベント、ウイルスの遅延処理と組み合わせるときの結果

次の表では、これらのグループの処理がどのように組み合わせられるか、どのようにその他の処理と競合するかを示しま
す。すべてのグループの処理の詳細な一覧については、「処理グループ」を参照してください。

Table 176: ファイアウォール、イベント、ウイルスの遅延処理の組み合わせ

ファイアウォール:
［SMTP 接続を遅延する］、
［SMTP 接続を拒否する］、
［バウンス攻撃確認に失敗
したメッセージを拒否する］

イベント:
［メッセージをアーカイブす
る］、［情報インシデントを作成
する］、［メッセージのコピーを
転送する］、［配信状態の通知を
送信する］、［通知を送信する］

ウイルスの遅延:
［メッセージをウイルス疑いの
検疫に格納する］、［添付ファ
イルを削除しメッセージをウ
イルス疑いの検疫に格納する］

ファイアウォー
ル

ファイアウォール ファイアウォール ファイアウォール

イベント ファイアウォール イベント + イベント イベント + 遅延
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ファイアウォール:
［SMTP 接続を遅延する］、
［SMTP 接続を拒否する］、
［バウンス攻撃確認に失敗
したメッセージを拒否する］

イベント:
［メッセージをアーカイブす
る］、［情報インシデントを作成
する］、［メッセージのコピーを
転送する］、［配信状態の通知を
送信する］、［通知を送信する］

ウイルスの遅延:
［メッセージをウイルス疑いの
検疫に格納する］、［添付ファ
イルを削除しメッセージをウ
イルス疑いの検疫に格納する］

ウイルスの遅延 ファイアウォール イベント + 遅延 ［メッセージをウイルス疑いの検疫
に格納する］または［添付ファイル
を削除しメッセージをウイルス疑い
の検疫に格納する］処理が重複する
ときは、1 回だけ遅延します。
［添付ファイルを削除しメッセー
ジをウイルス疑いの検疫に格納す
る］は［メッセージをウイルス疑
いの検疫に格納する］を上書きしま
す。

内容の遅延 ファイアウォール イベント + 遅延 内容を遅らせ、ウイルスの遅延を延
期します

削除 ファイアウォール 削除 + イベント 削除
修正 ファイアウォール 修正 + イベント 遅延、修正の遅延
URL の修正 ファイアウォール 修正 + イベント 遅延、修正の遅延
経路 ファイアウォール 経路 + イベント 遅延、ルーティングの遅延
処理なし ファイアウォール イベント 遅延

すべての処理グループをコンテンツの遅延、削除、修正処理と組み合わせるときの結果

次の表では、これらのグループの処理がどのように組み合わせられるか、どのようにその他の処理と競合するかを示しま
す。すべてのグループの処理の詳細な一覧については、「処理グループ」を参照してください。

Table 177: コンテンツの遅延、削除、修正処理の組み合わせ

内容の遅延:
検疫インシデントを作成する

削除:
メッセージを削除する

修正:
［ヘッダーを追加する］、［注釈
を追加する］、［BCC 受信者を追
加する］、［メッセージをクリーニ
ングする］、［TLS 暗号化でメッ
セージを配信する］、［件名を修
正する］、［未解決の受信者を削
除する］、［添付ファイルを削除す
る］、［添付ファイルを解除する］

ファイアウォー
ル

ファイアウォール ファイアウォール ファイアウォール

イベント イベント + 遅延
［検疫インシデントを作成する］処
理が［情報インシデントを作成す
る］のフォルダよりアルファベッ
ト順で前のフォルダ名を持つ場
合、SMG は、メッセージが検疫か
ら解放された後、［情報インシデン
トを作成する］処理を実行します。
検疫からメッセージが削除される場
合、情報インシデントは作成されま
せん。

削除 + イベント 修正 + イベント
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内容の遅延:
検疫インシデントを作成する

削除:
メッセージを削除する

修正:
［ヘッダーを追加する］、［注釈
を追加する］、［BCC 受信者を追
加する］、［メッセージをクリーニ
ングする］、［TLS 暗号化でメッ
セージを配信する］、［件名を修
正する］、［未解決の受信者を削
除する］、［添付ファイルを削除す
る］、［添付ファイルを解除する］

ウイルスの遅延 内容を遅らせ、ウイルスの遅延を延
期します

削除 遅延、修正の遅延

内容の遅延 複数の［検疫インシデントを作成す
る］処理については、メッセージ
は、英数字でソートした場合に最初
に表示される検疫フォルダに格納さ
れます。メッセージがその検疫から
解放される場合、アルファベット順
で 2 つ目のフォルダに移動します。
メッセージが解放または削除される
まで、プロセスが繰り返されます。

遅延、削除の遅延 遅延、修正の遅延

削除 遅延、削除の遅延 1 回削除 削除
修正 遅延、修正の遅延 削除 修正 + 修正

［TLS 暗号化でメッセージを配信す
る］処理が複数ある場合、最も強力
な暗号化のみ実行されます。

URL の修正 遅延、URL の修正の遅延 削除 修正 + URL の修正
経路 遅延、ルーティングの遅延 削除 修正 + 経路

［メッセージをスパム検疫に格納す
る］は［TLS 暗号化でメッセージを
配信する］を上書きします。
［コンテンツ暗号化を伴うメッセー
ジを配信する］は［TLS 暗号化で
メッセージを配信する］を上書きし
ます。

処理なし 遅延 削除 修正

すべての処理グループを URL の修正、経路、処理なしグループと組み合わせるときの結果

次の表では、これらのグループの処理がどのように組み合わせられるか、どのようにその他の処理と競合するかを示しま
す。すべてのグループの処理の詳細な一覧については、「処理グループ」を参照してください。

Table 178: URL の修正、経路、処理なしの組み合わせ

URL の修正:
［電子メール脅威の隔離］、［Web
サービス (ProxySG)］、［URL を置
き換える］、［URL を無効にする］

経路:
［メッセージをスパム検疫に
格納する］、［メッセージを配
送する］、［コンテンツ暗号化
を伴うメッセージを配信する］

処理なし:
メッセージを通常どおりに配信する

ファイアウォー
ル

ファイアウォール ファイアウォール ファイアウォール

イベント URL の修正 + イベント 経路 + イベント イベント
ウイルスの遅延 遅延、URL の修正の遅延 遅延、ルーティングの遅延 遅延
内容の遅延 遅延、URL の修正の遅延 遅延、ルーティングの遅延 遅延
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URL の修正:
［電子メール脅威の隔離］、［Web
サービス (ProxySG)］、［URL を置
き換える］、［URL を無効にする］

経路:
［メッセージをスパム検疫に
格納する］、［メッセージを配
送する］、［コンテンツ暗号化
を伴うメッセージを配信する］

処理なし:
メッセージを通常どおりに配信する

削除 削除 削除 削除
修正 修正 + URL の修正 修正 + 経路

一方が［メッセージをスパム検疫に
格納する］処理でもう一方が［TLS
暗号化でメッセージを配信する］処
理の場合、TLS 暗号化は実行されま
せん。

修正

URL の修正 1 つの URL の修正処理は、(1)［電子
メール脅威の隔離］、(2)［Web サー
ビス (ProxySG)］、(3)［メッセー
ジでクリッカブル URL を置き換え
る］、(4)［メッセージでクリッカブ
ル URL を無効にする］の順序で優先
されます。

修正 + 経路 修正

経路 URL の修正 + 経路 1 つの経路が優先されます。
［メッセージをスパム検疫に格納す
る］は［メッセージを配送する］を
上書きします。
［コンテンツ暗号化を伴うメッセー
ジを配信する］は［メッセージを配
送する］を上書きします。
［コンテンツ暗号化を伴うメッセー
ジを配信する］は［メッセージをス
パム検疫に格納する］を上書きしま
す。
［メッセージを配送する］処理が複
数ある場合、メッセージは、英数字
でソートした場合に先頭になるルー
ティングアドレスにルーティングさ
れます。

経路

処理なし URL の修正 経路 配信

NOTE

エンドユーザーの良い送信者グループと悪い送信者グループからの処理は、コンテンツフィルタポリシー処理
を除くすべての処理を上書きします。

判定カテゴリ別の判定
次の表は、判定を判定カテゴリ別に示したものです。判定カテゴリは、コントロールセンターのメニューに対応してお
り、このメニューから各判定のポリシーを作成または編集することができます。メニューからポリシーを作成または編集
する際、各判定の検出条件を設定します。各ポリシーで、メッセージがポリシー条件を満たし判定をトリガするときに
SMG に実行させる処理についても選択します。
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Table 179: 判定カテゴリ別の判定

判定カテゴリ 判定 説明

レピュテーション ディレクトリハーベ
スト攻撃

有効な電子メールアドレスを取得する処理が実行されています。SMG は、同じ IP アド
レスが電子メールを、存在しない受信者からドメインに対して指定の割合以上送信した
場合、ディレクトリハーベスト攻撃を検出します。

レピュテーション 電子メールウイルス
攻撃

同じ IP アドレスが感染した電子メールメッセージを、ドメインに対して指定の割合以
上送信することです。

レピュテーション 悪い送信者グループ 電子メールメッセージ、ドメイン、IP アドレスが次のいずれかのグループに含まれてい
ます。
• ローカルの悪い送信者ドメイン
• ローカルの悪い送信者 IP
• サードパーティの悪い送信者
• シマンテックグローバルの悪い送信者

レピュテーション 良い送信者グループ 電子メールメッセージ、ドメイン、IP アドレスが次のいずれかのグループに含まれてい
ます。
• ローカルの良い送信者ドメイン
• ローカルの良い送信者 IP
• サードパーティの良い送信者
• シマンテックグローバルの良い送信者

レピュテーション ファストパス 検証済みの良い送信者からのほとんどの電子メールメッセージについては、スパムフィ
ルタ処理をバイパスできます。ファストパス判定に処理を指定することはできません。

マルウェア ウイルス 電子メールに、シマンテック社の最新のウイルスフィルタに基づいて判定されたウイル
スが含まれています。

マルウェア 大量メール送信型
ワーム

電子メールに、シマンテック社の最新のウイルスフィルタに基づいて判定された大量
メール送信型ワームが含まれています。

マルウェア 何らかの理由でマ
ルウェアまたはコン
テンツフィルタのス
キャン不能

電子メールが詳細判定に対応する 4 つの理由のいずれかのためにスキャンできません。
これらの理由は、「添付ファイル制限を超過」または「その他」です。「その他」は、
「添付ファイル制限を超過」判定に当てはまらない任意の理由を含みます。

マルウェア 制限を超えたため、
マルウェアまたはコ
ンテンツフィルタに
対してスキャン不能

メッセージの添付ファイルが、設定したコンテナ限度を超えています。
コンテナ限度は、［プロトコル］ > ［SMTP］ > ［設定］ > ［コンテンツスキャン］タ
ブで設定します。

マルウェア その他の理由でマ
ルウェアまたはコン
テンツフィルタのス
キャン不能

メッセージまたは添付ファイルがその他のスキャン不能判定で挙げられた理由以外の理
由のためにスキャン不能です。たとえば、メッセージはサポート対象の添付ファイルの
種類以外の、複数のインスタンス間で分割された添付ファイルを含む可能性がありま
す。

