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 10.7.4 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 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。
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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
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システムの必要条件

システムの設定オプション
Symantec Messaging Gateway は以下の方法でインストールして実行できます。

• シマンテック社が提供するアプライアンスを使用できます。ハードウェアのオプションは次のとおりです。
– 8380
– 8380-S450
注： SMG 10.7 以降は、2 つの異なるハードウェア プラットフォーム、Dell 83XX と Symantec 8380-S450 で実行
できます。Dell 83XX プラットフォーは iDRAC をサポートしていますが、Symantec 8380-S450 プラットフォーム
はサポートしていません。

– 8360
– 8340

• VMware または Microsoft Hyper-V を使用して、選択したハードウェアに仮想アプライアンスをインストールして実行
できます。

• 物理コンポーネントと仮想コンポーネントの組み合わせをインストールして実行できます。

VMware での配備のためのシステムの必要条件
「VMware でサポートされる  の構成」に、VMware ESXi Server 上に Symantec Messaging Gateway をゲストとして
配備するためのシステムの必要条件を示します。Symantec Messaging Gateway Virtual Edition () をインストールする前
に、VMware サーバーをインストールして設定する必要があります。

NOTE

Symantec Messaging Gateway は BusLogic コントローラのいかなるバージョンも提供しません。

VMware ESXi Server に固有の要件については、http://www.vmware.com/support/pubs/ 製品のマニュアルを参照してくだ
さい。

Table 1: VMware でサポートされる  の構成

説明 推奨 最小 説明

VMware ESXi
Server

ESXi バージョ
ン 6.0 以降

バージョン 6.0 サポート対象のバージョン： ESXi/vSphere 6.0/6.5/6.7 サーバ。
をインストールするには、ホストのプロセッサで VT がサポートされ、この設定
が BIOS で有効になっている必要があります。

ディスクの種類 固定ディスク ---- Symantec Messaging Gateway はフレキシブルディスクを使用した仮想マシンで
のインストールをサポートしていません。
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説明 推奨 最小 説明

ディスク領域 詳細について
は、Symantec
Knowledge
Base の記事
「Disk Space
Recommendations
for Symantec
Messaging
Gateway
Virtual
Edition」を参
照してくださ
い。

120 GB スキャナのみ、コントロールセンターのみ、スキャナとコントロールセンターを
組み合わせた VM で、推奨される最小ディスク容量は同じです。

メモリ 16 GB から 32
GB

8 GB Symantec Messaging Gateway と仮想マシンを実行するには、最小でも 8 GB が
必要です。

CPU 8 4 負荷要求とハードウェア構成に基づいて、8 つ以上の CPU を割り当てることを推
奨します。

Note: お使いの環境は、64 ビットのアプリケーションをサポートする必要があり
ます。

NIC 2 1 ネットワークインターフェースカードは、仮想コンピュータあたり 1 つのみ必要
です。

Note: サポートされる NIC の最大数は 2 です。

ネットワークア
ダプタ

VMXNET3

Storage
Controller

関連するコントローラが自動的に選択されます。

「Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について」を参照してください。

Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件
「Hyper-V 上での Symantec Messaging Gateway Virtual Edition のサポートされている設定」では、Microsoft Hyper-
V サーバ上でゲストとして Symantec Messaging Gateway を展開するシステム要件を示します。Symantec Messaging
Gateway Virtual Edition をインストールする前に、これらのサーバーのいずれかをインストールして設定する必要があり
ます。

Microsoft Hyper-V Server 特有の必要条件については、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。

Table 2: Hyper-V 上の Symantec Messaging Gateway Virtual Edition でサポートされる構成

説明 推奨 最小 説明

Microsoft
Hyper-V

Windows 2016
Datacenter
Edition

スタンドアロ
ンの Windows
2012

64 ビットのカーネルをサポートするには、ホストのプロセッサは VT 対応で、イ
ンストールの前に BIOS でこの設定を有効にする必要があります。

ディスクの種類 固定ディスク ---- Symantec Messaging Gateway はダイナミックディスクを搭載した仮想マシンで
のインストールをサポートしていません。
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説明 推奨 最小 説明

ディスク領域 詳細について
は、Symantec
Knowledge
Base の記事
「Disk Space
Recommendations
for Symantec
Messaging
Gateway
Virtual
Edition」を参
照してくださ
い。

120 GB スキャナのみ、コントロールセンターのみ、スキャナとコントロールセンターを
組み合わせた VM で、推奨される最小ディスク容量は同じです。

メモリ (16 から 32) 8 GB Symantec Messaging Gateway と仮想マシンを実行するには、最小でも 8 GB が
必要です。

CPU 8 4 負荷要求とハードウェア構成に基づいて、8 つの CPU を割り当てることを推奨し
ます。

Note: お使いの環境は、64 ビットのアプリケーションをサポートする必要があり
ます。

NIC 2 1 ネットワーク インターフェース カードは、仮想コンピュータあたり 1 つのみ必
要です。Symantec Messaging Gateway は Synthetic NIC のみの使用をサポート
します。

Note: サポートされる NIC の最大数は 2 です。

「Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について」を参照してください。

LDAP と Web ブラウザのシステム必要条件
「システムの必要条件」に、Web ブラウザと LDAP の最小システム要件のリストを示します。

以下も参照してください。

VMware での配備のためのシステムの必要条件

Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件

インストールする前に
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Table 3: システムの必要条件

項目 必要条件

Web ブラウザ コントロールセンターは次のブラウザをサポートしています。
• Microsoft Internet Explorer 11 以降
• Mozilla Firefox 63 以降
• Chrome 70 以降

LDAP Symantec Messaging Gateway は、次のタイプの LDAP ディレクトリをサポートしています。
• Windows ® 2012 Active Directory ® （LDAP とグローバルカタログの両方）
• Windows 2008 Active Directory（LDAP とグローバルカタログの両方）
• Oracle ® Directory Server Enterprise Edition 11.1.1.7
• Sun ™ Directory Server 7.0 （EOL 2017 年 12 月）
• IBM ® Domino ® （以前の Lotus Domino） LDAP Server 8.5.3
• IBM LDAP Server 8.5.2
• IBM Domino LDAP Server 8.5
• OpenLDAP 2.4
• OpenLDAP 2.3
Symantec Messaging Gateway は LDAP v.3 に準拠しており、他の種類のディレクトリサーバーで動作するようにも
設定できます。
Symantec Messaging Gateway と LDAP を組み合わせて使用するための設定方法の詳細については、「Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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インストールの計画

インストールする前に
「インストール前タスク」は、Symantec Messaging Gateway をインストールする前に実行するタスクの一覧です。

Table 4: インストール前タスク

タスク 説明

配備を計画する。 次のトピックのうち、配備の計画に役立つものを確認してください。
システムの設定オプション
スキャナを配置する場所
パフォーマンスに影響する環境要因

システム必要条件を満た
す。

環境がシステム最小必要条件を満たしていることを確認してください。
LDAP と Web ブラウザのシステム必要条件
VMware での配備のためのシステムの必要条件
Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件

インストール前チェック
リストの項目と情報を収
集する。

インストール前チェックリストには、アプライアンスをインストールおよび設定するときに必要な項目と
情報を指定します。
インストールのチェックリスト

必要に応じてファイア
ウォールを設定する。

アプライアンスとインターネットの間にファイアウォールがある場合は、特定のポート経由のネットワー
クトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定してください。
Symantec Messaging Gateway が使用するポート

必要なポートが使用可能
であることを確認する。

Symantec Messaging Gateway で特定のポートが使用可能になっている必要があります。
必要なポート

仮想環境のみ: スナップ
ショットを取得する。

既存の仮想配備を更新する場合には、更新を開始する前に既存の設定のスナップショットを取得すること
を推奨します。スナップショットを取得する方法について詳しくは仮想環境のマニュアルを参照してくだ
さい。

インストールのチェックリスト
「初期設定チェックリスト」に、ブートストラップを実行して Symantec Messaging Gateway の初期設定を行うときの
項目と手元に必要な情報を示します。

Table 5: 初期設定チェックリスト

処理/項目 説明

システムの必要条件を確
認する

を物理アプライアンスまたは仮想アプライアンスとしてインストールでき
ます。物理アプライアンスと仮想アプライアンスは同じ企業ネットワーク
内で共存できます。
「システムの必要条件」を参照してください。

仮想イメージファイル
(仮想アプライアンスの
み) をダウンロードする

仮想イメージ ファイルをダウンロードし、コンソールからアクセスできる
単一のディレクトリに保存します。
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処理/項目 説明

アプライアンスへのコン
ソールアクセス

キーボードと VGA ディスプレイ、またはシリアルポートを介して別のコ
ンピュータからアクセスします。
シリアルポートは、DB9 コネクタ付きで、設定が 9600 bps、8/N/1 のヌル
モデムケーブルである必要があります。
___キーボードと VGA ディスプレイ
または
___シリアルポート
または
___DRAC
「8300 シリーズ アプライアンスのインストール」を参照してください。

ファイアウォールやその
他のネットワークデバイ
スで必要なポートを開く

場合によっては、Dell Remote Access Controller（DRAC）のアクセスを許
可するために、ファイアウォールの一部のポートを開く必要があります。
詳しくは、ご使用の iDRAC バージョンに応じた Dell サポートを参照して
ください。
必要なポートは、TCP 22、53、80、443、41000、41002 です。UDP 53
と 123 も必要です。SMG のすべてのポートの使用状況の詳細について
は、「必要なポート」を参照してください。

イーサネットケーブル
(最大 4 本の通常のケー
ブルと 2 本のクロスオー
バーケーブル) を用意す
る

ケーブルの数と種類は、ネットワーク構成と、アプライアンスの LAN
ポートと WAN ポートの数によって決まります。インライン配備の場合
はクロスオーバーケーブルが必要になる場合があります。WAN ポートと
LAN ポートに接続されているデバイス (スイッチ、ファイアウォール) の
1 台または両方が自動 MDI/MDI-X を備えている場合は、クロスオーバー
ケーブルは必要ありません。

新しいパスワードとホス
トのドメイン名

ブートストラップを開始するときに入力する管理者ユーザーの新しい安全
なパスワードを指定します。この管理者ユーザーとパスワードは、ブート
ストラップやコマンドラインインターフェースを使用するコンソールアク
セス用です。

Note: このアカウント情報の回復メカニズムはありません。この情報を今
後使用できるように安全な場所に保管してください。

メッセージのルーティングの問題を回避するため、symantecexample.com
など、メールドメインを単独でホスト名として使用しないでください。
ホスト名は次のような形式にしてください。
host6.symantecexample.com

