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セクション

 10.7.4 について
Copyright 2020 Broadcom. All rights reserved.

ドキュメントの発行日: 2020 年 12 月 12 日

Symantec Messaging Gateway 10.7.4 は、旧バージョンの Symantec Messaging Gateway の更新です。特に記載がない
限り Symantec Messaging Gateway 10.6.x と 10.7.x のすべての機能は維持されています。

メモ: SMG 10.7.4 への更新は、SMG 10.6.6 以降で行う必要があります。

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

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
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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

• >
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 1: 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 2: 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。
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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

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。
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--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

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。
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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。

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
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--off
機能を無効にします。

--on
機能を有効にします。

--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。
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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。

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。
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--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。

--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。
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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
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
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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。

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。
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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
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。
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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。

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。
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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

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。
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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。

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
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関連情報

cat

list

more

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。
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--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。

• --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。
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• bmagent

• bmserver

• conduit

• mta

• jlu-controller

--help、-h
このメッセージを表示します。

--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。
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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。

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。
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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。

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。
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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 ]

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。
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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。

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
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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

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
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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

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。
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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。

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、インターフェー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。
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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。

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。

 31



 Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 コマンドラインリファレンス

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。

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
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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

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。
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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。

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。
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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。
-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。
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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

-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。
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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

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 )
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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。
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。
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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。

--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。
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• 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。

• 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。
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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。

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
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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。

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。
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• inbound
• outbound
• resubmission
• delivery
• all

次のコンポーネントを使用できます。

• 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)。
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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。
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。
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– 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。

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
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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

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。
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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

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
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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

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。
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「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。
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。
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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。

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。
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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。

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
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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。

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。
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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。

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。
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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 コマンドは以下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。
--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。
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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

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]
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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。

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
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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/

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。
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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。

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
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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

tcpdump
tcpdump - ネットワーク上のトラフィックをダンプする
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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。

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。
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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。

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
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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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