マルウェア 解除に対してスキャ
ン不能

電子メールが、解除ではスキャン不能である添付ファイルを含んでいます。たとえば、
添付ファイルが暗号化されている場合は解除対象にすることができません。

マルウェア 暗号化添付ファイル 電子メールの添付ファイルが暗号化されているかパスワードで保護されているため、そ
の電子メールメッセージをスキャンできません。

マルウェア スパイウェアまたは
アドウェア

電子メールに、 スパイウェア、アドウェア、ハッキングツール、ダイヤラー、ジョーク
プログラム、リモートアクセスプログラムなどの種類のセキュリティリスクが含まれて
います。

マルウェア 疑わしい添付ファイ
ル

電子メールがウイルスの兆候を示しているか、この添付ファイルのメッセージフローに
不審な新種のパターンが認められます。

マルウェア 解除 電子メールが潜在的に悪質なコンテンツが検出された添付ファイルを含んでいます。
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判定カテゴリ 判定 説明

スパムと迷惑メール スパム 電子メールメッセージは、シマンテック社の最新のスパムフィルタに基づいて判定され
たスパムです。

スパムと迷惑メール スパムの疑い 電子メールメッセージが、スパムの疑いのしきい値に基づいて、スパムの疑いがあると
判定されました。このしきい値は、［スパム］>［設定］>［スキャン設定］ページで調
整できます。

スパムと迷惑メール バウンス攻撃確認の
失敗

電子メールメッセージは、バウンス攻撃確認フィルタ処理に基づきバウンス攻撃の一環
であると判定されています。

スパムと迷惑メール マーケティングメー
ル

電子メールメッセージは、シマンテック社の迷惑メールフィルタに基づいて判定された
マーケティングの電子メールです。

スパムと迷惑メール ニュースレター 電子メールメッセージは、シマンテック社の迷惑メールフィルタに基づいて判定された
ニュースレターです。

スパムと迷惑メール リダイレクト URL 電子メールメッセージに、シマンテック社の迷惑メールフィルタに基づいて判定された
1 つ以上のリダイレクト URL が含まれています。

スパムと迷惑メール 顧客固有のスパム 電子メールメッセージは、顧客固有のスパム提出から作成されたルールに基づいて判定
されたスパムです。顧客固有のスパム提出は、［スパム］ > ［設定］ > ［提出の設定］
> ［顧客固有のスパム提出］ページで有効にできます。

スパムと迷惑メール 送信者認証 電子メールメッセージは SPF 認証または Sender ID 認証に失敗しました。

脅威対策 高度な脅威を含む 電子メールメッセージに、Symantec Content Analysis による脅威対策検出に基づいて
判定された高度なマルウェアが含まれています。

脅威対策 高度な脅威を含まな
い

電子メールメッセージには、Symantec Content Analysis による脅威対策検出に基づい
て判定された高度なマルウェアは含まれていません。

脅威対策 高度な脅威のスキャ
ン不能

Symantec Content Analysis が電子メールメッセージをスキャンできません。

脅威対策 検査時間が <x> 秒を
超える

脅威対策スキャンが指定の［スキャンタイムアウト］制限以内に電子メールメッセージ
を評価しませんでした。

コンテンツ 件名、本文、添付
ファイルのいずれか
のテキスト

電子メールメッセージが次のいずれかに該当します。
• ユーザー設定可能な辞書内のキーワードを含む/含まない
• 正規表現に一致する/一致しない
• パターンに一致する/一致しない
• レコードのデータに一致する

コンテンツ メッセージのこの特
定部におけるテキス
ト

指定したメッセージ部分のいずれかで、電子メールメッセージが次のいずれかに該当し
ます。
• 特定のテキストを含む/含まない
• 特定のテキストで始まる/終わる、特定のテキストで始まらない/終わらない、特定の
テキストと完全一致する/一致しない

• 指定した正規表現に一致する/正規表現に一致しない
• 指定したパターンに一致する/パターンに一致しない

コンテンツ メッセージヘッダー
の特定部におけるテ
キスト

エンベロープの受信者またはエンベロープの送信者にあるテキストが、特定の辞書に登
録されている電子メールアドレス、ドメイン、国コードを含むまたは含んでいません。

コンテンツ メッセージ部分を含
んでいる/メッセー
ジ部分を含んでいな
い

メッセージが指定したメッセージ部分を含んでいるか、含んでいません。

コンテンツ ［メッセージサイ
ズ］、［添付ファイ
ルサイズ］

メッセージサイズがバイト、KB、MB 単位の特定の値に等しいか、その値より大きいま
たは小さいと判定されています。
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判定カテゴリ 判定 説明

コンテンツ 添付ファイルまたは
本文の部分

添付ファイルが次のいずれかに該当します。添付ファイルリストに含まれる/含まれな
い、特定のファイル名または MIME の種類である、特定の辞書に登録されていない特定
のファイル名または MIME の種類である。

Note: 実際のファイルの種類、実際のファイルクラス、ファイル名、拡張子、MIME に
ついて、SMG でメッセージの本文に埋め込まれている添付ファイルとオブジェクトを
評価します。条件が［添付ファイルリストにない］に設定されている場合は、SMG は
実際のファイルの種類と実際のファイルクラスについて、メッセージの本文に埋め込ま
れている添付ファイルとオブジェクトを評価します。

Note: ファイル名、拡張子、MIME の種類については、SMG でテストしません。これら
の項目は送信者が簡単に偽造することができるためです。したがって、これらの項目は
ポリシーで使用できる安全な条件ではありません。

コンテンツ すべてのメッセージ すべてのメッセージに適用されるコンテンツフィルタルールを作成できます。たとえ
ば、すべてのインバウンド電子メールメッセージまたはアウトバウンド電子メールメッ
セージに注釈を付けるポリシーを作成できます。
すべての電子メールにフラグが立てられます。

判定の組み合わせ
通常、良い送信者グループに含まれる送信者からのメッセージはスパムフィルタ処理をバイパスしますが、ウイルスフィ
ルタ処理またはコンテンツフィルタはバイパスしません。このセクションではこの処理について詳しく説明します。

メッセージがゲートウェイに到達すると、最初に接続時処理が実行されます。

特定のドメインまたは IP アドレスからのメッセージは、次の情報に基づいて遅延、拒否、受け入れを行うことができま
す。

• ローカルで（システム内で）収集されたレピュテーション情報
• グローバルに収集されたレピュテーション情報
• ローカルの良い送信者のグループと悪い送信者のグループ
• グローバルな良い送信者のグループと悪い送信者のグループ

この処理は、Brightmail エンジンがメッセージを処理する前に実行されます。

「良い送信者に対する接続時の処理」は、接続処理中に省略できるステップを示します。

Table 180: 良い送信者に対する接続時の処理

次のいずれかを満たす場合: SMG は次のすべての項目を確認しません。

ローカルの良い送信者 IP
サードパーティの良い送信者
シマンテックグローバルの良い送信者

サードパーティの悪い送信者

ローカルの良い送信者 IP
シマンテックグローバルの良い送信者

シマンテックグローバルの悪い送信者

ローカルの良い送信者 IP ローカルの悪い送信者 IP

判定カテゴリ別の判定

「Brightmail エンジンによるインバウンドメッセージ処理」は、Brightmail エンジンのメッセージ処理で省略される可能
性のあるメッセージについて説明しています。
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Table 181: Brightmail エンジンによるインバウンドメッセージ処理

次のいずれかを満たす場合: SMG は次のすべての項目を確認しません。

ローカルの良い送信者ドメイン
ローカルの良い送信者 IP
［スパムスキャンをバイパスする］処理を含むコンテンツフィル
タポリシー
［良い送信者として処理する］処理を含むコンテンツフィルタポ
リシー
シマンテックグローバルの良い送信者
エンドユーザーの良い送信者リスト
サードパーティの良い送信者

スパム
スパムの疑い
ニュースレター
マーケティングメール
リダイレクト URL
送信者認証エラー

［良い送信者として処理する］処理を含むコンテンツフィルタポ
リシー
ローカルの良い送信者ドメイン

ローカルの悪い送信者ドメイン

スパム スパムの疑い
ニュースレター
マーケティングメール
リダイレクト URL

関連付けられたポリシーが［コンテンツフィルタポリシーをバイ
パスする］処理を指定するとき。
• ローカルの良い送信者ドメイン
• ローカルの良い送信者 IP
• サードパーティの良い送信者
• ローカルの悪い送信者ドメイン
• ローカルの悪い送信者 IP
• サードパーティの悪い送信者
• シマンテックグローバルの良い送信者
• シマンテックグローバルの悪い送信者
• スパム
• スパムの疑い
• 迷惑メール
• 送信者認証エラー

すべてのコンテンツフィルタポリシーまたはポリシーで指定され
ているコンテンツフィルタポリシー

肯定または否定コンテンツフィルタルール条件の例
肯定ルール条件と否定ルール条件がどのように評価されるかを理解すると、より効果的なポリシーを作成できます。

肯定ルールとは、判定をトリガするには、条件への該当箇所が存在しなくてはならないルールです。肯定ルールの例と
して、メッセージの何らかの部分に「Financial Keywords」辞書の 2 つ以上の語句が含まれている場合があります。メッ
セージに Financial Keywords 辞書の 2 つ以上の語句が含まれている場合は判定がトリガされます。

否定ルールは、判定をトリガするには、条件への該当箇所が存在してはならないルールです。否定ルールの例として
は、［件名を含まない (does not contain Subject)］があげられます。

「肯定ルールおよび否定ルールの一致を表す動詞と例」は、肯定ルールと否定ルールがある条件のリストです。メッセー
ジが判定をトリガする場合とトリガしない場合の例を示します。
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Table 182: 肯定ルールおよび否定ルールの一致を表す動詞と例

条件 例 1:
メッセージには添付ファイル
がありません。本文内のコ
ンテンツだけが、条件に一致
します。メッセージの他の部
分は、条件に一致しません。

例 2:
メッセージには添付ファイルが 1
つあります。メッセージの他の
部分は、条件に一致しません。

例 3:
メッセージには添付ファイル
が複数あります。1 つの添付
ファイルだけが、条件に一致
します。メッセージの他の部
分は、条件に一致しません。

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
辞書の語句が n 個以上含
まれている

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
辞書の語句が n 個以上含
まれていない

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
正規表現に一致する

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
正規表現に一致しない

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
パターンに一致する

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

件名、本文、添付ファイ
ルのいずれかのテキスト:
パターンに一致しない

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
添付ファイルリスト

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
添付ファイルリストにな
い

判定をトリガする 判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次の語句を含むファイル
名を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次の語句を含まないファ
イル名を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次の MIME の種類を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする
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条件 例 1:
メッセージには添付ファイル
がありません。本文内のコ
ンテンツだけが、条件に一致
します。メッセージの他の部
分は、条件に一致しません。

例 2:
メッセージには添付ファイルが 1
つあります。メッセージの他の
部分は、条件に一致しません。

例 3:
メッセージには添付ファイル
が複数あります。1 つの添付
ファイルだけが、条件に一致
します。メッセージの他の部
分は、条件に一致しません。

添付ファイルまたは本文
の部分:
次を除く MIME の種類を
持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次の辞書からのファイル
名を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次を除く辞書からのファ
イル名を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次の辞書からのファイル
拡張子を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

添付ファイルまたは本文
の部分:
次を除く辞書からのファ
イル拡張子を持つ

一致する名前を持つ埋め込み
ファイルがメッセージに含まれ
ている場合は判定をトリガする
含まれていない場合は、判定を
トリガしない

判定をトリガしない 判定をトリガする

NOTE

条件が［添付ファイルまたは本文の部分: 添付ファイルリストにある］に設定されている場合は、SMG は、実
際のファイルの種類、実際のファイルクラス、ファイル名、拡張子、MIME について、SMG でメッセージの本
文に埋め込まれている添付ファイルとオブジェクトを評価します。