新しいパスワード:
_____________________________
ホストドメイン名:
_____________________________
「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してくださ
い。
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処理/項目 説明

Dell Remote Access
Controller (iDRAC) の IP
アドレス、サブネット
マスク、デフォルトゲー
トウェイアドレス、パス
ワードを選択します。物
理アプライアンスのみ。

イーサネット 1 はインバウンド電子メール用、イーサネット 2 はアウトバ
ウンド電子メール用です。アプライアンスをアウトバウンドスキャンに使
わない場合は、イーサネットインターフェース 2 を指定する必要はありま
せん。
物理アプライアンス上の統合された Dell Remote Access Controller
(iDRAC) は、アプライアンスへのコンソールアクセスを提供します。統合
されていても、iDRAC は動作するために独自のネットワークアドレスを必
要とする個別のデバイスです。iDRAC のブラウザベースインターフェース
にアクセスするにはパスワードが必要です。
8380-S450 では、ホストコンピュータの IP アドレスを使用します。8380-
S450 アプライアンスには iDRAC はありません。
イーサネットインターフェース 1 の IP アドレス:
_____________________________
イーサネットインターフェース 1 のサブネットマスク:
_____________________________
イーサネットインターフェース 2 の IP アドレス:
_____________________________
イーサネットインターフェース 2 のサブネットマスク:
_____________________________
デフォルトゲートウェイ（デフォルトルーター）の IP アドレス:
_____________________________
「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してくださ
い。

固定 IP アドレス 固定 IP アドレスはメールルーティング用です。複数の固定 IP アドレスを
設定することもできます。まったく設定しないこともできます。
宛先ホストまたはネットワークの IP アドレスまたは CIDR ブロック:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してくださ
い。

DNS（ドメインネーム
サーバー）サーバー

DNS は電子メールのルーティングに必要です。インターネットルート
DNS サーバーを使用したり、内部 DNS サーバーを指定できます。最大で
3 つの DNS サーバーを使うことができます。
DNS サーバーの IP アドレス:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してくださ
い。

アプライアンスの役割 選択できるオプションは次のとおりです。
• ［スキャナのみ］
• ［コントロールセンターのみ］
• ［スキャナとコントロールセンター］
［スキャナのみ］インストールの場合は、そのスキャナを管理するコント
ロールセンターの IP アドレスを指定する必要があります。
アプライアンスの役割:
_____________________________
コントロールセンターの IP アドレス (［スキャナのみ］インストールの場
合):
_____________________________
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処理/項目 説明

有効なライセンスファイ
ル

シマンテック社のライセンス交付 Web ページでライセンス情報を入力す
ると、シマンテック社からライセンスファイルが電子メールで送信されま
す。ライセンスファイルには .slf サフィックスが付いています。複数のア
プライアンスのライセンスに同じライセンスファイルを使用できます。
コントロールセンターからそのライセンスファイルにアクセスできる必要
があります。
ライセンスファイルの場所:
_____________________________
「ライセンスの登録」を参照してください。

プロキシサーバーのホス
ト名とポート（省略可
能）

プロキシサーバー情報を指定する必要があるのは、プロキシサーバーを
使ってシマンテック社と通信する場合のみです。
プロキシサーバーのホスト名:
_____________________________
プロキシサーバーのポート:
_____________________________
「ライセンスの登録」を参照してください。

管理者電子メールアドレ
ス
（コントロールセンター
設定のみ）

警告通知が有効になっている場合は、Symantec Messaging Gateway から
このアドレスに警告が送信されます。
管理者電子メールアドレス:
_____________________________

NTP サーバー（省略可
能）

時間を管理するためのインターネットまたは内部 NTP サーバーを指定で
きます。最大で 3 つのサーバーを指定できます。
NTP サーバー:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

スキャナの役割 スキャナの役割は次のとおりです。
• インバウンドとアウトバウンドのメールフィルタ
• インバウンドメールフィルタのみ
• アウトバウンドメールフィルタのみ
スキャナの役割:
_____________________________

スキャナのホスト名また
は IP アドレス
（スキャナ設定のみ）

スキャナのホスト名または IP アドレスを指定する必要があります。
スキャナのホスト名または IP アドレス:
_____________________________

仮想 IP アドレス
（スキャナ設定のみ）

スキャナの役割が複数の場合は (インバウンドおよびアウトバウンドの
メールフィルタなど)、複数のイーサネットインターフェースが必要です。
仮想 IP アドレスを作成することによって複数のイーサネットインター
フェースを作成できます。
仮想 IP アドレス:
_____________________________
ネットマスク:
_____________________________
ポート:
_____________________________

「インバウンド メール フィルタ チェックリスト」は、スキャナのインバウンド メール フィルタを設定するときに必要
な情報の一覧です。
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Table 6: インバウンドメールフィルタチェックリスト

項目 説明

インバウンドメールアド
レス

このアドレスは、インバウンドメールフィルタに使うアドレスとポートで
す。
ほとんどの場合、このアドレスはイーサネット 1 ポートのアドレスです。
インバウンドメールフィルタの IP アドレス:
_____________________________
ポート:
_____________________________

インバウンドメール受け
入れ

すべてのソースからのメールを受け入れる。
または
メールを受け入れるドメインの IP アドレスまたはホスト名:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

インバウンドローカル
メール配信

特定のサーバーを指定するか、または［MX ルックアップを有効にする］
を使うことができます。
このサーバーは通常、ダウンストリームメールサーバー（社内メールサー
バーなど）です。
インバウンドメールリレーを受け入れるメールサーバーはいくつでも指定
できます。
メールリレーを受け入れるメールサーバーの IP アドレス:
1. _____________________________
ポート: ____________
2._____________________________
ポート: ____________
3._____________________________
ポート: ____________
または
MX ルックアップホスト名（IP アドレスは使わない）:
_____________________________

非ローカルメール配信 MX ルックアップを使ったり、新しいホストを追加したり、既存のホスト
を使ったりできます。
スキャナとインターネットの間に専用のゲートウェイ MTA を設定してい
る場合は、その MTA のホスト名または IP アドレスとポートを指定しま
す。
ホスト名または IP アドレス:
_____________________________
または
MX ルックアップホスト名:
_____________________________

ローカルドメイン これらのアドレスは［ローカル ドメイン］リストに追加されます。
ドメインまたは IP アドレス:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
または
MX ルックアップホスト名:
_____________________________
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「アウトバウンド メール フィルタ チェックリスト」は、スキャナのアウトバウンド メール フィルタを設定するときに
必要な情報の一覧です。

Table 7: アウトバウンドメールフィルタチェックリスト

完了 項目 説明

_____ アウトバウンド
メールアドレス

このアドレスは、アウトバウンドメールフィルタに使うアドレスとポート
です。
ほとんどの場合、このアドレスはイーサネット 2 ポートのアドレスです。
アウトバウンドメールフィルタの IP アドレス:
_____________________________
ポート:
_____________________________

_____ アウトバウンド
メール受け入れ

IP アドレスまたはドメインを指定します。複数のアドレスとドメインを指
定できます。
IP アドレスまたはドメイン:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

_____ アウトバウンド
ローカルメール
配信

特定のサーバーを指定するか、または［MX ルックアップを有効にする］
を使うことができます。
このサーバーは通常、ダウンストリームメールサーバー（社内メールサー
バーなど）です。
メールリレーを受け入れるメールサーバーの IP アドレス:
_____________________________
または
MX ルックアップホスト名:
_____________________________

_____ 非ローカルメー
ル配信

MX ルックアップを使ったり、新しいホストを追加したり、既存のホスト
を使ったりできます。
スキャナとインターネットの間に専用のゲートウェイ MTA を設定してい
る場合は、その MTA のホスト名または IP アドレスとポートを指定しま
す。
ホスト名または IP アドレス:
_____________________________
または
MX ルックアップホスト名:
_____________________________

スキャナを配置する場所
以下の理由から、ベスト プラクティスとして Symantec Messaging Gateway スキャナを他のフィルタ製品および MTA
の前に配置することを推奨します。

• フィルタ製品や MTA によって、既存のメッセージ ヘッダが改ざんまたは削除されたり、メッセージ本文が変更され
たりすることがあります。Symantec Messaging Gateway が電子メールを正しくフィルタ処理するには、改ざんされ
ていないメッセージ ヘッダとメッセージ本文が必要です。

• スキャナがメッセージゲートウェイに存在しない場合は、スキャナがゲートウェイ MTA の IP アドレスをスパムの送
信元として識別することがあります。

• スキャナが内部 MTA のダウンストリームであるとき、一部のレピュテーション機能が正常に動作しません。これら
の機能には、接続クラス、Fastpass、IP アドレスに一致する送信者グループが含まれます。すべての着信 IP アドレ
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スが正しく識別され、内部 IP アドレスと混同されないようにするには、メッセージゲートウェイにスキャナを配置し
ます。

スキャナを MTA のダウンストリームに配置する場合は、アプライアンスを設定するときにゲートウェイ MTA の IP アド
レスを指定してください。ゲートウェイ MTA の IP アドレスは、インストール後にコントロールセンターから指定する
こともできます。

コントロール センターからゲートウェイ MTA を指定する方法の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway
10.7.4 ######」を参照してください。

詳細については、「システム設定オプション」を参照してください。

パフォーマンスに影響する環境要因
パフォーマンスは、配備している環境がこれまでどのようなパターンで使用されてきたかなどの環境要因に影響されま
す。典型的な使用パターンを理解するために、アプライアンスをインストールする前に環境の情報を収集してください。

発信 SMTP 接続によって、負荷が増大することがあります。リモートメールサーバーに電子メールを SMTP で送信した
ときに、そのメールサーバーが新しい電子メールをすぐに受け入れられない場合には、ディスクキューが一杯になる可能
性があります。ディスク上のキューのサイズを増やすと、MTA の処理効率が低下します。大規模な組織では、インバウ
ンドとアウトバウンドのメールストリームを別々のスキャナで構成するのが理想的です。

送受信されるメッセージの特性がパフォーマンスに影響することがあります。主として次の要素を考慮する必要がありま
す。

• メッセージの平均サイズ
• 添付ファイルの付いたメッセージの数
• 添付ファイルの平均サイズ
• 添付ファイルの種類
• 電子メールトラフィックにおけるウイルス感染メッセージの割合

以下も参照してください。

スキャナを配置する場所

システムの設定オプション

パフォーマンスに影響する可能性のある機能
「パフォーマンスに影響する可能性のある機能」は、機能がパフォーマンスにどのように影響し、それらのパフォーマン
ス負荷をどのように回避するかを説明しています。
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Table 8: パフォーマンスに影響する可能性のある機能