条件が［添付ファイルまたは本文の部分: 添付ファイルリストにない］に設定されている場合は、SMG は実際
のファイルの種類と実際のファイルクラスについて、メッセージの本文に埋め込まれている添付ファイルとオ
ブジェクトを評価します。SMG は、この条件の場合、ファイル名、拡張子、MIME の種類をテストしません。
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コンテンツフィルタのテンプレート

Caldicott Report ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［英国国民保険制度番号と薬品キーワード］: ［UK NIN Keywords］辞書のキーワード、［UK NIN］の正規表現に一致するパ
ターン、［Prescription Drug Names］辞書のキーワードが検索されます。

• ［英国国民保険制度番号と病気キーワード］: ［UK NIN Keywords］辞書のキーワード、［UK NIN］の正規表現に一致するパ
ターン、［Disease Names］辞書のキーワードが検索されます。

• ［英国国民保険制度番号と療法キーワード］: ［UK NIN Keywords］辞書のキーワード、［UK NIN］の正規表現に一致するパ
ターン、［Medical Treatment Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ［患者データと薬品キーワード］: レコードリソースのビューで、NIN（国民保険番号）、口座番号、姓、ID カード番号、電子
メール、電話番号、英国の NHS（国民保健）番号のいずれかを検索します。このデータは、［Prescription Drug Names］辞書の
キーワードと共に存在する必要があります。

• ［患者データと病気キーワード］: レコードリソースのビューで、NIN（国民保険番号）、口座番号、姓、ID カード番号、電子
メール、電話番号、英国の NHS（国民保健）番号のいずれかを検索します。このデータは、［Disease Names］辞書のキーワー
ドと共に存在する必要があります。

• ［患者データと療法キーワード］: レコードリソースのビューで、NIN（国民保険番号）、口座番号、姓、ID カード番号、電子
メール、電話番号、英国の NHS（国民保健）番号のいずれかを検索します。このデータは、［Medical Treatment Keywords］辞
書のキーワードと共に存在する必要があります。

使用される辞書は次のとおりです。
• Prescription Drug Names
• Disease Names
• Medical Treatment Keywords
• UK NIN Keywords

Canadian Social Insurance Number ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「カナダ社会保障番号」です。この条件では［Canadian Social Insurance Number］の正規表現に対する一
致と［Canadian Social Ins. No. Words］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「Canadian Social Ins. No. Words」です。

Competitor Communications ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「競合他社リスト」です。この条件ではユーザーが定義した［Competitor Domains］辞書のキーワード (ド
メイン) が検索されます。
使用される辞書は「Competitor Domains」です。
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Confidential Documents ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［機密文章］: ［Confidential Keywords］辞書のキーワード
と、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、pdf、ppt のファイルの種類の
両方を検索する複合ルールです。

• ［登録商標文書］: ［Proprietary Keywords］辞書のキーワード
と、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、pdf、ppt のファイルの種類の
両方を検索する複合ルールです。

• ［社内限定使用文書］: ［Internal Use Only Keywords］辞書のキーワード
と、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、pdf、ppt のファイルの種類の
両方を検索する複合ルールです。

• ［配付禁止文書］: ［Not For Distribution Words］辞書のキーワード
と、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、pdf、ppt のファイルの種類の
両方を検索する複合ルールです。

使用される辞書は次のとおりです。
• Confidential Keywords
• Proprietary Keywords
• Internal Use Only Keywords
• Not For Distribution Words

Credit Card Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「すべてのクレジット番号」です。この条件ではクレジットカード番号システムのパターンと［Credit Card
Number Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「Credit Card Number Keywords」です。

Customer Data Protection ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［米国社会保障番号パターン］: ［Social Security number］の正規表現に対する一致と［US SSN Keywords］辞書のキーワード
が検索されます。

• ［すべてのクレジットカード番号］: クレジットカード番号システムのパターンと［Credit Card Number Keywords］辞書のキー
ワードが検索されます。

• ［米国銀行協会転送番号］: ［ABA Routing number］の正規表現に対する一致と［ABA Routing Number Keywords］辞書のキー
ワードが検索されます。

「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ユーザーとパスワードの組み合わせ: レコードリソースのビューで、ユーザー名とパスワードの組み合わせが検索されます。
• 3 件以上の顧客フィールド: レコードリソースのビューの次のフィールドから、任意の 3 つの組み合わせが検索されます。SSN、
電話番号、電子メール、名、姓、銀行カード番号、口座番号、ABA ルーティング番号、カナダの社会保障番号、英国の国民保険
番号、生年月日。ただし、電話番号、電子メール、名または姓の組み合わせと、電子メールまたは電話番号、名、姓の組み合わ
せは除きます。

• 社会保障番号またはクレジットカード番号: レコードリソースのビューで、SSN または銀行カード番号が検索されます。
• 顧客住所録: レコードリソースのビューで、電話番号または電子メールが検索されます。
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使用される辞書は次のとおりです。
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords

Data Protection Act 1998 ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件 「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［英国選挙人名簿］: これは 3 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞書の単一
のキーワード、［UK Electoral Roll Number］の正規表現に一致するパターン、［UK Electoral Roll
Number Words］辞書の単一のキーワードが検索されます。

• ［英国国民保険制度番号］: ［UK National Insurance number］の正規表現に対する一致と［UK NIN
Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［英国納税者番号］: ［UK Tax ID number］の正規表現に対する一致と［UK Tax ID Number
Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［UK Drivers License Numbers］: これは 3 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞
書の単一のキーワード、イギリスの運転免許の正規表現に一致するパターン、正規表現で構成された
運転免許を表す複数のフレーズが検索されます。

• ［英国パスポート番号（旧タイプ）］: ［UK Passport Keywords］辞書のキーワードと［英国パスポー
ト番号（旧タイプ）］の正規表現に一致するパターンが検索されます。

• ［英国パスポート番号（新タイプ）］: ［UK Passport Keywords］辞書のキーワードと［英国パスポー
ト番号（新タイプ）］の正規表現に一致するパターンが検索されます。

「構造化データ」の条件 英国の個人データ保護法: レコードリソースのビューで、国民保険番号（NIN）、口座番号、PIN、銀行
カード番号、名、姓、運転免許証、パスワード、納税者 ID、英国の国民保健（NHS）番号、生年月日、
母親の旧姓、電子メールアドレス、電話番号のデータ列のうち 3 つが検索されます。ただし、名と姓
に、PIN、パスワード、電子メール、電話番号、または母親の旧姓を組み合わせたものは除きます。

使用される辞書 使用される辞書は次のとおりです。
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words
• UK NIN Keywords
• UK Tax ID Number Keywords
• UK Passport Keywords

Defense Message System（DMS）GENSER Classification ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

［Secret］辞書、［Top Secret］辞書、［Classified or Restricted］辞書、または［Other Sensitive Information］辞書のいずれかの
キーワードを検索します。［Secret］、［Top Secret］、［Classified or Restricted］の各辞書のタイトルに示される以外のキーワー
ドと語句はユーザー定義されます。［Other Sensitive Information］辞書には、機密情報ではあるが機密扱いではない情報を分類する
ために使用される語句が含まれます。
使用される辞書は次のとおりです。
• Secret
• Top Secret
• Classified or Restricted
• Other Sensitive Information
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Design Documents ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［設計仕様書の拡張子］: ［Design Document Extensions］辞書にある指定のファイル名拡張子が検索されます。
• ［設計仕様書］: cad_draw と dwg のファイルタイプが検索されます。
Design Document Extensions

Employee Data Protection ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［米国社会保障番号パターン］: ［Social Security number］の正規表現に対する一致と［US SSN Keywords］辞書のキーワード
が検索されます。

• ［すべてのクレジットカード番号］: クレジットカード番号システムのパターンと［Credit Card Number Keywords］辞書のキー
ワードが検索されます。

• ［米国銀行協会転送番号］: ［ABA Routing number］の正規表現に対する一致と［ABA Routing Number Keywords］辞書のキー
ワードが検索されます。

「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ユーザーとパスワードの組み合わせ: レコードリソースのビューで、ユーザー名とパスワードの組み合わせが検索されます。
• 3 件以上の従業員フィールド: レコードリソースのビューの次のフィールドから、任意の 3 つの組み合わせが検索されま
す。SSN、電話番号、電子メール、名、姓、銀行カード番号、口座番号、ABA ルーティング番号、カナダの社会保障番号、英国
の国民保険番号、従業員番号、医療保険番号、給与、振込口座番号、生年月日。

• 従業員住所録: レコードリソースのビューで、電話番号または電子メールが検索されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords

Encrypted Data ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［Password Protected Files］: ［Password Protected Files］添付ファイルリソースで、暗号化された zip、doc、xls、ppt ファイ
ルが検索されます。

• ［PGP Files］: pgp ファイルが検索されます。
• ［GPG Files］: ［GPG Encryption Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
• ［S/MIME］: S/MIME 正規表現のパターンが検索されます。
• ［ヘッダーキーワード］: PGP8 ファイルヘッダーの特性キーワードが検索されます。
• ［PGP8 キーワード］: PGP8 暗号化ファイルの特性文字列が検索されます。
• ［PGP 拡張子のドキュメント］: .pgp と .aex.message、または［PGP file extensions］辞書の添付ファイル拡張子が検索されま
す。

使用される辞書は次のとおりです。
• GPG Encryption Keywords
• PGP file extensions
• PGP8 Keywords
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EU Data Protection Directives ポリシーテンプレート
「構造化した内容」の条件は次のとおりです。

• EU Data Protection Directives
メッセージヘッダーに記述された受信者に一致しない国コードについては EU 国コード辞書を検索し、レコードリ
ソースで、姓、銀行カード番号、運転免許証、口座番号、PIN、医療会計番号、ID カード番号、ユーザー名、パス
ワード、ABA ルーティング番号、電子メール、電話番号、母親の旧姓のデータ列のうち 2 つが検索されます。ただ
し、姓に、電子メール、電話番号、口座番号、またはユーザー名のデータを組み合わせたものは除きます。

• EU Data Protection, Contact Info
メッセージヘッダーに記述された受信者に一致しない国コードについては EU 国コード辞書を検索し、姓、電話番
号、口座番号、ユーザー名、電子メールのデータ列のうち 2 つが検索されます。

Export Administration Regulations（EAR）ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「EAR 規制品目リストと受領者」です。この条件は、［EAR Country Codes］辞書に一致する国コードを持
つ受信者と、［EAR CCL Keywords］辞書のキーワードが検索される複合ルールです。
「構造化データ」の条件は、「EAR 規制品目リストと受領者の索引」です。これは［EAR Country Codes］辞書に一致する国コード
を持つ受信者と、レコードリソースのビューの特定の SKU が検索される複合条件です。
使用される辞書は次のとおりです。
• EAR Country Codes
• EAR CCL Keywords

Financial Information ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
［金融情報］: 指定のファイルタイプ、［Financial Keywords］辞書のキーワード、［Confidential/
Proprietary Words］辞書のキーワードの組み合わせが検索されます。指定するファイルの種類
は、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123 です。
使用される辞書は次のとおりです。
• Financial Keywords
• Confidential/Proprietary Words

Gambling ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［疑わしいギャンブルキーワード］: ［Gambling Keywords, Confirmed］辞書のキーワードの 5 個のインスタンスが検索されま
す。

• ［あまり疑わしくはないギャンブルキーワード］: ［Gambling Keywords, Suspect］辞書のキーワードの 10 個のインスタンスが
検索されます。

使用される辞書は次のとおりです。
• Gambling Keywords, Confirmed
• Gambling Keywords, Suspect
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Gramm-Leach-Bliley ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［米国社会保障番号］: 社会保障番号が検索されます。このルールに一致するためには、［Valid Social Security
Number］Premium パターンに一致する数字と、US SSN の存在を示す［US SSN Keywords］辞書のキーワードまたはフレーズ
の両方が存在している必要があります。SSN 形式に一致する数字のみで検索を行うと誤検知が発生するので、キーワード条件に
よって誤検知を減らしています。

• ［米国銀行協会転送番号］: ［ABA Routing number］の正規表現ルールに対する一致と［ABA Routing Number Keywords］辞書
のキーワードが検索されます。

• ［すべてのクレジットカード番号］: クレジットカード番号が検索されます。このルールでも、最初のルールと同様に、クレジッ
トカードシステムの番号パターンに一致する数字と、クレジットカード番号の存在を示す［Credit Card Number Keywords］辞書
のキーワードまたはフレーズの両方が存在している必要があります。クレジットカード形式に一致する数字のみで検索を行うと
誤検知が発生するので、キーワード条件によって誤検知を減らしています。

「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ユーザーとパスワードの組み合わせ: レコードリソースのビューからユーザー名とパスワードの組み合わせが検索されます。
• 3 件以上の重要な顧客フィールド: レコードリソースのビューから顧客を一意に識別する任意の 3 つのフィールドが検索されま
す。ただし、電話番号、電子メール、姓または名の組み合わせは除きます。

• ［正確な SNN または CCN］: レコードリソースのビューから SSN または銀行カード番号が検索されます。
• 顧客住所録: レコードリソースのビューから電話番号または電子メールが検索されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords
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HIPAA ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［社会保障番号と薬品キーワード］: ［Valid Social Security Number］Premium パターンに該当する社会保障番号（SSN）、
［US SSN Keywords］辞書のキーワード、［Prescription Drug Names］辞書のキーワードが検索されます。

• ［社会保障番号と療法キーワード］: ［Valid Social Security Number］Premium パターンに該当する社会保障番号（SSN）、
［US SSN Keywords］辞書のキーワード、［Medical Treatment Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［社会保障番号と病名キーワード］: ［Valid Social Security Number］Premium パターンに該当する社会保障番号（SSN）、
［US SSN Keywords］辞書のキーワード、［Disease Names］辞書のキーワードが検索されます。

• ［社会保障番号と薬品コード］: ［Valid Social Security Number］Premium パターンに該当する社会保障番号（SSN）、［US
SSN Keywords］辞書のキーワード、［Drug Code］の正規表現に該当する薬品コードが検索されます。

「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ［患者データと薬品コード］: メッセージの任意の部分が NDC 薬品コードの正規表現と比較され、メッセージの任意の部分がレ
コードリソースのビューのテキストと比較されます。

• ［患者データと薬品キーワード］: メッセージの任意の部分が［Prescription Drug Names］辞書のエントリと比較され、メッセー
ジの任意の部分がレコードリソースのビューのエントリと比較されます。

• ［患者データと療法キーワード］: メッセージの任意の部分が［Medical Treatment Keywords］辞書のエントリと比較され、メッ
セージの任意の部分がレコードリソースのビューのテキストと比較されます。

• ［患者データと病名キーワード］: メッセージの任意の部分が［Disease Names］辞書のエントリと比較され、メッセージの任意
の部分がレコードリソースのビューのテキストと比較されます。

例外条件
• ［TPO 例外］: ［TPO Email Addresses］辞書の電子メールアドレスに一致する受信者の電子メールアドレスが検索されます。一
致が見つかると、他の条件が一致してもポリシーは適用されません。

Note: ヘルスケア組織とパートナー関係にある企業である TPO（Treatment, Payment, or health care Operations）について
は、HIPAA の情報制限に関して一定の例外事項が定められています。この例外があるため、許可されている企業に保護情報を送
信してもポリシーには違反しません。このテンプレートでは、そうした企業の電子メールアドレスをお客様が入力する必要があ
ります。

使用される辞書は次のとおりです。
• US SSN Keywords
• Prescription Drug Names
• Medical Treatment Keywords
• Disease Names
• TPO Email Addresses

Human Rights Act 1998 ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「英国選挙人名簿」です。この条件は 4 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞書の単
一のキーワード、［UK Electoral Roll Number］の正規表現に一致するパターン、［UK Electoral Roll Number Words］辞書の単一の
キーワード、［UK Personal Data Keywords］辞書の単一のキーワードが検索されます。
「構造化データ」の条件は、「英国データ保護法、個人情報」です。この条件は、レコードリソースのビューで姓と選挙人番号が検
索されると共に、［UK Personal Data Keywords］辞書のキーワードが検索される複合ルールです。
使用される辞書は次のとおりです。
• UK Personal Data Keywords
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words
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Illegal Drugs ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［街角で簡単に入手できる麻薬］: ［Street Drug Names］辞書のキーワードの 5 個のインスタンスが検索されます。
• ［大量生産された規制薬物］: ［Manufd. Controlled Substances］辞書のキーワードの 5 個のインスタンスが検索されます。
【Φ（★JP_DEL★）～Φ】

使用される辞書は次のとおりです。
• Street Drug Names
• Manufd. Controlled Substances

Individual Taxpayer Identification Numbers（ITIN）ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「米国個人納税者識別番号」です。この条件では ［米国個人納税者識別番号］の正規表現に対する一致と
［US ITIN Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「US ITIN Keywords」です。

International Traffic in Arms Regulations（ITAR）ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「ITAR 兵器リストと受領者」です。これは［ITAR Country Codes］辞書に一致する受信者の国コードと、
［ITAR Munition Names］辞書のキーワードが検索される複合ルールです。
「構造化データ」の条件は、「ITAR 兵器リストと受領者の索引」です。これは［ITAR Country Codes］辞書に一致する受信者の国
コードと、レコードリソースのビューの特定の SKU (Stock Keeping Unit: 在庫保管単位) 番号が検索される複合ルールです。
使用される辞書は次のとおりです。
• ITAR Country Codes
• ITAR Munition Names

Media Files ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［メディアファイル］: qt、riff、macromedia_dir、midi、mp3、mpeg_movie、quickdraw、realaudio、wav、video_win、vrml の
ファイルタイプが検索されます。

• ［メディアファイル拡張子］: ［Media Files Extensions］辞書のファイル名拡張子が検索されます。
使用される辞書は「Media Files Extensions」です。

Mergers and Acquisition Data ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「M & A 活動」です。この条件ではユーザーが定義した［M & A Project Code Names］辞書のキーワード
が検索されます。合併と買収 (M & A) の活動はお客様とプロジェクトごとに固有で内容が大きく異なります。すべてのお客様やユー
ザーを満足させるような一般的な用語を用意することはできません。
使用される辞書は「M & A Project Code Names」です。
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NASD Rule 2711 and NYSE Rules 351 and 472 ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件 「記述内容」の条件は、「NASD 規則 2711 と NYSE 規則 351、472」です。これは送信者条件とキー
ワード条件を含む複合条件です。送信者条件は、ユーザーの企業のリサーチアナリストの電子メールア
ドレス（［Analysts' Email Addresses］辞書）を列挙したもので、ユーザーが編集する必要があります。
キーワード条件は、予定されている株式公開、その公開プロジェクトの内部名、公開を行う企業の証券
コードが検索されます（［NASD 2711 Keywords］辞書）。送信者条件と同様に、ユーザーの編集が必要
です。

使用される辞書 使用される辞書は次のとおりです。
• Analysts' Email Addresses
• NASD 2711 Keywords

NASD Rule 3010 and NYSE Rule 342 ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［株式の勧告］: ［NASD 3010 Stock Keywords］辞書のキーワードと［NASD 3010 Buy/Sell Keywords］辞書のキーワードの両
方を検索する複合ルールです。このルールでは、株式に関する何らかの推奨と、買いまたは売りの推奨の両方が行われているこ
とが必要とされます。

• ［NASD 規則 3010 条と NYSE 規則 342 条キーワード］: ［NASD 3010 General Keywords］辞書のキーワードを検索します。こ
れらのキーワードは、一般的な証券取引活動が検索されます。

使用される辞書は次のとおりです。
• NASD 3010 Stock Keywords
• NASD 3010 Buy/Sell Keywords
• NASD 3010 General Keywords

NERC Security Guidelines for Electric Utilities ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

この「記述内容」の条件は、［Sensitive Keywords］辞書と［Vulnerability Keywords］辞書のいずれかのキーワードを検索する複合
ルールです。
使用される辞書は次のとおりです。
• Sensitive Keywords
• Vulnerability Keywords

Network Diagrams ポリシーテンプレート
「記述内容」の条件は次のとおりです。

• ［IP アドレス付きネットワーク図］: Visio のファイルタイプと IP アドレスの正規表現が検索されます。
• ［IP アドレス付きネットワーク図キーワード］: Visio のファイルタイプと、正規表現によって構成された IP アドレ
スを表す複数のフレーズが検索されます。
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Network Security ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［GoToMyPC 活動］: 正規表現で構成された GoToMyPC コマンドの形式が検索されます。
• ［ハッカーキーワード］: ［Hacker Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
• ［キーロガー］: ［Keylogger Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• Hacker Keywords
• Keylogger Keywords

Offensive Language ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［露骨な、攻撃的な言葉］: ［Offensive Language, Explicit］辞書の単一のキーワードが検索されます。
• ［一般的な、攻撃的な言葉］: ［Offensive Language, General］辞書のキーワードの 3 個のインスタンスが検索されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• Offensive Language, Explicit
• Offensive Language, General

Office of Foreign Assets Control（OFAC）ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

OFAC ポリシーテンプレートは大きく 2 つの条件に分かれています。最初のポリシーによって Specially Designated
Nationals（SDN）リストが適用され、2 つ目のポリシーによって一般的な OFAC ポリシーの制限が適用されます。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［OFAC 特別任命された国民リストと受信者］: ［OFAC SDN Country Codes］辞書のエントリに一致する国コードを持つ受信者
と、［SDN List］辞書のキーワードが検索されます。
SDN リストは貿易制限の対象になる特定の人または組織を指定しています。アメリカの財務省は、それらの個人や団体につい
て、名前、判明している最後の住所、判明している別名を記載したテキストファイルを配布しています。ただし、財務省は、住
所は不正確または現在のものではない可能性があり、所在地が異なることをもってそれらの人や組織に対する規制が変更される
ことはないと明言しています。

• ［OFAC 国への通信］: ［OFAC Country Codes］辞書のエントリに一致する国コードを持つ受信者が検索されます。
この条件には、アメリカの財務省が実施している特定の国との一般的な貿易制限に関するガイダンスも組み込まれています。こ
れは SDN リストとは別のもので、個人や組織は指定されていません。このテンプレートは、リストされている国を表す国コード
を持つ受信者を検索します。