機能 パフォーマンスにどのように影響するか

ポリシーグループ ポリシーグループを定義して、フィルタの必要条件を共有するユーザーを各ポリシーグループに定義で
きます。1 つのメッセージを複数のメンバーが受け取り、それらのメンバーが異なるポリシーグループに
属している場合、そのメッセージはスキャナによって分割されます (1 つ以上のメッセージに分割されま
す)。メッセージが多くのポリシーグループに分割される場合は、パフォーマンスが低下する場合がありま
す。ポリシーグループは必要に応じて使ってください。ただし、ポリシーグループの数が非常に多い場合
は、パフォーマンスに影響することがあります。
ポリシー グループの詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してく
ださい。

スキャナ コントロールセンターが複数のスキャナからログや統計を収集する必要があるときに、パフォーマンスが
影響されることがあります。スキャナを追加するときは、パフォーマンスを監視して、追加したスキャナ
のためにパフォーマンスが許容できないレベルまで低下しないことを確認してください。
スキャナの役割の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してくださ
い。

ログ ログレベルが高いほど、コントロールセンターがネットワーク経由で収集するデータ量が多くなります。
トラブルシューティングの場合を除き、ログレベルはできるかぎり低く設定してください。ログのパージ
頻度を上げることもできます。
ログ データベースのサイズの管理の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 #####
#」を参照してください。

レポート 定時レポートは、アプライアンスの利用率が低い時間帯に実行されるように設定してください。このよう
に設定することで、ピーク時間中のシステムリソースへの負荷を減らすことができます。
必要なレポートの必要な時間範囲分のレポートデータのみを保存してください。
レポートとレポート データの保存の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 #####
#」を参照してください。

アプライアンスの役割 アプライアンスをコントロールセンターおよびスキャナとして設定すると、両方の役割を満たすためのリ
ソースがアプライアンスに必要になります。中規模または大規模な環境では、この設定によってパフォー
マンスが低下する場合があります。コントロールセンターとスキャナを専用のアプライアンスに設定する
ことを検討してください。
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機能 パフォーマンスにどのように影響するか

スパム検疫 Symantec Messaging Gateway からスパム検疫にルーティングされるメッセージが多いほど、検疫量が多
くなり、必要な処理量が増えます。
• 必要以上にスパムを検疫しないでください。
• スパム検疫の最大サイズを減らしてください。スパムとして識別されるメッセージを減らしたり、ス
パム保持期間を減らしたりすることもできます。
スパムの検疫のしきい値の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参
照してください。

• スパムの疑いにのみ検疫を使うことを考慮してください。
• 必要なユーザーにのみスパム検疫のポリシーグループを使うことを考慮してください。
スパム検疫にアクセスするユーザーが多いほど、必要なパフォーマンスオーバーヘッドが増えます。エン
ドユーザーの検疫は管理者のみの検疫より高価です。
• 多くのエンドユーザーが検疫管理のためにログインすると、コントロールセンターのパフォーマンス
に影響があります。スパム検疫へのアクセスを管理者のみにすると、パフォーマンスが大幅に増加す
る可能性があります。

• スパム検疫通知はコントロールセンターのオーバーヘッドも増加させます。
システムが効率的にスパム検疫を処理するように設定されていることを確認してください。
• ユーザーごとの抹消しきい値は、グローバルなしきい値よりはるかに多くのリソースを使用します。
• 定時タスク（特に抹消）が重複しないように間を空けてください。
• LDAP サーバーに十分な容量があることを確認してください。容量の少ない LDAP サーバーに対して
メッセージ受信者の LDAP ルックアップを実行すると、スパム検疫のパフォーマンスが大幅に低下す
る場合があります。

• スパム検疫の SMTP サーバーの処理速度が低下することがあります。その場合、配信先 MTA が受け
入れるメッセージ量が少ないかまったく受け入れないときは、スキャナから MTA に配信されるメッ
セージのバックアップが作成されることがあります。その場合、正当なメールメッセージであって
も、遅延が発生することがあります。

テキストベースの添付
ファイルのスキャン

Symantec Messaging Gateway では、電子メールメッセージのスパムを調べるために添付ファイルをス
キャンできます。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。
デフォルトでは、オプションは Symantec Messaging Gateway の新規インストール時に有効になり、
アップグレード時には無効になります。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てすべてのスキャン機能は使用しません。

DKIM 署名 DKIM 署名を有効にすると、アウトバウンドメッセージのパフォーマンスに影響を与える可能性がありま
す。より短い暗号化キーを使用することで、この影響を減らすことができます。

SMTP 認証 SMTP 認証では、アウトバウンドメッセージのパフォーマンスに影響を与える可能性のあるオーバーヘッ
ドが加わります。

これらのトピックの詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

スキャナポート設定のサンプル
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フィルタ処理するようにアプライアンスを設定するときは、ス
キャナに次のいずれかの設定が必要です。

• 2 つの IP アドレス
• 1 つの IP アドレスと 2 つの TCP ポート
• 1 つの IP アドレスと 1 つの TCP ポート

「スキャナ ポート設定の例」は、使うことができるポート設定例の一部です（IP アドレスとポートのすべての設定例で
はありません）。
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Table 9: スキャナポート設定の例

ポート設定 IP アドレス
とポートの例 説明

• 2 つの物理ポー
ト（eth0 と
eth1）

• ポートごとに 1
つずつの IP ア
ドレス

192.0.32.1:25
192.0.47.255:25

インバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールは、専用のイーサネットポートでルー
ティングされます。
この設定は、ほとんどのネットワーク帯域幅に対応しているので、ほとんどの場合に推奨さ
れるオプションです。

• 1 つの物理ポー
ト

• 1 つの IP アドレ
ス

• 2 つの異なる
TCP ポート

192.0.32.1:25
192.0.32.1:50

インバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールは、同じ物理イーサネットポートを
使ってルーティングされますが、TCP ポートとしては 2 つの異なるものが使われます。
ネットワークボトルネックになる可能性がありますが、電子メールトラフィックが比較的少
ないサイトにはこの設定が適しています。

• 1 つの物理ポー
ト

• 1 つの標準 IP ア
ドレス

• 1 つの仮想 IP ア
ドレス

192.0.32.1:25
192.0.36.128:25

インバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールは、同じ物理イーサネットポートを
使ってルーティングされます。2 つの異なる IP アドレスが使用され、一方は仮想 IP アドレス
です。
ネットワークボトルネックになる可能性がありますが、電子メールトラフィックが比較的少
ないサイトにはこの設定が適しています。

• 1 つの物理ポー
ト

• 1 つの標準 IP ア
ドレス

192.0.32.1:25 インバウンド電子メールとアウトバウンド電子メールは、同じ物理イーサネットポートと同
じ IP アドレスを使ってルーティングされます。
ネットワークボトルネックになる可能性がありますが、電子メールトラフィックが比較的少
ないサイトにはこの設定が適しています。

「インストールする前に」も参照してください。

Symantec Messaging Gateway インストールのワークフロー
Symantec Messaging Gateway をインストールする前に、インストール前タスクを確認して完了します。

Table 10: Symantec Messaging Gateway インストールのワークフロー

手順 タスクと説明

1 ハードウェアを設置する場合、アプライアンスを開梱して取り付け、適切なケーブルを接続します。
8300 シリーズアプライアンスのインストール
をインストールする場合、VMware vSphere Client または Microsoft Hyper-V 管理コンソールを使用し
て、Symantec Messaging Gateway 仮想マシンにアクセスします。
VMware への Symantec Messaging Gateway のインストールまたは Hyper-V への  のインストール

2 ハードウェアの場合、アプライアンスをオンにします。セットアップウィザードの指示に従ってセットアップ処理
を行います。
VMware vSphere Client に  をインストールする場合、Symantec Messaging Gateway 仮想マシンを右クリック
し、［パワー オン］を選択します。
Microsoft Hyper-V クライアントに  をインストールする場合、Messaging Gateway 仮想マシンを右クリック
し、［開始］を選択します。
アプライアンスを設定するブートストラップの実行

3 イーサネット設定を指定します。
4 ルーティング用の固定 IP アドレスを指定します。

この手順は省略可能です。
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手順 タスクと説明

5 デフォルトゲートウェイと DNS サーバー用の IP アドレスを指定します。
6 アプライアンスの役割を指定します。
7 ライセンスを登録します。

ライセンスの登録
8 必要に応じて、最新のソフトウェアで Symantec Messaging Gateway を更新します。

インストール中の最新ソフトウェアへの更新
9 コントロールセンターをセットアップおよび設定します。

コントロールセンターの設定
10 スキャナを設定します。

次のいずれかのシナリオに基づいてスキャナを設定します。
• スキャナとコントロールセンターが同じアプライアンス上にある場合は、コントロールセンターを設定した直
後にスキャナを追加します。
コントロールセンターの設定

• スキャナがコントロールセンターと異なるアプライアンス上にある場合は、コントロールセンターからスキャ
ナをインストールします。
コントロールセンターからスキャナを追加するには

 20



 Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 インストール ガイド

物理アプライアンスのインストール

8300 シリーズアプライアンスのインストール
このセクションでは、ソフトウェアをインストールする準備を整えるために SMG 8380 アプライアンスを設定する方法
について説明します。

「 のインストールのワークフロー」を参照してください。

アプライアンスハードウェアをセットアップするには
1. アプライアンスを開梱してから、ラックに取り付けるか水平面に置きます。

2. AC 電源に接続します。

3. イーサネットケーブルを iDRAC ポートに接続し、iDRAC を有効にします。iDRAC について詳しくは、Dell サポート
を参照してください。

4. 次のいずれかの方法でアプライアンスを接続します。

• キーボードと VGA ディスプレイをアプライアンスに接続します。
• シリアルポートを使って、別のコンピュータをアプライアンスに接続します。

DB9 コネクタ付きで、設定が 9600 bps、8/N/1 の null モデムケーブルを使います。
• リモートコンピュータから iDRAC コンソールを通してアプライアンスに接続します。

5. アプライアンスの背面パネルの 1 というラベルの付いたジャックに、イーサネット ケーブルを接続します。この
ジャックは eth0 に対応します。

アウトバウンド トラフィック用には、アプライアンスの背面パネルの 2 というラベルの付いたジャックに、2 本目の
イーサネット ケーブルを接続します。このイーサネットジャックは eth1 に対応します。

「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してください。

8380-S450 アプライアンスのインストール
このセクションでは、ソフトウェアをインストールする準備を整えるために SMG 8380-S450 アプライアンスを設定する
方法について説明します。

アプライアンスハードウェアをセットアップするには
1. アプライアンスを開梱してから、ラックに取り付けるか水平面に置きます。

2. AC 電源に接続します。

3. 次のいずれかの方法でアプライアンスを接続します。

• キーボードと VGA ディスプレイをアプライアンスに接続します。
• シリアルポートを使って、別のコンピュータをアプライアンスに接続します。

DB9 コネクタ付きで、設定が 9600 bps、8/N/1 の null モデムケーブルを使います。

4. アプライアンスの背面パネルの 0:0 というラベルの付いたジャックに、イーサネット ケーブルを接続します。この
ジャックは eth0 に対応します。

アウトバウンド トラフィック用には、アプライアンスの背面パネルの 1:0 というラベルの付いたジャックに、2 本目
のイーサネット ケーブルを接続します。このイーサネットジャックは eth1 に対応します。

「アプライアンスを設定するブートストラップの実行」を参照してください。
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5. Microsoft HyperTerminal ®、PuTTY、Tera Term、または ProComm ™ などのプログラムを開き、以下の設定を使用す
るように構成します。

ボーレート:
9600 bps

データビット: 8

パリティ: なし 停止ビット: 1
フロー制御: な
し

6. アプライアンスの電源を投入します。アプライアンスの電源が自動的に入らない場合は、背面のソフト電源スイッチ
を押します。

7. BIOS が表示されたら、Ctrl+C を押してディスクから起動します。

8. 「Do you want to switch modes?」という質問が表示されたら、「Y」と入力します。SMG ソフトウェアがインス
トールされます。インストールが完了すると、アプライアンスが再起動し、プロンプトが表示されます。
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仮想アプライアンスのインストール

Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について
Symantec Messaging Gateway Virtual Edition （）は、VMware ESXi または Microsoft Hyper-V Server 上に Symantec
Messaging Gateway をインストールします。 は、スタンドアロンのハードウェア プラットフォームと同様に、仮想環境
で動作します。

ISO イメージまたは OS 復元 CD を使用して、仮想マシン（VM）として Symantec Messaging Gateway を配備できま
す。

• ESXi Server 上の仮想マシンの作成
Hyper-V Server での仮想マシンの作成

• デモまたはテスト用に、ESXi/vSphere 上で OVF を使用して、Symantec Messaging Gateway を VM としてインス
トールできます。シマンテック社では、稼働中の環境の ESXi/vSphere に OVF を配備することは推奨していません。
ESXi/vSphere への OVF テンプレートのインストール

NOTE

Symantec Messaging Gateway は、Microsoft Hyper-V の VHD をサポートしていません。

このマニュアルでは次のことを前提にしています。

• 環境に 64 ビットアーキテクチャを配備できる VMware ESXi または Hyper-V Server が配備済みである。
• VM の管理に慣れている。
• システムの必要条件を環境がすべて満たしている。ホストサーバーの BIOS で 64 ビットの仮想化が有効になってい
ることを確認した。
以下も参照してください。
VMware での配備のためのシステムの必要条件
Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件

VMware の詳細や、試用版や事前必要条件アプリケーションをダウンロードする方法については、http://
www.vmware.com で VMware の Web サイトを参照してください。

Microsoft Hyper-V について詳しくは Microsoft 社の Web サイト（http://www.microsoft.com）を参照してください。

「仮想ソフトウェア用語」も参照してください。

VMware への Symantec Messaging Gateway のインストール
ISO イメージまたは OS 復元 CD を使用して、 を VMware にインストールできます。VMware ESXi Server にアクセス
するには、VMware vSphere Client を使用します。VMware ESXi サーバーが https アクセス用に設定されている場合は、
クライアントソフトウェアを VMware の Web サイトからダウンロードするか、アプライアンスから直接ダウンロードし
ます。

VMware vSphere Client を使用して  を起動するには
1. VMware vSphere Client で、［Symantec Messaging Gateway 仮想マシン］を右クリックし、右クリック メニュー
から［パワー オン］を選択します。

2. VMware vSphere Client で、Symantec Messaging Gateway VM を選択し、［コンソール］タブをクリックします。

ESXi Server 上の仮想マシンの作成
OS 復元 CD または ISO イメージから、VM を設定したり、Symantec Messaging Gateway のインスタンスを配備できま
す。最初に、VMware ESXi/vSphere Server を作成する必要があります。

 23

http://www.vmware.com
http://www.vmware.com
http://www.microsoft.com


 Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 インストール ガイド

「VMware での配備のためのシステムの必要条件」を参照してください。

管理インターフェースで VM を作成するときは、入力フィールドに ASCII 文字のみを使用します。VM の表示名やパスに
は、非 ASCII 文字を含めることはできません。VM のファイル名やディレクトリを作成するときに空白を使用しないでく
ださい。

ホストコンピュータが再起動したときにゲストコンピュータが再起動するように設定することを推奨します。詳しく
は、VMware のマニュアルを参照してください。

NOTE

デフォルトでは、ESXi では DHCP が使われ、ルートパスワードは使われません。インストールする前
に、ESXi の設定を変更してルートパスワードを作成し、固定 IP アドレスを割り当てることをお勧めします。

ESXi Server 上の VM へのインストール
1. VM を配置する ESXi Server を選択します。

2. ［ファイル］メニューで、［新規］をクリックし、次に［仮想マシン］をクリックします。

3. ［標準］オプションを選択し、［次へ］をクリックします。

4. VM の名前を入力して、［次へ］をクリックします。

5. データストア　オプションを選択し、［次へ］をクリックします。ストレージの設定に基づいて選択してください。

6. VM のバージョンを選択します。指示がない限り、デフォルトを選択します。VMware 製品のマニュアルを参照して
ください。

7. OS については、ゲスト OS として#Linux#をクリックし、バージョンとして［CentOS 4/5/6/7 (64 ビット)］をク
リックします。［次へ］をクリックします。

8. 必要なディスク容量を予約してから、［次へ］をクリックします。

「VMware での配備のためのシステムの必要条件」を参照してください。

実際の配備によっては、もっと大きいディスク容量が必要になります。ディスク容量を予約して配備を完了した後、
ディスク容量を変更するには、OS の復元プロセスを繰り返す必要があります。

9. ［終了準備の完了］ページで、［完了前に仮想マシンの設定を編集］にチェックマークを付け、［続行］をクリック
します。

10.左の［メモリ］をクリックします。配備要件に基づいてシステム メモリを予約してから、［次へ］をクリックしま
す。

「VMware での配備のためのシステムの必要条件」を参照してください。

11.左の［CPU］をクリックします。仮想 CPU の数を選択してから、［次へ］をクリックします。

12. 2 つ目のネットワーク インターフェースを使用する場合は、上にある［追加］ボタンをクリックして、［イーサネッ
ト アダプタ］を選択し、［次へ］、［次へ］、［終了］をクリックします。

13.［終了］をクリックします。

14.配備を続行して仮想アプライアンスをインストールします。

以下も参照してください。

OS 復元 CD から ESXi Server への SMG のインストール

データストアから ESXi Server への SMG のインストール

ローカルコンピュータから ESXi Server への SMG のインストール
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OS 復元 CD から ESXi Server への SMG のインストール
ESXi Server で VM を設定した後は、OS 復元 CD または ISO イメージをブートストラップメディアとして使用できま
す。

「ESXi Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

ESXi Server で OS 復元 CD を使用して仮想マシンを起動するには
1. ESXi Server の CD ドライブに OS 復元ディスクを挿入します。

2. ［仮想マシン設定の編集］をクリックします。

3. ［ハードウェア］タブで、［CD/DVD ドライブ 1］を選択します。

4. ［ホスト デバイス］を選択し、［CD］を選択します。

5. ［パワー オン時に接続］にチェックマークを付け、［OK］をクリックします。

6. VM の電源投入用アイコンをクリックします。

VM が CD ドライブから再起動します。

7. 別の OS 復元が実行されないように、［CD または DVD デバイスの切断］をクリックしてドライブからディスクを取
り出してください。

OS 復元が誤って実行されることを回避するために、最初の起動処理の直後にブートメディアを接続解除することを
推奨します。

8. インストール処理が完了した後に、クライアントからコンピュータの電源を切断してから、コンピュータ設定を編集
します。

9. ［ハードウェア］タブで、［CD/DVD ドライブ 1］を選択します。

10.［パワー オン時に接続］のチェックマークをはずし、［OK］をクリックします。

11. Symantec Messaging Gateway ブートシーケンスを開始するには、コンピュータを再起動します。

以下も参照してください。

アプライアンスを設定するブートストラップの実行

のインストールのワークフロー

ローカルコンピュータから ESXi Server への SMG のインストール
ESXi Server 上で VM を設定した後は、ローカルコンピュータ上の ISO イメージをブートストラップメディアとして使
用します。

「ESXi Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

ローカルコンピュータ上の ISO イメージを使用して仮想マシンを起動するには
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1. ローカルハードドライブに ISO イメージをコピーします。

2. ［仮想マシン設定の編集］をクリックします。

3. ［ハードウェア］タブで、［CD/DVD ドライブ 1］を選択し、［デバイス タイプ］として［クライアント デバイ
ス］が選択されていることを確認します。

4. ［オプション］タブで、［起動オプション］を選択し、［強制的に BIOS セットアップ］を設定します。

5. ［OK］をクリックします。新しい VM がインベントリに表示されます。

6. インベントリで新しい VM をクリックし、［コンソール］をクリックします。

7. VM の電源投入用アイコンをクリックします。

8. ISO イメージを使用する場合は、［CD/DVD 1 に接続］ > ［ISO イメージの使用］を選択し、ISO イメージを参照し
ます。OS 復元 CD を使用する場合は、CD/DVD ドライブのドライブ文字を選択します。

起動処理が始まります。

9. インストール処理が完了すると、Symantec Messaging Gateway ブートシーケンスが開始されます。

以下も参照してください。

Symantec Messaging Gateway ブート シーケンスが開始されない場合は、クライアントからコンピュータの電源を切
断し、［CD/DVD デバイスの切断］をクリックして ISO イメージを接続解除してからコンピュータを再起動します。

アプライアンスを設定するブートストラップの実行

のインストールのワークフロー

データストアから ESXi Server への SMG のインストール
ESXi Server 上で VM を設定した後は、データストア上の ISO イメージをブートストラップメディアとして使用できま
す。

「ESXi Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

データストア上の ISO イメージを使用して仮想マシンを起動するには
1. ［ハードウェア］タブで、［CD/DVD ドライブ 1］を選択し、［デバイス タイプ］として［データストア ISO ファ
イル］にチェックマークを付けます。