使用される辞書は次のとおりです。
• SDN List
• OFAC SDN Country Codes
• OFAC Country Codes
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Password Files ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［パスワードファイル名］: passwd または shadow というファイル名が検索されます。
• ［/etc/passwd 形式］: /etc/passwd 形式の正規表現のパターンが検索されます。
• ［/etc/shadow 形式］: /etc/shadow 形式の正規表現のパターンが検索されます。
• ［SAM パスワード］: SAM 形式の正規表現のパターンが検索されます。
使用される辞書は「Password Filenames」です。

Payment Card Industry Data Security Standard ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「すべてのクレジット番号」です。この条件では［Valid Credit Card］パターンと［Credit Card Number
Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
「構造化データ」の条件ではレコードリソースのビューから一致するものが検索されます。
使用される辞書は「Credit Card Number Keywords」です。

PIPEDA ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［カナダ社会保障番号］: ［Canadian Social Insurance Number］の正規表現に対する一致と［Canadian Social Ins. No. Words」
です。

• ［米国銀行協会転送番号］: ［ABA Routing Number Keywords］辞書の単語と［ABA Routing Number］の正規表現に一致するも
のが検索されます。

• ［すべてのクレジットカード番号］: ［Credit Card Number Keywords］辞書の単語とクレジットカード番号システムのパターン
に対する一致が検索されます。

［英国選挙人名簿］: これは 4 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞書の単一のキーワード、［UK Electoral
Roll Number］の正規表現に一致するパターン、［UK Electoral Roll Number Words］辞書の単一のキーワード、［UK Personal Data
Keywords］辞書の単一のキーワードが検索されます。
「構造化データ」の条件は次のとおりです。
• ［個人情報保護法（PIPEDA）］: レコードリソースのビューで、姓、銀行カード、医療会計番号、診療記録、代理店番号、口座
番号、PIN、ユーザー名、パスワード、SIN、ABA ルーティング番号、電子メール、電話番号、母親の旧姓のデータ列のうち 2 つ
が検索されます。ただし、姓に、電子メール、電話番号、口座番号、またはユーザー名を組み合わせたものは除きます。

• PIEPEDA、連絡先: レコードリソースのビューで、姓、電話番号、口座番号、ユーザー名、電子メールのデータ列のうち 2 つが
検索されます。

使用される辞書は次のとおりです。
• Canadian Social Ins. No. Words
• ABA Routing Number Keywords
• Credit Card Number Keywords
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Price Information ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

この「記述内容」の条件により、レコードリソースビューでユーザー指定の SKU (Stock Keeping Unit: 在庫保管単位) 番号とその
SKU 番号の価格の組み合わせが検索されます。

Project Data ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「プロジェクト活動」です。この条件ではユーザーが定義した［Sensitive Project Code Names］辞書の
キーワードが検索されます。
使用される辞書は「Sensitive Project Code Names」です。

Publishing Documents ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［出版文書］: 指定したファイルの種類、つまり qxpress、frame、aldus_pagemaker、publ（Microsoft Publisher）が検索されま
す。

• ［Publishing Documents, extensions］: ［Publishing Document Extensions］辞書にある指定のファイル名拡張子が検索されま
す。

使用される辞書は「Publishing Document Extensions」です。

Racist Language ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は、「人種差別的な言葉」です。この条件では［Racist Language］辞書の単一のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「Racist Language」です。

Restricted Files ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は、「MS Access ファイルと実行ファイル」です。この条件では access、exe、exe_unix の指定のタイプの
ファイルが検索されます。

Restricted Recipients ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は、「制限された受信者」です。この条件では ［Restricted Recipients］辞書の電子メールアドレスに一致する
受信者のメッセージが検索されます。
使用される辞書は「Restricted Recipients」です。
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Resumes ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「すべての履歴書」です。この条件では、50 KB よりも小さい、指定のタイプ (.doc) のファイルで、［Job
Search Keywords, Education］、［Job Search Keywords, Work］、［Job Search Keywords, General］の各辞書のキーワードが少な
くとも 1 つ一致するものを検索します。
「構造化データ」の条件は「履歴書-従業員」です。この条件では、［履歴書-従業員］添付ファイルリストリソースの 50 KB よ
りも小さい、指定のタイプ (.doc など) のファイルで、次の条件をすべて満たすものを検索します。(1) ［Job Search Keywords,
Education］、［Job Search Keywords, Work］、［Job Search Keywords, General］の各辞書のキーワードが少なくとも 1 つ一致す
る。(2) レコードリソースのビューで従業員の姓と名が一致する。
使用される辞書は次のとおりです。
• Job Search Keywords, Education
• Job Search Keywords, Work
• Job Search Keywords, General

Sarbanes-Oxley ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［SEC Fair Disclosure Regulation］: ［SEC Fair Disclosure］ポリシーのルールがミラー化されたもので、［SEC Fair Disclosure
Keywords］辞書のキーワード、［Company Name Keywords］辞書のキーワード、表計算ワークシートまたは文書作成のファイ
ルの種類として広く使われている文書、という 3 つの条件が検索されます。すべての条件を満たす必要があります。
［SEC Fair Disclosure keywords］のキーワードは、財務情報が事前に開示される可能性を示します。
［Company Name Keywords］のキーワードはユーザーが編集する必要があります。これには、該当する
企業を表す名前、別名、略称などを含めることができます。検出対象となるファイルの種類は具体的に
は、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、wordperfect、pdf です。

• ［金融情報］: ［Financial Keywords］辞書の語句、［Confidential/Proprietary Words］辞書の語句、表計算ワークシー
トのファイルの種類の 3 つの条件をすべて満たす必要があります。対象になる表計算ワークシートのファイルの種類
は、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123 です。

使用される辞書は次のとおりです。
• SEC Fair Disclosure Keywords
• Company Name Keywords
• Financial Keywords
• Confidential/Proprietary Words

SEC Fair Disclosure Regulation ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［SEC Fair Disclosure Regulation］: ［SEC Fair Disclosure］ポリシーのルールがミラー化されたもので、［SEC Fair Disclosure
Keywords］辞書のキーワード、［Company Name Keywords］辞書のキーワード、表計算ワークシートまたは文書作成のファイ
ルの種類として広く使われている文書、という 3 つの条件が検索されます。すべての条件を満たす必要があります。
［SEC Fair Disclosure keywords］のキーワードは、財務情報が事前に開示される可能性を示します。
［Company Name Keywords］のキーワードはユーザーが編集する必要があります。これには、該当する
企業を表す名前、別名、略称などを含めることができます。検出対象となるファイルの種類は具体的に
は、excel_macro、xls、works_spread、sylk、quattro_pro、mod、csv、applix_spread、123、doc、wordperfect、pdf です。

使用される辞書は次のとおりです。
• SEC Fair Disclosure Keywords
• Company Name Keywords
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Sexually Explicit Language ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［性的に露骨なキーワード-承認］: ［Sex. Explicit Words, Confirmed］辞書の単一のキーワードが検索されます。
【Φ（★JP_DEL★）～Φ】

• ［性的に露骨なキーワード-疑惑］: ［Sex. Explicit Words, Suspect］辞書のキーワードの 3 個のインスタンスが検索されます。
• ［性的に露骨なキーワード-可能性］: ［Sex. Explicit Words, Possible］辞書のキーワードの 3 個のインスタンスが検索されま
す。

使用される辞書は次のとおりです。
• Sex. Explicit Words, Confirmed
• Sex. Explicit Words, Suspect
• Sex. Explicit Words, Possible

Source Code ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［ソースコードの拡張子］: ［Source Code Extensions］辞書のファイル名拡張子が検索されます。
• ［Java ソースコード］: Java の Import 文または Java のクラスファイルの正規表現が検索されます。
• ［C ソースコード］: C のソースコードの正規表現が検索されます。
• ［VB ソースコード］: VB のソースコードの正規表現が検索されます。
• ［Perl ソースコード］: 3 種類の PERL 関連のシステムパターンと正規表現が検索されます。
使用される辞書は「Source Code Extensions」です。
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State Data Privacy ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［米国社会保障番号］: ［US SSN Keywords］辞書の単語と［Valid Social Security Number］Premium パターンに一致するもの
が検索されます。

• ［米国銀行協会転送番号］: ［ABA Routing Number Keywords］辞書の単語と［ABA Routing Number］の正規表現に一致するも
のが検索されます。

• ［すべてのクレジットカード番号］: ［Credit Card Number Keywords］辞書の単語とクレジットカード番号システムのパターン
が検索されます。

• ［カリフォルニア州運転免許番号］: カリフォルニア州の運転免許番号のパターンに対する一致、運転免許に関する用語の正規表
現に対する一致、［California Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［ニューヨーク州運転免許番号］: ニューヨーク州の運転免許番号のパターンに対する一致、運転免許に関する用語の正規表現に
対する一致、［New York Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［文字＋ 12 桁の運転免許番号］: 規定の運転免許番号のパターンに対する一致、運転免許に関する用語の正規表現に対する一
致、［Letter/12 Num. DLN State Words］辞書（具体的にはフロリダ州、ミネソタ州、ミシガン州）のキーワードが検索されま
す。

• ［イリノイ州運転免許番号］: イリノイ州の運転免許番号のパターンに対する一致、運転免許に関する用語の正規表現に対する一
致、［Illinois Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

• ［ニュージャージー州運転免許番号］: ニュージャージー州の運転免許番号のパターンに対する一致、運転免許に関する用語の正
規表現に対する一致、［New Jersey Keywords］辞書のキーワードが検索されます。

例外条件:
• ［関連企業への電子メール］: State Data Privacy の規制で情報を受け取ることが法的に認められている関連企業へのメッセージ
に対する例外です。［Affiliate Domains］辞書はユーザーの編集が必要です。

顧客のプライバシーデータ: レコードリソースのビューから、名、姓、PIN の組み合わせと、名、姓、パスワードの組み合わせを除
く任意の 3 つの一致が検索されます。
例外条件:
• ［関連企業への電子メール］: State Data Privacy の規制で情報を受け取ることが法的に認められている関連企業へのメッセージ
に対する例外です。［Affiliate Domains］辞書はユーザーの編集が必要です。

使用される辞書は次のとおりです。
• US SSN Keywords
• ABA Routing Number Keywords
• Credit Card Number Keywords
• California Keywords
• New York Keywords
• Letter/12 Num. DLN State Words
• Illinois Keywords
• New Jersey Keywords
• Affiliate Domains

SWIFT Codes ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「SWIFT コードの正規表現」です。この条件では［SWIFT code］の正規表現に対する一致と［SWIFT
Code Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「SWIFT Code Keywords」です。
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UK Drivers License Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は 3 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞書の単一のキーワード、イギリスの運転免許の正
規表現に一致するパターン、正規表現で構成された運転免許を表す複数のフレーズが検索されます。
使用される辞書は「UK Keywords」です。

UK Electoral Roll Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

この「記述内容」の条件は 3 つの部分からなる単一の複合条件で、［UK Keywords］辞書の単一のキーワード、［UK Electoral Roll
Number］の正規表現に一致するパターン、［UK Electoral Roll Number Words］辞書の単一のキーワードが検索されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words

UK National Insurance Number ポリシーテンプレート

「記述内容」の条件は、「英国国民保険制度番号」です。この条件では［UK National Insurance number］の正規表現に対する一致
と［UK NIN Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「UK NIN Keywords」です。

UK Passport Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は次のとおりです。
• ［英国パスポート番号（旧タイプ）］: ［UK Passport Keywords］辞書のキーワードと［英国パスポート番号（旧タイプ）］の正
規表現に一致するパターンが検索されます。