2. ［参照］をクリックしてデータストア上の ISO ファイルを選択します。ISO イメージをまだデータストアに追加して
いない場合は、VMware のマニュアルで手順を参照してください。

3. ［パワー オン時に接続］にチェックマークを付けてから、［終了］をクリックします。新しい VM がインベントリに
表示されます。

4. 新しいコンピュータの電源を投入してコンソールにアクセスします。起動処理が始まります。

5. SDA デバイスのパーティション分割を求められた場合は、コンソール ウィンドウをクリックしてから、Enter キーを
押して［はい］を選択します。

6. インストール処理が完了した後に、クライアントからコンピュータの電源を切断してから、コンピュータ設定を編集
します。

7. ［ハードウェア］タブで、［CD/DVD ドライブ 1］を選択します。

8. ［パワー オン時に接続］のチェックマークをはずし、［OK］をクリックします。

9. Symantec Messaging Gateway ブートストラップを開始するには、コンピュータを再起動します。

以下も参照してください。

アプライアンスを設定するブートストラップの実行
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のインストールのワークフロー

ESXi/vSphere への OVA テンプレートのインストール
シマンテックでは、デモまたはテスト用の OVA テンプレートを用意しています。正常に OVA テンプレートを配備でき
ない場合は、デモまたはテスト用の OS 復元ディスクを使用できます。

「ESXi Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

CAUTION

シマンテック社の担当者から明示的に指示された場合にのみ、稼働中の環境で OVA テンプレートを使用してく
ださい。どの稼働中の環境でも、ISO イメージまたは OS 復元ディスクからインストールすることを推奨しま
す。

を含む OVA テンプレートは、サポート対象の VMware ESXi/vSphere Server にインストールできます。OVA テンプ
レートをインストールするには、ESXi Server をホストするコンピュータと異なるコンピュータの vSphere クライアント
または vCenter クライアントを使用します。ホストコンピュータが再起動したときにゲストコンピュータが再起動する
ように設定することを推奨します。詳しくは、VMware のマニュアルを参照してください。

OVA テンプレートを配備するには
1. OVA テンプレートが含まれる DVD を挿入します。

2. vSphere または vCenter クライアントの［ファイル］メニューで、［OVF テンプレートのデプロイ］をクリックしま
す。

3. ［ソース］ページで、［ファイルからデプロイ］をクリックします。

4. ファイル Symantec_Messaging_Gateway_10.6.*.ova を見つけて選択します。

5. ［次へ］をクリックします。

6. ［名前と場所］ページで、配備の名前を入力し、［次へ］をクリックします。

7. ［終了準備の完了］ページで、［終了］をクリックします。

配備には数分かかる場合があります。配備が完了すると、新しいコンピュータがインベントリに表示されます。

8. クライアントから新しい VM にアクセスします。標準の Symantec Messaging Gateway ブートシーケンスが開始され
ます。

「VMware での配備のためのシステムの必要条件」も参照してください。

Symantec Messaging Gateway の VMware Tools のサポート
Symantec Messaging Gateway 仮想アプライアンスは、VMware Tools の一部のみをサポートします。

次のツールのみサポートされます。

第二世代 vmxnet の仮想 NIC
ドライバ

このツールは仮想アプライアンスのブート時に自動的にロードされます。このサポートを有効にす
るための処理は必要ありません。
現在 vmxnet 1、2、および 3 をサポートします。

vmtoolsd デーモン このツールは仮想アプライアンスのブート時に自動的に起動します。このサポートを有効にする
ための処理は必要ありません。vmtoolsd デーモンは、vSphere4 クライアントダッシュボードから
の仮想アプライアンスの自動電源オフをサポートします。vmtoolsd デーモンは Guest Information
Service もサポートします。

vmmemctl このツールは透過ページ共有を有効にし、ゲスト OS から未使用メモリを解放します。また、VM の
メモリスワップを有効にします。

他の VMware ツールの機能はサポートされません。
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「Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について」も参照してください。

Hyper-V での  のインストール
を使用して、Hyper-V VM に Symantec Messaging Gatewayをインストールします。

Hyper-V Server での仮想マシンの作成
サポート対象の Windows Server で Standalone または Datacenter Hyper-V を実行しているコンピュータで、OS 復元
CD または ISO イメージから VM を設定したり、Symantec Messaging Gateway のインスタンスを配備したりできま
す。まず、Hyper-V Server をインストールします。

管理インターフェースで VM を作成するときは、入力フィールドに ASCII 文字のみを使用します。VM の表示名やパスに
は、非 ASCII 文字を含めることはできません。VM のファイル名やディレクトリを作成するときに空白を使用しないでく
ださい。

ホストコンピュータが再起動したときにゲストコンピュータが再起動するように設定することを推奨します。詳しく
は、Microsoft 社のマニュアルを参照してください。

NOTE

Microsoft Hyper-V 上では仮想配備のダイナミック ディスクはサポートされません。Hyper-V のゲストのための
設定を見直し、ディスクを固定に設定してください。

Hyper-V VM を作成するには
1. VM を配置する Microsoft Hyper-V Server をクリックします。

2. ［処理］メニューで［新規］、［仮想マシン］の順にクリックします。

3. ［次へ］をクリックして、カスタム設定の VM を作成します。

4. VM の名前を入力し、環境に関係するストレージ フォルダを選択し、［次へ］をクリックします。

5. 配備要件に基づいてシステム メモリ容量を指定してから、［次へ］をクリックします。

「Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件」を参照してください。

6. ネットワーク アダプタのための仮想スイッチを選択し、次に［次へ］をクリックします。追加のネットワークアダプ
タが必要な場合は、新しい仮想マシンウィザードが完了した後に、VM の設定を編集して追加する必要があります。

7. VM に固定ハードディスクを追加するには、［後で仮想ハードディスクを添付する］を選択し、次に［次へ］をク
リックします。

8. ［終了］をクリックします。

9. 新しい VM を右クリックし、［設定］を選択します。

10.［IDE コントローラ 0］をハイライトし、［追加］をクリックして新しいハードディスク ドライブを VM に追加しま
す。

11.［新規］をクリックして新しいハードディスク ドライブを作成し、［次へ］をクリックします。

12.［固定］を選択してから［次へ］をクリックします。

13.新しいハードディスク ドライブの［名前］と［場所］を指定し、［次へ］をクリックします。

14.必要なディスク容量を予約してから、［次へ］をクリックします。

「Microsoft Hyper-V に配備するためのシステムの必要条件」を参照してください。

実際の配備によっては、もっと大きいディスク容量が必要になります。ディスク容量を予約して配備を完了した後、
ディスク容量を変更するには、OS の復元プロセスを繰り返す必要があります。
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15.［終了］、［OK］の順にクリックします。

16.配備を続行して仮想アプライアンスをインストールします。

以下も参照してください。

OS 復元 CD を使用した Hyper-V VM のインストール

ISO イメージからの Hyper-V への  のインストール

ISO イメージからの Hyper-V への  のインストール
Microsoft Hyper-V Server 上で VM を設定した後は、Hyper-V Server 上の ISO イメージをブートストラップメディアとし
て使用できます。

「Hyper-V Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

ISO イメージから Hyper-V VM にインストールするには
1. Symantec Messaging Gateway インストール ISO を Hyper-V Server にコピーします。

2. 新しい Microsoft Hyper-V の VM を右クリックし、［接続］を選択します。

3. ［メディア］メニューを選択します。

4. ［DVD ドライブ］、［ディスクの挿入...］の順に選択します。

5. Symantec Messaging Gateway のインストール用 ISO を選択し、［開く］をクリックします。

6. VM を起動して Symantec Messaging Gateway ブートシーケンスを開始します。

「 のインストールのワークフロー」を参照してください。

Microsoft Hyper-V Hypervisor で  を起動するには
7. Microsoft Hyper-V の Microsoft 管理コンソールを通して Microsoft Hyper-V Server にアクセスします。Microsoft 社の

Web サイトからこのソフトウェアをダウンロードできます。

8. Microsoft Hyper-V の Microsoft 管理コンソールで Symantec Messaging Gateway VM を右クリックして、右クリック
メニューから［開始］を選択します。

9. Microsoft Hyper-V の Microsoft 管理コンソールで、Symantec Messaging Gateway VM を選択し、右クリックし
て［接続］を選択します。

OS 復元 CD を使用した Hyper-V VM のインストール
サポート対象の Microsoft Windows Hyper-V Server 上で VM を設定した後は、OS 復元 CD または ISO イメージをイン
ストール用  として使用できます。

「Hyper-V Server 上の仮想マシンの作成」を参照してください。

OS 復元 CD から Hyper-V VM にインストールするには
1. Hyper-V Server の CD/DVD ドライブに OS 復元ディスクを挿入します。

2. 新しい Microsoft Hyper-V の VM を右クリックし、［接続］を選択します。

3. ［メディア］メニューを選択します。

4. ［DVD ドライブ］、［ディスクの挿入...］の順に選択します。

5. CD/DVD ドライブで Symantec Messaging Gateway インストールディスクを選択し、［開く］をクリックします。

6. VM を起動して Symantec Messaging Gateway ブートシーケンスを開始します。

以下も参照してください。

アプライアンスを設定するブートストラップの実行
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のインストールのワークフロー

Symantec Messaging Gateway による Hyper-V ツールのサポート
Symantec Messaging Gateway 仮想アプライアンスは、Hyper-V ツールの一部のみをサポートします。

次のツールのみサポートされます。

hv_netvsc このツールは Hyper-V 固有の（または「Synthetic」）ネットワークアダプタのサポートを提供しま
す。

hv_storvsc このツールはすべてのストレージデバイスのサポートを提供します。
hv_vmbus このツールは Hyper-V を実行中のサーバーと VM の間の高速通信チャネルです。
hv_utils このツールは統合シャットダウン、KVP（Key-Value Pair）データ交換およびハートビートを提供し

ます。

「Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について」も参照してください。

仮想ソフトウェア用語
仮想ソフトウェアに関連する主要な用語を説明します。

仮想マシン 仮想マシン (VM) とは、アプリケーションスタックを物理ハードウェアから分離するソフトウェアです。
Intel Virtualization
Technology

Intel VT とも呼ばれます。BIOS で有効にすると 64 ビットアーキテクチャを含む複数のオペレーティング
システムをサポートできます。多くの Intel プロセッサでは、この設定が BIOS で無効になっていることが
あります。Symantec Messaging Gateway をインストールする前に、この設定を有効にします。