• ［英国パスポート番号（新タイプ）］: ［UK Passport Keywords］辞書のキーワードと［英国パスポート番号（新タイプ）］の正
規表現に一致するパターンが検索されます。

使用される辞書は「UK Passport Keywords」です。

UK Tax ID Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「英国納税者番号」です。この条件では［UK Tax ID number］の正規表現に対する一致と［UK Tax ID
Number Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「UK Tax ID Number Keywords」です。
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US Intelligence Control Markings（CAPCO）および DCID 1/7 ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

この「記述内容」の条件では、［Secret］辞書、［Top Secret］辞書、または［Classified or Restricted］辞書のいずれかのキーワー
ドを検索します。辞書のタイトルに示される以外のキーワードと語句はユーザー定義されます。
使用される辞書は次のとおりです。
• Secret
• Top Secret
• Classified or Restricted

US Social Security Numbers ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「米国社会保障番号パターン」です。この条件では［Social Security number］の正規表現に対する一致と
［US SSN Keywords］辞書のキーワードが検索されます。
使用される辞書は「US SSN Keywords」です。

Violence and Weapons ポリシーテンプレート
このポリシーテンプレートが使う条件と辞書について説明します。

「記述内容」の条件は、「暴力と武器」です。これは［Violence Keywords］辞書のキーワードと［Weapons Keywords］辞書のキー
ワードを検索する複合条件です。
使用される辞書は次のとおりです。
• Violence Keywords
• Weapons Keywords
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Dell Remote Access Controller の使用

Dell Remote Access Controller（DRAC）カードについて
NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

DRAC カードは Symantec Messaging Gateway のアプライアンスに含まれるハードウェアコントローラです。「シマン
テック社のアプライアンスの DRAC サポート」は、シマンテック社のアプライアンスにおける DRAC サポート情報の一
覧です。

Table 183: シマンテック社のアプライアンスの DRAC サポート

アプライアンス DRAC サポート

Symantec Mail Security 8380 はい
Symantec Brightmail 8380 はい
Symantec 8380 はい
Symantec Brightmail 8360 はい
Symantec 8360 はい
Symantec Mail Security 8360 いいえ
Symantec Mail Security 8340 いいえ
Symantec Mail Security 8320 いいえ

このカードは、システムマザーボードに接続するドーターカードとして Symantec Messaging Gateway のアプライアン
スに統合されています。

DRAC カードは、次のいずれかのタスクを実行するために使用します。

• サーバーエラーの後でサーバーにアクセスする。
• 診断の目的で使用するためにサーバー内部イベントログをリモートで表示する。
• リモートコンソールへのコンソール出力（グラフィックとテキスト）をリダイレクトすることによってサーバーを管
理する。

• 保守作業を行うためにサーバーの順次シャットダウンを実行する。
• サーバーエラーを診断し、サーバーを再起動する。
• サーバーがエラーを検出したときに、電子メールまたは Simple Network Management Protocol（SNMP）トラップを
介して警告を受信する。

DRAC 管理のために別のネットワークサブネットを使うことを推奨します。

アプライアンスの DRAC 機能を有効にした後は、デフォルトの DRAC ルートパスワードを変更することを推奨しま
す。DRAC パスワードの変更について詳しくは、Dell の Web サイトのサポートページを参照してください。

Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを DRAC で強制的に再起動する

DRAC からの Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを段階的に再起動します

Symantec Messaging Gateway アプライアンスの DRAC によるリモートからのインストールと設定

仮想メディアから DRAC で Symantec Messaging Gateway のイメージをインストールする
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DRAC で Dell サーバー診断を表示する

DRAC を使用した Symantec Messaging Gateway アプライアンスのログ、設定情報、データの削除

DRAC を使用して Symantec Messaging Gateway アプライアンスをもとの出荷時の設定に復元する

Symantec Messaging Gateway のアプライアンスをDRAC で強制的に再起動する
NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

Symantec Messaging Gateway のアプライアンスに搭載したオペレーティングシステムへはアクセスできないが DRAC
へはアクセスできる場合、オペレーティングシステムにアクセスせずに DRAC だけでアプライアンスをリモートから強
制的に再起動させることができます。

DRAC で Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを強制的に再起動するには
1. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

2. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、OK を押します。

3. ［電源管理］をクリックします。

4. ［電源サイクルシステム］を選択します。

5. ［適用］をクリックします。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

DRAC からの Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを段階的に再起動し
ます

NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

アプライアンスは必要に応じて再起動できます。アプライアンスを再起動すると、アプライアンスが自動的に終了してか
ら、自動的に再起動します。DRAC はサポート対象の Web ブラウザを通してアプライアンスのリモートアクセスを有効
にします。

Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを段階的に再起動すると、すべてのサービスが停止され、次にアプラ
イアンスが再起動されます。

NOTE

Symantec Messaging Gateway でソフトウェアの更新を実行中にアプライアンスを再起動すると、アプライア
ンスソフトウェアが壊れる可能性があります。

DRAC から Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを段階的に再起動するには
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1. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

2. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、OK を押します。

3. #######をクリックします。

4. ポップアップのブロッカーが無効になっていることを確認し、［接続］をクリックします。

5. Symantec Messaging Gateway のアプライアンスの管理者のクレデンシャルでログオンします。

6. reboot コマンドを実行します。

reboot

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

Symantec Messaging Gateway アプライアンスの DRAC によるリモートからのイン
ストールと設定

NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

Symantec Messaging Gateway アプライアンスをリモートからインストールし、設定できます。DRAC はサポート対象
の Web ブラウザを通してアプライアンスのリモートアクセスを有効にします。

Symantec Messaging Gateway アプライアンスをリモートでインストールし、設定するには
1. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

2. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、OK を押します。

3. #######をクリックします。

4. ポップアップのブロッカーが無効になっていることを確認し、####をクリックします。

5. Symantec Messaging Gateway 製品をインストールします。

詳しくは、『Symantec Messaging Gateway #########』を参照してください。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

仮想メディアから DRAC で Symantec Messaging Gateway のイメージをインストー
ルする

NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

Symantec Messaging Gateway をリモートでインストールしたほうがよい場合があります。ローカル ISO ファイル
にマップされている仮想メディア、またはローカル CD/DVD-ROM ドライブを使ってアプライアンスに Symantec
Messaging Gateway をインストールします。

仮想メディアから DRAC を使って Symantec Messaging Gateway イメージをインストールするには
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1. Symantec Messaging Gateway の ISO イメージをローカルドライブにコピーするか、またはローカル CD/DVD-ROM
ドライブに CD/DVD を挿入します。

2. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

3. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、#OK#をクリックします。

4. ######をクリックします。

5. 適切な場所を参照し、Symantec Messaging Gateway の ISO イメージファイルを選択してください。

仮想イメージをローカル CD/DVD-ROM ドライブにマップしている場合は、ローカル CD/DVD-ROM ドライブを選択
します。

6. ####をクリックします。

7. アプライアンスを再起動します。

8. システムが再起動したら、適切なファンクションキーを入力し、ブートメディアを選択します。

ファンクションキーの選択について詳しくは、Dell サポート Web サイトを参照してください。

9. ［仮想 CDROM］を選択します。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

DRAC で Dell サーバー診断を表示する
NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

Dell サーバーが失敗した場合、システムにリモートで接続し、DRAC から Dell 診断レポートを表示することができま
す。

DRAC で Dell サーバー診断を表示するには
1. Symantec Messaging Gateway をリモートで再起動します。

Symantec Messaging Gateway のアプライアンスを DRAC で強制的に再起動する

2. システムの再起動中に、適切なファンクションキーを入力して診断を開始します。

診断を開始するためのファンクションキーの選択については、Dell サポート Web サイトで詳細を参照してくださ
い。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

DRAC を使用した Symantec Messaging Gateway アプライアンスのログ、設定情
報、データの削除

NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

ログ、設定情報、データをリモートから削除したい場合があります。DRAC はサポート対象の Web ブラウザを通してア
プライアンスのリモートアクセスを有効にします。

DRAC を使用して Symantec Messaging Gateway アプライアンスのログ、設定情報、データを削除するには
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1. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

2. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、OK を押します。

3. #######をクリックします。

4. ポップアップのブロッカーが無効になっていることを確認し、####をクリックします。

5. Symantec Messaging Gateway のアプライアンスの管理者のクレデンシャルでログオンします。

6. delete コマンドを実行します。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

DRAC を使用して Symantec Messaging Gateway アプライアンスをもとの出荷時の
設定に復元する

NOTE

SMG 10.7.0 は Dell 83xx と Symantec 8380-S450 の異なる 2 つのハードウェアプラットフォームで実行できま
す。Dell 83xx プラットフォームは DRAC/iDRAC をサポートしますが、Symantec 8380-S450 プラットフォー
ムはサポートしません。

リモートでアプライアンスをもとの出荷時の設定に復元したい場合があります。DRAC はサポート対象の Web ブラウザ
を通してアプライアンスのリモートアクセスを有効にします。

DRAC を使用して Symantec Messaging Gateway アプライアンスを元の出荷時の設定に復元するには
1. ブラウザのアドレスフィールドで DRAC カードの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

2. DRAC のルートクレデンシャルでログオンし、OK を押します。

3. #######をクリックします。

4. ポップアップのブロッカーが無効になっていることを確認し、####をクリックします。

5. Symantec Messaging Gateway のアプライアンスの管理者のクレデンシャルでログオンします。

6. delete all コマンドを実行します。

Dell Remote Access Controller (DRAC) カードについて

 560



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

FIPS（Federal Information Processing Standard）のコンプライ
アンス

Symantec Messaging Gateway FIPS 140-2 レベル 1 基準への準拠について
FIPS 140-2 は、暗号化モジュールの安全な設計および実装のための要件を規定する国立標準技術研究所（NIST）の規格
です。多くの組織では、ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの使用を検討するときにこの規格を使用しま
す。

このリリースが使用する暗号化モジュールは FIPS 140-2 レベル 1 の要件に準拠します。

以下の評価済み暗号化モジュール（および関連する暗号エンジン）は Symantec Messaging Gateway の一部に含まれ
ています。

• Symantec Messaging Gateway 暗号化モジュール（https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-
program/certificate/2849）、スキャナ暗号エンジン v2.0 （https://csrc.nist.gov/projects/Cryptographic-Algorithm-
Validation-Program/details?product=5740）

このリリースが使用する暗号化モジュールは、NIST によって以前に評価されたモジュールに基づいています。モジュー
ルは、FIPS 140-2 レベル 1 規格に準拠しているとみなされます。

以下の暗号化は FIPS 140-2 レベル 1 規格に準拠し、検証されています。

• Web ブラウザからコントロールセンターへの Web サーバー HTTPS 接続
• コントロールセンターからスキャナ（エージェント）ホストまでの HTTPS 接続
• コントロールセンターの管理者のクレデンシャル作成および格納
• Symantec Messaging Gateway と Symantec Global Intelligence Network 間の通信
• SMTP TLS 通信
• ソフトウェアの更新の通信
• リモートセキュアシェルのアクセス
• SNMPv3 暗号化
• DomainKeys Identified Mail (DKIM) キー
• データディレクトリサーバーのセキュア通信（LDAPS）

特定の Symantec Messaging Gateway 機能に対しては制限が適用されます。詳細については、「FIPS によって制限を受
ける Symantec Messaging Gateway 機能について」を参照してください。

検証の詳細については、「 http://www.symantec.com/docs/TECH167725」を参照してください。

FIPS 140-2 レベル 1 のテストおよび検証の現在の状況についての詳細は、Symantec の顧客担当者にお問い合わせくだ
さい。

FIPS 140-2 規格および検証プログラムの詳細については、「http://csrc.nist.gov/groups/STM/index.html」を参照してくだ
さい。

インストールまたはソフトウェア更新の詳細については、「FIPS モードを使用する場合のインストールまたはアップグ
レードについて」を参照してください。

FIPS モードを使用する場合のインストールまたはアップグレードについて
このリリースの Symantec Messaging Gateway をインストールする場合、あるいはこのリリースにアップグレードする
場合は、以前のリリースでのインストールまたはアップグレードと同じ手順を実行します。

次の情報は、新規インストールまたはアップグレードについての重要な注意事項です。
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• Symantec Messaging Gateway 製品アーキテクチャは、FIPS モードがオンとオフのどちらの状態でも同じです。違い
は、FIPS モードがオンの場合、製品は FIPS 140-2 規格に関連付られた厳密な暗号化方式のリストの使用を強制する
ことです。FIPS モードがオフの場合に Symantec Messaging Gateway が使用する暗号化方式のリストが大きくなる
と、外部メール転送エージェント（MTA）との相互運用性が高くなります。
FIPS モードをオンまたはオフにする

• Symantec Messaging Gateway を新規インストールした場合、FIPS モードはデフォルトでオフになります。
• FIP モードをバージョン 9.5.2 以降で使用した場合、FIPS モードの状態はアップグレード時に維持されます。
• FIPS モードの状態がバックアップの一部として保存されません。ホストを、まだ FIPS モードがオンになっていない
イメージまたはアプライアンスに復元する場合は、復元後に FIPS モードを手動でオンにしなければなりません。
復元を実行する場合は、FIPS モードの状態を確認し、必要に応じて変更することを推奨します。
FIPS モードをオンまたはオフにする

• FIPS モードをオンにした後、次の処理により FIPS モードをデフォルトの設定（オフ）に変更します。
– Symantec Messaging Gateway ソフトウェアの新規インストール
– オペレーティングシステムの新規復元
– 新規ホストへの転送

Symantec Messaging Gateway をインストールまたはアップグレードする前に、このリリースに付属のリリースノート
を必ずお読みください。

このリリースを初めてインストールする方法、または以前のリリースからアップグレードする方法についての詳細は、
『 Symantec Messaging Gateway インストールガイド』を参照してください。

次の情報は重要な注意事項です。

• このリリースの時点では、コントロールセンターは SSLv2 または SSLv3 HTTPS 接続を受け入れません。TLS 1.0 接
続のみを受け入れます。

• このリリースでは、FIPS モードをオンにして次の処理を実行すると、FIPS モードをオフにした場合に比べて大幅に
時間がかかります。
– Message Transfer Agent (MTA) サービスの再起動
– MTA サービスを暗黙に再起動する設定変更
ホストが数分間ハングしているように見える場合がありますが、実際はハングしていません。
FIPS モードは、実働環境でホストを配備する前のセットアップ処理の最終段階で有効にすることを推奨します。

コントロールセンターの証明書トラストについて
コントロールセンターの自己署名証明書に使用される署名アルゴリズムは FIPS に準拠していません。FIPS 140-2 レベ
ル1 への準拠のために、認証局ベンダーに FIPS 準拠の証明書を要求し、コントロールセンターにインポートする必要が
あります。証明書を含むファイルは、PEM 形式である必要があります。

FIPS モードの推奨事項および考慮事項
以下に、FIPS モードでの操作に関する推奨事項および考慮事項について説明します。

キー長および FIPS への準拠 現在、Symantec Messaging Gateway では FIPS 140-2 レベル 1 規格によって許容される最小キー
長よりも短い TLS キーおよび HTTPS キーをインポートすることができます。SNMPv3 を使用す
る場合は、FIPS 140-2 レベル 1 規格に準拠する長さのキーを使用するようにしてください。FIPS
140-2 レベル 1 規格に準拠するため、管理者は作成するキーの長さが 1024 ビット以上になるよう
に注意する必要があります。

FIPS モードおよび SNMPv3 に
ついて

SNMPv3 使用し、Symantec Messaging Gateway を FIPS モードで実行したい場合は、認証の種類
として［SHA1withRSA]を使用するようにコントロールセンターを設定します。

 562



 Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4 管理者ガイド

SMTP 認証について FIPS モードがオンになっているときには、SMTP 認証の［TLS 暗号化を要求する］オプショ
ンは期待どおりに動作しないことに注意してください。このオプションをオフにするとき
に、Symantec Messaging Gateway では TLS 接続と SSLv3.0 接続の両方が受け入れられます。た
だし、FIPS モードをオンにするときには、Symantec Messaging Gateway は TLS 暗号化のみをサ
ポートおよび使用し、それ以前の暗号化モードはすべて失敗します。したがって、FIPS モードが
オンの場合は、［TLS 暗号化を要求する］オプションを無効にした場合でも SSLv3.0 接続は失敗
します。

FIPS によって制限を受ける Symantec Messaging Gateway 機能について
以下は、FIPS 140-2 レベル 1 規格に厳密に準拠しないで動作する Symantec Messaging Gateway の機能です。

リモートクレデンシャルストレー
ジ

Symantec Messaging Gateway は、以下のエンティティに対するクレデンシャルを暗号化する
のに FIPS 準拠アルゴリズムを使用しません。
• LDAP 管理者パスワード
• エンドユーザーパスワード
• 定時バックアップ
アドホックバックアップは保存されたクレデンシャルを使用しないので、影響を受けません。

データ完全一致（EDM）およびレ
コードリソース管理

現在この制限に対する回避策はありません。

Symantec Messaging Gateway
は、EDM またはレコードリソー
スを格納するのに FIPS 準拠アル
ゴリズムを使用しません。

現在この制限に対する回避策はありません。

スパム検疫のリリースクレデン
シャル

Symantec Messaging Gateway は、エンドユーザーのスパム検疫にアクセスするために使用する
ダイジェストの電子メールに格納されたクレデンシャルを暗号化するのに、FIPS 準拠アルゴリズ
ムを使用しません。FIPS モードがオンのスパム検疫通知を使用したメッセージのリリースを有効
にするユーザーまたは管理者は、厳密には FIPS に準拠していません。
この問題に対する回避策として、エンドユーザーがメッセージをリリースする際に検疫に直接記
録するように要求することができます。

LDAPS を使用する Domino ディ
レクトリサーバーへのデータディ
レクトリサービスの接続

FIPS モードがオンの場合、Symantec Messaging Gateway データディレクトリサービス
は、LDAPS を使用するように設定されている Domino ディレクトリサーバーには接続できませ
ん。
この制限は、FIPS モードのデータディレクトリサービスで TLS 1.0 のみが使用されるために発生
します。Symantec Messaging Gateway がサポートする Domino のバージョンでは、TLS 1.0 は
サポートされていません。

デモ証明書 デモのコントロールセンターのユーザーインターフェース証明書に使用される署名アルゴリズム
は［SHA1withRSA]です。これは FIPS により承認されたアルゴリズムではありません。Windows
XP SP2 以前で実行する Internet Explorer ブラウザとの互換性を維持するため、デモ証明書は変
更されていません。
この問題に対する回避策として、FIPS により承認されたアルゴリズムを使用する認証局ベンダー
証明書を、コントロールセンターに手動でインポートすることができます。

FIPS モードをオンまたはオフにする
管理者は、各アプライアンスに個別にログインし、そのアプライアンス上で FIPS モードをオンまたはオフにする必要が
あります。各ホストで FIPS モードをオンまたはオフにする場合、モードの変更はスキャナによって使用される暗号化方
式のリストにのみ影響を与えます。FIPS モードはスキャナに対して設定可能です。これは、外部メール転送エージェン
ト（MTA）が使用する通信プロトコルおよびバージョンはユーザーによって制御されないからです。ある外部 MTA を介
した通信は、FIPS モードをオンにしてスキャナを実行した場合に中断することがあります。
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FIPS モードを変更しても、コントロールセンターの処理には影響を与えません。Symantec Messaging Gateway リリー
スのコントロールセンターは、常に FIPS モードで実行します。Symantec Messaging Gateway の製品アーキテクチャ
は、FIPS モードがオンとオフのどちらの状態でも同じです。

各アプライアンス（物理または仮想）には、一連の設定コマンドが用意されています。これらのコマンドは、SSH クラ
イアントを使用するリモートセッションまたはシステムコンソールから実行できます。Symantec Messaging Gateway
の FIPS モードは、コマンドラインからのみ実行されます。このリリースでは、コントロールセンターから FIPS モード
を管理することはできません。

NOTE

FIPS モード関連の処理は syslog に記録され、/data/logs/messages に表示されます。

NOTE

FIPS モードを変更する場合は、コマンド割り込みを実行しないでください。再起動のプロンプトを受け入れ、
再起動の前にコマンド割込みを実行すると、FIPS モードの状態は変更されません。 FIPS モードは後から変更
することはできません。

ホストの FIPS モードをオンにするには
1. 優先する方法を使用してアプライアンスのコマンドラインインターフェースにログインします。

2. 次のコマンドを入力します。

fipsmode on

ホストの FIPS モードをオフにするには
3. 優先する方法を使用してアプライアンスのコマンドラインインターフェースにログインします。

4. 次のコマンドを入力します。

fipsmode off

5. 優先する方法を使用してアプライアンスのコマンドラインインターフェースにログインします。

6. 次のコマンドを入力します。

fipsmode status

FIPS モードがオンの場合、返される状態は［FIPS mode]です。FIPS モードがオフの場合、返される状態は［Non-
FIPS mode]です。
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管理者のスマートカード認証

管理者のスマートカード認証について
米国連邦政府機関は、スマートカード認証を許可するソフトウェアシステムを使用するようになりました。米国連邦ス
マートカードには、連邦施設と情報システムへのカード保有者によるアクセスを許可するために必要なデータが含まれて
います。このアクセスにより、該当するすべての連邦アプリケーションに対して適切なレベルのセキュリティが確保され
ます。

一部の Windows クライアントコンピュータまたはワークステーションのキーボードには、すでに PIV または CAC リー
ダーが組み込まれています。それ以外には、USB ケーブルを使用してワークステーションまたはノートパソコンに接続
できるスマートカードリーダーを使用している場合があります。Symantec Messaging Gateway は、次の種類のスマー
トカードを使用する管理者を認証します。

• 個人識別情報検証 (PIV) カード (一般市民向け)
• 共通アクセスカード (CAC) (軍事機関関係者向け)

スマートカード認証は、ユーザーを識別する証明書がスマートカードに存在する、クライアント証明書ベースの相互認証
の一種です。ブラウザは、Web サーバーとの SSL ハンドシェイク中に証明書を取得します。スマートカードの認証中、
ブラウザはコントロールセンターのストレージと、挿入されたスマートカードに対して証明書のルックアップを実行しま
す。

ブラウザはスマートカード認証に不可欠であるため、スマートカードを使用してログオンするときに管理者が実行する手
順は、異なるブラウザの動作によって影響を受けます。

サポートされるブラウザは次のとおりです。

• Internet Explorer 11 以降
• Chrome 70 以降
• Firefox 63 以降
注: Firefox でスマートカード認証を使用するには、PIV をサポートするプラグインを入手してインストールする必要
があります。https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/. を参照してください。