Note: 64 ビットアーキテクチャをサポートする AMD CPU の場合、通常はデフォルトでこの設定が有効に
なっています。

ホストコンピュータ OS ホストコンピュータまたはオペレーティングシステム（OS）とは、ゲストコンピュータや OS が動作する
物理ハードウェアや一次 OS のことです。

ゲストコンピュータ OS VM にインストールされる OS。 はゲスト コンピュータと OS です。
VMware ESXi Server VMware ESXi は大規模企業対応の VM のプラットフォームです。
Microsoft Hyper-V Server Microsoft 社が配布するネイティブのハイパーバイザ。これにより、x86-64 システムのプラットフォーム

の仮想化が可能になります。
仮想コンピュータイメー
ジ

VMware 固有形式の一連のファイルで、事前設定済みの VM と  のイメージが含まれます。このイメージ
を使用して、VMware ESXi Server を実行するホストコンピュータ上に VM をインストールできます。

ISO イメージまたは OS
復元 CD

VMware ESXi Server を実行するコンピュータに Symantec Messaging Gateway をインストールできるよ
うにするイメージ。

OVF テンプレート 一連のソフトウェアを含む VM。たとえば、OVF テンプレートには Symantec Messaging Gateway ソフト
ウェアを含めることができます。

VHD のテンプレート 一連のソフトウェアを含む Microsoft Hyper-V の VM。

Note: Symantec Messaging Gateway ソフトウェアは VHD のテンプレートとして利用できません。

vSphere クライアント VMware ESXi Server に接続するデスクトップ VM のプラットフォーム。
Microsoft 管理コンソール 管理者が Hyper-V サーバーを管理できる Windows 拡張コンソール。

「Symantec Messaging Gateway Virtual Edition について」を参照してください。
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ブートストラップの実行

アプライアンスを設定するブートストラップの実行
ブートストラップは、物理 Symantec Messaging Gateway アプライアンスを設定します。コントロールセンター、ネッ
トワークスキャナ、またはオールインワンのアプライアンス (コントロールセンターとスキャナ機能が同じアプライアン
ス上に存在) としてアプライアンスを設定できます。管理ポートの固定 IP アドレスを割り当て、アプライアンスと社内
ネットワーク間の通信を設定します。ブートストラップを完了すると、システムは自動的に再起動します。

このセクションでは、次の操作を行います。

• イーサネットインターフェースの指定
• ルーティング用の固定 IP アドレスの指定
• ゲートウェイと DNS 設定の指定
• アプライアンスの役割の設定

ブートストラップを実行するには
1. アプライアンスでコンソールウィンドウを開きます。

2. ログオン名「admin」とパスワード「symantec」を使用してログオンします。

ブートストラップは、設定する前に初めてログオンすると自動的に開始されます。

3. パスワードを求められたら、新しいパスワードを 2 回入力します。

4. このホストの完全修飾ドメイン名を求められたら、それを入力します。

メッセージのルーティングの問題を回避するため、symantecexample.com など、メールドメインをホスト名として
使用しないでください。名前は次のようにしてください。

host6.symantecexample.com

5. タイムゾーンを求められたら、タイムゾーンの番号を入力します。

「?」と入力してタイムゾーンの一覧を表示します。

一覧をスクロールするときはスペース キーを押します。一覧を終了するときは Q を押します。

6. イーサネット インターフェースを求められたら、アプライアンスの背面の 1 ラベルが付いたイーサネット インター
フェースの IP アドレスを入力します。

7. サブネットマスクを求められたら、イーサネットインターフェース 1 のサブネットマスクを入力します。

8. 2 つ目のイーサネット インターフェース（インターフェース 2）を使用するか確認を求められたら、Yes または No
と入力します。

Yes の場合、IP アドレスを求められたら、イーサネットインターフェース 2 の IP アドレスを入力します。

No の場合、手順 10 に進みます。

9. サブネットマスクを求められたら、イーサネットインターフェース 2 のサブネットマスクを入力します。

10.ルーティングの固定 IP アドレスを追加するかを確認するメッセージが表示されたら、Yes または No と入力します。

Yes の場合、宛先ホストまたはネットワークを求められたら、その IP アドレスまたは CIDR ブロックを指定します。

No の場合、手順 13 に進みます。
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11.複数のイーサネットインターフェースを設定する場合は、イーサネットインターフェースの番号 (1 または 2、デフォ
ルトは 1) を指定することを求められます。このように設定することで、指定したデバイスに強制的にルーティング
されます。

12.別の固定 IP アドレスを追加するかを確認するメッセージが表示されたら、Yes または No と入力します。

Yes の場合、手順 10 を繰り返します。

13.デフォルトゲートウェイ（デフォルトルーター）の IP アドレスを求められたら、それを入力します。

14. DNS サーバーの IP アドレスを求められたら、それを入力します。

15.別の DNS サーバを入力するかを確認するメッセージが表示されたら、Yes または No と入力します。

Yes の場合、IP アドレスを入力します。

16.インストールを続行する場合は、次にアプライアンスの役割を指定します。

17.アプライアンスの役割を求められたら、次のいずれかを選択します。

• ［スキャナのみ］
• ［コントロールセンターのみ］
• ［スキャナとコントロールセンター］

18.［スキャナのみ］の場合は、このスキャナの管理に使用するコントロール センターの IP アドレスを求められたら、
それを入力します。

19.入力した情報が表示されます。

情報が正しくない場合は、No と入力します。処理の先頭に戻って変更してください。

情報が正しい場合、Yes と入力します。ブートストラップが完了して、アプライアンスが再起動します。アプライア
ンスが再起動した後に、アプライアンスを登録できます。
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セットアップウィザードの実行

セットアップウィザードの実行
（Symantec Messaging Gateway）のセットアップ ウィザードでは、オールインワン、スキャナ、またはコントロール
センターのみのアプライアンスの必須設定手順が示されます。アプライアンスをブートストラップした後にセットアップ
ウィザードを実行します。

このセクションでは、次の操作を行います。

• 製品ライセンスのアップロードと登録
• 管理者の電子メールアドレス、警告通知、場所、時間の設定
• コントロールセンターからのスキャナの追加と設定

この設定には、コントロールセンターにログオンするための最初の管理者アカウントの作成が含まれます。ブートスト
ラップのコンソール管理者アカウントは、セットアップウィザードの管理者アカウントから独立しています。

ライセンスの登録
シマンテック社からライセンスファイルが提供されます。このファイルは、コントロールセンターにアクセスするコン
ピュータ上に置いてください。スキャナを 1 台追加するたびに、ライセンスを確認するか、登録を再度行う必要があり
ます。すべてのスキャナに対して同じライセンスファイルを使用できます。

NOTE

スキャナについては、シマンテック社へのアウトバウンド接続がポート 443 上で許可されるようにネットワー
クが設定されていることを確認してください。Symantec Messaging Gateway とシマンテック セキュリティ レ
スポンスは、製品の登録や運用中の活動のために、セキュアな接続を介して通信しています。

アプライアンスの初期セットアップを実行するとき、アプライアンスが再起動した後でセットアップウィザードに次の手
順が表示されます。

「Symantec Messaging Gateway のインストールのワークフロー」を参照してください。

ライセンスを登録するには
1. アプライアンスにアクセスできるコンピュータでブラウザを開き、SMG にログオンします。

デフォルトのログインアドレスは次のとおりです。

http://<hostname>

<hostname> は、セットアップ中にアプライアンスに指定した IP アドレスまたはホスト名です。

HTTP を使うには、コマンドラインインターフェースを使って HTTP を有効にし、ポート 41080 を指定する必要があ
ります。

http コマンドの詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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2. コントロール センター ログイン ページで、ユーザ admin としてログインし、初期セットアップ中に指定したパス
ワードを使います。

3. ［エンド ユーザ使用許諾契約］ページで、［使用許諾契約同意条項に同意します。］をクリックし、［次へ］をク
リックします。

4. ［ライセンス登録情報］ページで、［参照］をクリックしてライセンス ファイルを見つけます。

5. ライセンス ファイルを選択し、［開く］をクリックして［ライセンス登録情報］ページに戻ります。

6. シマンテック社との通信にプロキシ サーバを使用するスキャナの場合は、［プロキシ サーバ］をクリックします。

7. プロキシ サーバを指定するには、［HTTP プロキシを使う］にチェックマークを付け、サーバのホスト名とポートを
入力します。必要に応じて、ユーザー名とパスワードを入力します。

8. ［ライセンスの登録］をクリックします。

登録が正常に終了すると、［ライセンス登録情報］ページに戻ります。

9. 登録に失敗する場合、プロキシにアクセスできなかったり、ポート 443 が閉じていたり、ライセンスファイルが期限
切れである、見つからない、壊れているなどの可能性があります。

ライセンス登録の失敗をトラブルシューティングするには、［ライセンス登録情報］ページで、［ユーティリ
ティ］をクリックします。

［ユーティリティ］フィールドのドロップダウン メニューで、［Traceroute］または［Ping］を選択します。次
に、［ホスト名または IP アドレス］フィールドに、ホスト名または IP アドレスを入力します。

http://register.brightmail.com に接続できることを確認します。

［実行］をクリックします。［結果］テキスト ボックスに結果が表示されます。

［ライセンスの登録］をクリックします。

登録を完了します。

10.異なる機能の別のライセンスファイルがある場合は、各ライセンスを登録する処理を繰り返します。

11.すべてのライセンス ファイルが正常に登録されたら、［次へ］をクリックします。

ソフトウェアが最新版の場合は、セットアップウィザードが表示されます。インストール手順に進みます。

ソフトウェアの更新を適用できる場合は、［ソフトウェアの更新］ページが表示されます。

「インストール中の最新ソフトウェアへの更新」も参照してください。

コントロールセンターの設定
ライセンスを登録するか、またはソフトウェア更新が完了すると、セットアップ ウィザードに［管理者の設定］ページ
が表示されます。

以下も参照してください。

ライセンスの登録

インストール中の最新ソフトウェアへの更新

のインストールのワークフロー

スキャナを設定する前にコントロールセンターを設定してください。このアプライアンスをコントロールセンターとス
キャナとして指定した場合は、ウィザードでスキャナの設定が続きます。

コントロールセンターを設定するには
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1. ［管理者の設定］ページで、管理者の電子メール アドレスを入力します。

2. ［警告通知を受信する］にチェックマークを付けると、Symantec Messaging Gateway がこのアドレスに警告を送信
します。

アウトブレーク、スパムとウイルスのフィルタ、メッセージキュー、ディスク容量、SMTP 認証、ディレクトリ、
ライセンス、ソフトウェアの更新、イベントについて警告通知を設定できます。イベントには、定時タスク、サービ
ス、ハードウェア、スワップ領域、UPS に関する問題が含まれます。