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定

スマートカード認証を有効にするための管理者アカウントの編集

スマートカードを使用したコントロールセンターへのログオン

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定
スマートカードを使用してコントロールセンターにログオンする管理者を認証するように、Symantec Messaging
Gateway を設定できます。スマートカードは、米国連邦または軍事機関に勤務する管理者によって使用されます。ス
マートカード認証を行う場合は、カードをリーダーに挿入し、PIN 番号を入力します。

インターネットに接続されている Messaging Gateway インスタンスの場合は、証明書のストレージ領域に CA ルートお
よび中間証明書を追加する必要があります。証明書失効リストは、接続されたネットワークには必要ありません。
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Table 184: インターネットアクセスがあるコントロールセンターでスマートカード認証を設定する

タスク 説明

前提条件 設定する各管理者のカードリーダーとカードを入手します。
管理者のカードに埋め込まれているデータと一致する CA ルートおよび中間証明書を少なくとも 1 つ取
得します。
サポート対象のブラウザ (Chrome、Internet Explorer、Firefox) を使用していることを確認しま
す。Firefox を使用している場合は、https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/ で、PIV をサポー
トするプラグインをダウンロードしてインストールします。

手順 1: ルート/中間 CA 証
明書をインポートします。

まず、少なくとも 1 つのルートおよび (必要な場合は) 中間 CA 証明書を、Messaging Gateway のコント
ロールセンターの証明書ストレージ領域にインポートする必要があります。Tomcat とコントロールセン
ターはこの証明書を使用して、管理者ユーザーのログオン時にスマートカードの証明書を検証します。

Note: 証明書をインポートした後、コントロールセンターを再起動する必要があります。

CA 証明書または証明書失効リストのインポート
手順 2: 管理者アカウント
にスマートカード情報を追
加します。

前の手順でインポートした証明書の情報が含まれるように、各スマートカードユーザーの管理者アカウ
ントを更新します。
スマートカード認証を有効にするための管理者アカウントの編集

手順 3: スマートカードを
使用してコントロールセン
ターにログオンします。

スマートカードアクセスが正しく機能することを確認するため、管理者にログオンするように依頼しま
す。
スマートカードを使用したコントロールセンターへのログオン

管理者のスマートカード認証について

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定
スマートカードを使用してコントロールセンターにログオンする管理者を認証するように、Symantec Messaging
Gateway を設定できます。スマートカードは、米国連邦または軍事機関に勤務する管理者によって使用されます。ス
マートカード認証を行う場合は、カードをリーダーに挿入し、PIN 番号を入力します。

共通名と所属の値が、管理者のスマートカードに埋め込まれている値と一致する CA 証明書を少なくとも 1 つインポー
トする必要があります。

インターネットに接続されていない Messaging Gateway インスタンスの場合は、さらに、少なくとも 1 つの証明書失効
リスト (CRL) をインポートする必要があります。

WARNING

コントロールセンターサーバーにインターネットアクセスがない場合は、コントロールセンターがユーザーの
認証に使用する CRL を、少なくとも 1 つ設定する必要があります。スマートカードでのログオン時に、コント
ロールセンターはインポートされた CRL に対して管理者のスマートカードに埋め込まれている証明書を確認し
ます。CRL が存在しない場合、スマートカードが失効している管理者でもログオンできるため、セキュリティ
の問題が発生する可能性があります。
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Table 185: インターネットアクセスがないコントロールセンターでスマートカード認証を設定する

タスク 説明

前提条件 設定する管理者ユーザーごとにカードリーダーとカードを入手します。
管理者のカードに埋め込まれているデータと一致する CA ルートおよび中間証明書を少なくとも 1 つ取
得します。
管理者ユーザーの認証を行うための証明書失効リストを少なくとも 1 つ入手します。
サポート対象のブラウザ (Chrome、Internet Explorer、Firefox) を使用していることを確認しま
す。Firefox を使用している場合は、https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/ で、PIV をサポー
トするプラグインをダウンロードしてインストールします。

手順 1: CA ルート/中間証
明書と証明書失効リストを
インポートします。

まず、少なくとも 1 つのルートおよび (必要な場合は) 中間 CA 証明書を、Messaging Gateway のコント
ロールセンターの証明書ストレージ領域にインポートする必要があります。

Note: 証明書をインポートした後、コントロールセンターを再起動する必要があります。

ネットワークに接続していない場合、さらに少なくとも 1 つの CRL を Messaging Gateway のコント
ロールセンターにインポートする必要があります。この CRL は、管理者ユーザーのログオン時にスマー
トカードの証明書を検証するために使用されます。
CA 証明書または証明書失効リストのインポート

手順 2: 管理者アカウント
にスマートカード情報を追
加します。

前の手順でインポートした証明書の情報が含まれるように、各スマートカードユーザーの管理者アカウ
ントを更新します。
スマートカード認証を有効にするための管理者アカウントの編集

手順 3. スマートカードを
使用して SMG コントロー
ルセンターにログオンしま
す。

スマートカードアクセスが正しく機能することを確認するため、管理者にログオンするように依頼しま
す。
スマートカードを使用したコントロールセンターへのログオン

管理者のスマートカード認証について

CA 証明書または証明書失効リストのインポート
次の手順に従って、証明書と、インターネットに接続されていないネットワークの場合は証明書失効リスト (CRL) をイ
ンポートします。

注:

• コントロール センターでは、.pem 形式の CA 証明書と、.pem または .crl 形式の証明書失効リストのみをイ
ンポートできます。CA 証明書または CRL がサポート対象の形式ではない場合、OpenSSL ライブラリ https://
www.openssl.org/ を使用して変換できます。

• CA ルートまたは中間証明書は、管理者のスマートカードに埋め込まれている証明書と同じ認証局から発行されてい
る必要があります。

• インポートできる証明書は一度に 1 つのみです。1 つのファイルに統合された複数の証明書をインポートしようとす
ると、インポート処理は失敗します。

• CA ルートまたは中間証明書をインポートした後、コントロールセンターを再起動して証明書をアクティブにする必
要があります。コントロールセンターを再起動するには、コマンドラインインターフェースにアクセスし、コマンド
を実行します。
コントロールセンターの再起動が必要になるのは、CA ルート/中間証明書のみです。CRL をインポートした後に再起
動する必要はありません。

CA ルート証明書、中間証明書、証明書失効リストをインポートするには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［設定］ > ［スマートカード］に移動します。

2. ［CA 証明書］タブまたは［証明書失効リスト］タブで、［インポート］をクリックします。

［スマートカード CA 証明書のインポート］または［証明書失効リストのインポート］ダイアログが表示されます。
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3. 証明書または CRL 名を入力し、［参照］をクリックして、インポートする証明書または CRL ファイルを見つけま
す。

4. ［インポート］をクリックします。

5. [CA ルート/中間証明書のみに必要。CRL には不要] 新しくインポートした証明書にアクセスできるように、コント
ロールセンターを再起動する必要があります。コントロールセンターを再起動するには、コマンドラインインター
フェースにアクセスし、コマンド service controlcenter restart を実行します。

管理者のスマートカード認証について

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定

CA 証明書または証明書失効リストの表示
CA 証明書または証明書失効リスト (CRL) の内容を表示するには、次の手順を実行します。

CA ルート証明書、中間証明書、証明書失効リストを表示するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［設定］ > ［スマートカード］に移動します。

2. ［CA 証明書］タブまたは［証明書失効リスト］タブで、表示する証明書の横にあるチェックボックスにチェック
マークを付けます。

3. ［表示］をクリックします。

CRL を表示すると、CRL の内容全体が表示されます。

4. 証明書または CRL の表示が完了したら、［OK］をクリックします。

管理者のスマートカード認証について

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定

CA 証明書または証明書失効リストの削除
CA 証明書または証明書失効リスト (CRL) を削除するには、次の手順を実行します。

CA ルート証明書、中間証明書、証明書失効リストを削除するには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［設定］ > ［スマートカード］に移動します。

2. ［CA 証明書］または［証明書失効リスト］タブをクリックします。

3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。

4. ［削除］をクリックします。

確認ウィンドウが表示されます。［削除］をクリックします。

5. [CA ルート/中間証明書のみに必要。CRL には不要] CA 証明書を削除した後、コントロールセンターを再起動する必
要があります。コントロールセンターを再起動するには、コマンドラインインターフェースにアクセスし、コマンド
service controlcenter restart を実行します。

管理者のスマートカード認証について

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定
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スマートカード認証を有効にするための管理者アカウントの編集
Messaging Gateway 管理者がスマートカードを使用して認証できるようにするには、まず管理者のアカウントを更新す
る必要があります。スマートカードに埋め込まれている証明書情報は、アップロードした証明書に含まれているデータと
一致する必要があります。

CA ルートまたは中間証明書は、管理者のスマートカードに埋め込まれている証明書と同じ認証局から発行されている必
要があります。

管理者アカウントを編集してスマートカード認証を有効にするには
1. コントロールセンターで、［管理］ > ［ユーザー］ > ［管理者］に移動し、管理者のリンクをクリックします。

2. ［この管理者に対してスマートカード認証を有効にする］チェックボックスが表示されます。

このチェックボックスにチェックマークを付けます。［共通名 (CN):］と［所属 (O):］という 2 つの新しいフィール
ドが表示されます。

3. ［共通名 (CN):］フィールドに、管理者のスマートカードと一致する証明書に表示されている［共通名］を入力しま
す。

4. ［所属 (O):］フィールドに、管理者のスマートカードと一致する証明書に表示されている［所属］を入力します。

この 2 つのフィールドの内容は、管理者のスマートカードに埋め込まれている証明書の対応するフィールドと完全
に一致していなければなりません。アップロードした証明書の内容を表示して、入力した値が正しいことを確認でき
ます。CA 証明書または証明書失効リストの表示。

5. ［保存］をクリックします。

管理者のスマートカード認証について

インターネットアクセスがあるコントロールセンターのスマートカード認証の設定

インターネットアクセスがないコントロールセンターのスマートカード認証の設定

スマートカードを使用したコントロールセンターへのログオン
開始する前に、カードリーダーをシステムに接続し、スマートカードをリーダーに挿入します。また、カードの背面に印
字されているスマートカードの PIN を書き留めてください。コントロールセンターにログオンするにはこの PIN が必要
です。

サポートされるブラウザは次のとおりです。

• Internet Explorer 11 以降
• Chrome 70 以降
• Firefox 63 以降
注: Firefox でスマートカード認証を使用するには、PIV をサポートするプラグインを入手してインストールする必要
があります。https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/. を参照してください。

スマートカードを使用してコントロールセンターにログオンするには
1. スマートカードリーダーをシステムに接続し、リーダーにカードを挿入します。

2. Symantec Messaging Gateway の URL を入力します。

［証明書の選択］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ユーザー名とペアになっている証明書を選択し、［OK］をクリックします。

4. ［Windows セキュリティスマートカード］ダイアログボックスが表示され、［PIN を入力してください］というプロ
ンプトが表示されます。

5. スマートカードの背面に印字されている PIN を入力し、［OK］をクリックします。

6. Messaging Gateway のログオン画面が表示されます。

7. ユーザー名を入力します。

8. ［オプション > >］オプションをクリックすると［スマートカードでログオンする］チェックボックスが表示されま
す。このチェックボックスにチェックマークを付けます。［パスワード］フィールドは非表示です。

9. ［ログイン］オプションをクリックします。管理者がユーザーに表示権限を付与した、Messaging Gateway のユー
ザーインターフェースの一部が表示されます。

管理者のスマートカード認証について
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