管理者を追加したりこの管理者の設定を変更したりする操作は、コントロールセンターで後で行うことができます。

ローカルおよび LDAP 管理者アカウントの設定と管理者の編集の詳細については、「Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

3. ［次へ］をクリックします。

4. ［時間設定］ページで、［現在のアプライアンス時間］フィールドに表示されている日付が正しいことを確認し、以
下のいずれかのオプションを選択します。

時間を変更しない 時間が正しいので変更しません。このオプションがデフォルトの設定です。
時間を手動で設定する 時間を手動で変更します。［日時］フィールドと［設定時間］フィールドに適切な値を入力します。
NTP サーバーを使う NTP サーバーを使って時間を管理します。最大で 3 つの NTP サーバーの IP アドレスを入力します。

5. ［次へ］をクリックします。

6. ［システム ロケール］ページで、アプライアンスで数時、日付、時間の書式設定に使用するロケールを指定します。
この設定は、Symantec Messaging Gateway がメッセージに使用する言語と地域の書式です。

7. デフォルトの［検疫フォールバック エンコード］形式を受け入れるか、またはドロップダウン リストから形式を選
択します。

フォールバック エンコードは、［システム ロケール］フィールドで指定した書式に失敗した場合に、Symantec
Messaging Gateway が検疫メッセージのために使用する書式です。

8. ［次へ］をクリックします。

アプライアンスがコントロール センターとスキャナとして設定されている場合は、［スキャナの役割］ページが表示
されます。スキャナの役割を選択します。

アプライアンスをコントロール センターとしてのみ設定した場合は、［セットアップの概略］ページで選択した設定
オプションが表示されます。

9. ［セットアップの概略］ページで、以下のいずれかのオプションを選択します。

• ［完了］： 設定に問題がないので変更ない場合。
• ［戻る］： 戻って設定を変更する場合。
• ［キャンセル］： 変更を保存しないでセットアップ処理を終了する場合。設定が完了するまでアプライアンスは
使えません。

10.スキャナがコントロールセンター上にない場合は、個別のアプライアンスでスキャナを設定します。この操作はコン
トロールセンターから実行できます。

「スキャナの追加と設定」を参照してください。

スキャナの追加と設定
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。

NOTE

ウィザードを使って指定した設定は、ウィザードの最後に［終了］をクリックするまで確定されません。
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コントロールセンターから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］の順にクリックします。

2. 最初に追加するスキャナの場合は、［スキャナの追加］ウィザードが表示されます。そうでない場合は、［ホストの
設定］ページの［スキャナまたはコントロール センターのホストを再設定］で［追加］をクリックし、［次へ］をク
リックします。

3. ［スキャナ ホストの設定］ページで、新しいスキャナの説明とホスト名または IP アドレスを入力し、［次へ］をク
リックします。

4. ［ライセンス登録情報］ページで、［参照］をクリックしてライセンス ファイルを見つけます。

5. ライセンス ファイルを選択し、［開く］をクリックして［ライセンス登録情報］ページに戻ります。

6. シマンテック社との通信にプロキシ サーバを使用するスキャナの場合は、［プロキシ サーバ］をクリックします。

プロキシ サーバを指定するには、［HTTP プロキシを使う］にチェックマークを付け、サーバのホスト名とポートを
入力します。

7. ［ライセンスの登録］をクリックします。

登録が正常に終了すると、［ライセンス登録情報］ページに戻ります。

8. ［ライセンス登録情報］ページで登録に失敗した場合は、［ユーティリティ］をクリックしてトラブルシューティン
グを行います。

［ユーティリティ］フィールドのドロップダウン メニューで、［Traceroute］または［Ping］を選択します。次
に、［ホスト名または IP アドレス］フィールドに、ホスト名または IP アドレスを入力します。

http://register.brightmail.com に接続できることを確認します。

［実行］をクリックします。［結果］テキスト ボックスに結果が表示されます。

［ライセンスの登録］をクリックします。

登録を完了します。

9. 異なる機能の別のライセンスファイルがある場合は、各ライセンスを登録する処理を繰り返します。

10.すべてのライセンス ファイルが正常に登録されたら、［次へ］をクリックします。

ソフトウェアを更新する必要がある場合は、［ソフトウェアの更新］ページが表示されます。「インストール中の最
新ソフトウェアへの更新」を参照してください。

11.機能に基づいてスキャナを設定します。

12.［スキャナの役割］ページで、以下のいずれかをクリックしてから、［次へ］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
• アウトバウンドメールフィルタ
• インバウンドメールフィルタ

13.初期セットアップ中に 1 つの IP アドレスのみを設定すると、［省略可能な仮想 IP アドレスの作成］ページが表示さ
れます。

• 仮想 IP アドレスを作成しない場合は［いいえ］を選択します。手順 17 に進みます。
• 仮想 IP アドレスを作成する場合は［はい］を選択します。

14.［次へ］をクリックします。

15.［仮想 IP アドレスの作成］ページで、以下のすべての操作を実行します。

イーサネット クリックしてイーサネットインターフェースを選択します。
IP アドレス 仮想サーバーの IP アドレスを入力します。
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サブネットマスク サブネットマスク IP アドレスを入力します。
ネットワーク ネットワーク IP アドレスを入力します。
ブロードキャスト ブロードキャスト IP アドレスを入力します。

16.［次へ］をクリックします。

17.必要に応じて、次の画面で選択または入力します。

• インバウンドメールとアウトバウンドメールのフィルタ処理に使用する IP アドレス。
• インバウンドメールとアウトバウンドメールのフィルタ処理に使用する SMTP ポートのポート番号。
• このスキャナがインバウンドメールを受け入れる必要があるメールサーバーの IP アドレス。
• メールを受け入れるローカルドメイン。
• フィルタ処理が完了した後に、このスキャナからローカル ドメイン メールをリレーする内部ホストを指定する
か、［このホストの 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。MX ルックアップを有効にす
る場合は、IP アドレスではなくホスト名を指定します。

18.このリストを変更するには、次のいずれかの操作を実行します。

アドレスを追加するには ［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］フィールドにアドレスを入力
し、［追加］をクリックします。
追加するドメインアドレスまたは電子メールアドレスごとに、固有のホストとポートを使ってメッセージ
をルーティングするかどうかを指定することもできます。その情報は、［省略可能なオプションとして次
の宛先ホストに配送］フィールドと［ポート］フィールドに追加します。

アドレスを削除するには 削除するアドレスにチェックマークを付け、［削除］をクリックします。
アドレスのリストをイン
ポートするには

［インポート］をクリックしてから、既存のファイルにナビゲートします。

特定のホスト名の MX レ
コードに基づいてメッ
セージをルーティングす
るには

［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。MX ルックアップを有効にする場合
は、IP アドレスではなくホスト名を指定する必要があります。
たとえば、複数のダウンストリームメールサーバーを設定し、電子メールの負荷を分散するために MX レ
コードを使う場合は、MX ルックアップを有効にします。

19.［メール フィルタ - メール配信］ページで、ホスト名または IP アドレスおよびポートを入力し、ローカル ドメイン
でフィルタ処理したメールをリレーする方法を指定します。

20.必要に応じて、［このホストの 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。

21.［インバウンド メール フィルタ - 非ローカル メール配信］ページで、フィルタ済みメールのリレー方法を指定する
ために、以下のいずれかのオプションを選択します。

デフォルト MX ルックアップを使う MX ルックアップを使っていずれかのドメインのホストを返しま
す。

新しいホストを定義する 新しいホストを指定します。ホスト名または IP アドレスと、
ポートを入力します。スキャナをゲートウェイに配置している場
合は、［このホストの MX ルックアップを有効にする］にチェッ
クマークを付けることを推奨します。このオプションを選択する
場合は、（IP アドレスではなく）ホスト名を指定します。

既存のホストを使う 既存のホストを使います。ドロップダウンリストからホストを選
択します。スキャナとインターネットの間に専用のゲートウェイ
MTA を設定している場合は、その MTA のホスト名または IP アド
レスとポートを指定します。
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22.［次へ］をクリックします。

23.［セットアップの概略］ページで、設定を確認してから以下のいずれかのオプションを選択します。

終了 設定に問題がないので保存します。
戻る 設定を変更します。戻って設定を改訂します。
キャンセル 変更を保存しないでキャンセルします。
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インストールの完了

インストール後タスク
「インストール後タスク」は、Symantec Messaging Gateway をインストールした後に実行できるタスク（省略可能）
の一覧です。

Table 11: インストール後タスク

タスク 説明

メッセージがフィルタ処
理されるように、DNS
MX レコードを修正す
る。

インバウンドメッセージを受信する専用 MTA の前に Symantec Messaging Gateway を実装する場合
は、DNS メール交換 (MX) レコードを変更してください。
メッセージがフィルタ処理されるように DNS MX レコードを調整する

デフォルトフィルタポリ
シーを変更する。

メッセージフィルタポリシーについて

ウイルス対策フィルタを
テストする。

ウイルス対策フィルタのテスト

メッセージ配信をテスト
する。

正当な電子メールの配信のテスト

スパムフィルタをテスト
する。

スパムをフィルタ処理する場合は、スパムフィルタ処理が正しく動作することをテストします。
スパムフィルタ処理のテスト

スパム検疫をテストす
る。

スパム検疫を使用するように Symantec Messaging Gateway を設定した場合は、メッセージが正しく検疫
されることを確認します。
スパムメッセージが検疫されることのテスト

パフォーマンスを向上さ
せるために機能を調整す
る。

パフォーマンスへの影響は機能によって異なります。アプライアンスをインストールした後に、パフォー
マンスの問題を回避するためにこれらの機能を調整することを推奨します。
パフォーマンスに影響する可能性のある機能

電子メール通知用の管理
者電子メールアドレスを
指定する。

インストール中に Symantec Messaging Gateway が警告を送信する管理者の電子メールアドレスを指定し
ます。ただし、このアドレスが自動的に定時レポート用の電子メール通知を送信するアドレスになるわけ
ではありません。インストール後に、電子メールレポート通知を送信するために使うアドレスを指定でき
ます。
詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

メッセージがフィルタ処理されるように DNS MX レコードを調整する
インバウンド メッセージを受信する専用 MTA の前に Symantec Messaging Gateway を実装する場合は、受信メッセー
ジが Symantec Messaging Gateway のスキャナに向かうように DNS メール交換（MX）レコードを変更する必要があり
ます。

Symantec Messaging Gateway を重みの高い MX レコードとして既存の MX レコードに追加しても、スパマーが前にあ
る MTA の MX レコードを参照する可能性があります。スパマーが前の MTA の MX レコードを入手すると、スパムを古
いサーバーに直接送信してスパムフィルタ処理を回避できてしまいます。

スパマーが新しいスパムフィルタサーバーを回避できないようにするには、次のいずれかの操作を行ってください。
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• MX レコードを Symantec Messaging Gateway スキャナに向ける。MX レコードがダウンストリームの MTA に向ける
ようにしてはいけません。前の MTA の MX レコードは DNS から削除してください。

• ファイアウォールを使って前の MTA をインターネットから遮断する。
• 外部 IP アドレスを内部のルーティング不可能な IP アドレスにルーティングするようにファイアウォールのネッ
トワークアドレス変換（NAT: Network Address Translation）テーブルを変更する。その後、古いサーバーから
Symantec Messaging Gateway にマッピングできます。

Symantec Messaging Gateway に名前を付ける際は、機能を推測できないような名前を使用してください。たとえ
ば、antispam.yourdomain.com、symantec.yourdomain.com、antivirus.yourdomain.com などは適切ではありません。

ダウンストリームの MTA にメールを送信する場合は、ダウンストリームロードバランサを指定できます。

メッセージフィルタポリシーについて
Symantec Messaging Gateway はデフォルトのメッセージフィルタ処理ポリシーとともにインストールされます。これ
らのポリシーはそのまま使用することも、カスタマイズすることもできます。

初期状態のデフォルトポリシーは次のとおりです。

• デフォルトのポリシーグループはすべてのユーザーを含み、スパム、スパムの疑いのあるメール、迷惑メール、マル
ウェアのためのデフォルトフィルタポリシーを指定します。

• デフォルトのスパムポリシーは、件名の先頭に［Spam］と付け加えて、そのメッセージを受信ボックスに配信しま
す。

• デフォルトのスパムの疑いのあるメールのポリシーは、メッセージの件名の先頭に［Suspected Spam］と付け加え
て、そのメッセージを受信ボックスに配信します。

• 以下のデフォルトの迷惑メールポリシーはインバウンドメッセージにのみ適用され、デフォルトのポリシーグループ
には割り当てられません。

営業目的のメール 営業目的の電子メールに対するデフォルトのポリシーでは、件名の先頭に [Marketing Mail]
と付け加えて、そのメッセージを受信ボックスに配信します。

ニュースレター ニュースレターに対するデフォルトのポリシーでは、件名の先頭に ［Newsletter］ と付け加
えて、そのメッセージを受信ボックスに配信します。

疑わしい URL の内容 疑わしい URL が付いている電子メールに対するデフォルトのポリシーでは、件名の先頭に
［Caution: Message contains Suspicious URL Content］ と付け加えて、そのメッセージを受
信ボックスに配信します。

• 疑わしいスパムかどうかのしきい値は、72 に設定されています。
• デフォルトのマルウェアポリシーは、メッセージのクリーニングを実行します。
• デフォルトのワームポリシーは、メッセージを削除します。
• デフォルトのコンテンツフィルタポリシーは設定されていません。
• ユーザー設定機能は設定されていません。

ポリシーの設定の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

ウイルス対策フィルタのテスト
擬似ウイルスが含まれるテストメッセージを送信することによって、ウイルス対策フィルタが正しく動作することを確認
できます。擬似ウイルスは本当のウイルスではありません。

ウイルス対策フィルタをテストするには
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1. 電子メールクライアント（Microsoft Outlook など）で新しい電子メールを作成します。

2. 電子メールの宛先を、ウイルス感染メッセージをクリーニングするポリシーが適用されているテストアカウントにし
ます。

3. ウイルス テスト ファイル（eicar.com など）を電子メールに添付します。

ウイルステストファイルは次の場所にあります。

http://www.eicar.org/

4. メッセージを送信します。

5. ウイルスが含まれていないメッセージを同じ電子メールアドレスに送信します。

6. 数分経ってから、コントロール センターで［状態］、［ダッシュボード］の順にクリックします。

通常は数分でコントロールセンター上の統計が更新されます。

ウイルス対策フィルタが機能している場合は、［ダッシュボード］ページの［ウイルス］カウンタが 1 増えます。

7. テストアカウントのメールボックスで、クリーニングが行われたことを示すテキストが含まれるクリーニング済み
メッセージを受信していることを確認してください。

正当な電子メールの配信のテスト
ユーザーに電子メールを送信し、選択した電子メールプログラムがスキャナと正しく連携し、正当な電子メールを配信す
るかどうかを確認できます。

正当な電子メールの配信をテストするには
1. 電子メールクライアント（Microsoft Outlook など）で新しい電子メールを作成します。

2. 電子メールの宛先を有効なユーザーにします。

3. メッセージの件名は見つけやすいもの（「#########」など）にします。

4. メッセージを送信します。

5. テストメッセージがローカルホスト上の正常な配信先に正しく到着することを確認します。

スパムフィルタ処理のテスト
このテストは、スパムメッセージ処理としてデフォルトインストール設定を使うことを前提にしています。

スパムフィルタをテストするには
1. MDA（Mail Delivery Agent）で POP3 アカウントを作成します。

このアカウントの SMTP サーバー設定には、有効になっているスキャナの IP アドレスを指定します。

2. スキャナを実行するコンピュータのアカウント宛ての電子メールメッセージを作成します。

3. メッセージの件名は見つけやすいもの（「### ### #####」など）にします。

4. メッセージがスパムとして分類されるように、次の URL のみの行をメッセージ本文に含めます。

http://www.example.com/url-1.blocked/

5. メッセージを送信します。

6. メッセージ送信先の電子メールアカウントを確認します。

同じ件名のメッセージで、前に [Spam] という単語が付いているものが見つかるはずです。
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7. スパムでないメッセージを同じアドレスに送信します。

8. 数分経ってから、コントロール センターで［状態］、［ダッシュボード］の順にクリックします。

スパム フィルタが機能している場合は、［ダッシュボード］ページの［スパム］カウンタが 1 増えます。

スパムメッセージが検疫されることのテスト
スパムメッセージおよびスパムの疑いがあるメッセージをスパム検疫に転送するには、Symantec Messaging Gateway
を設定する必要があります。このようにすることで、スパムおよびスパムの疑いがあるメッセージを、ユーザーのスパム
検疫で確認できます。

NOTE

組織が受信するスパムの量によっては、最初のスパムメッセージの到着が遅れることがあります。

デフォルト設定では、スパム メッセージの件名行に [Spam] が挿入され、スパム検疫ではなくユーザの受信ボックスに
転送されます。

スパムメッセージが検疫されることをテストするには
1. 電子メールクライアント（Microsoft Outlook など）で新しい電子メールを作成します。

2. 電子メールの宛先は、スパムをフィルタ処理してからスパム検疫に送信するように設定しているグループのアカウン
トにします。

3. メッセージの件名は見つけやすいもの（「### ### #####」など）にします。

4. メッセージがスパムとして分類されるように、次の URL のみの行をメッセージに含めます。

http://www.example.com/url-1.blocked/

5. メッセージを送信します。

6. スパムでなくウイルスを含まないメッセージを同じアカウントに送信します。

7. 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。

8. ［フィルタを表示］をクリックし、［件名:］ボックスに「### ### #####」と入力します。

9. ［検索結果を表示］をクリックします。スパム検疫が正しく設定されている場合は、送信したテストスパムメッセー
ジが結果リストに表示されるはずです。

検疫メッセージを解放するには、メッセージを選択し、［解放］をクリックします。

メッセージが配信されたことを確認します。

ログインとログアウト
エンドユーザーは自分のスパム検疫、個人用の良い送信者リスト、悪い送信者リスト、電子メールの言語設定をコント
ロールセンターで管理します。コントロールセンターで LDAP ソースを設定し、LDAP 認証を有効化して、これらの機
能を有効化します。

NOTE

ユーザーのアカウントと同名の管理者アカウントを作成しないでください。同様に、管理者アカウントと同名
のユーザーアカウントも作成しないでください。名前の競合が起きると、管理者のログオンが優先され、ユー
ザーはそのアカウントへのアクセスを拒否されます。管理者とユーザーのパスワードとユーザー名が同一であ
る場合、そのユーザーは管理者アカウントにアクセスできます。

Active Directory、Oracle、Domino、その他の LDAP ディレクトリサーバーアカウントを持つユーザーとしてログインす
るには、管理者がコントロールセンターの LDAP 認証を有効にしている必要があります。

管理者の管理の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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管理者としてログインするには
1. ブラウザからコントロールセンターにアクセスします。

デフォルトのログインアドレスは次のとおりです。

http://<hostname>

<hostname> はアプライアンスに指定されたホスト名です。<hostname> の代わりに IP アドレスも使用できます。

2. セキュリティに関する警告メッセージが表示された場合は、自己署名証明書を受け入れて、操作を続行します。

コントロール センターの［ログイン］ページが表示されます。

3. コントロールセンターの検疫ビューとユーザービューの操作で使う言語を選択します。

4. ［ユーザ名］ボックスに、システム管理者から割り当てられたユーザ名を入力します。

コントロール センターに管理者として初めてログインする場合は、「admin」と入力します。

5. ［パスワード］ボックスに管理者用のパスワードを入力します。

このパスワードが不明な場合は、システム管理者にお問い合わせください。

6. ［ログイン］をクリックします。

エンドユーザーとしてログオンするには
7. LDAP 認証元が存在することを確認します。

8. ブラウザからコントロールセンターにアクセスします。

デフォルトのログインアドレスは次のとおりです。

http://<hostname>

<hostname> はアプライアンスに指定されたホスト名です。<hostname> の代わりに IP アドレスも使用できます。

9. セキュリティに関する警告メッセージが表示された場合は、自己署名証明書を受け入れて、操作を続行します。

コントロール センターの［ログイン］ページが表示されます。

10.コントロールセンターの検疫ビューとユーザービューの操作で使う言語を選択します。

11.［ユーザ名］ボックスに、完全な電子メール アドレス（kris@symantecexample.com など）を入力します。

12.［パスワード］ボックスに、ネットワークへのログオンで通常使用しているパスワードを入力します。

13.［ログイン］をクリックします。

14.ログオフするには、ページの右上にある［ログアウト］アイコンをクリックします。

15.セキュリティ保護のため、ブラウザウィンドウを閉じて、ブラウザのメモリを消去します。

初期設定タスク
インストール中に、Symantec Messaging Gateway の動作に使用される初期設定パラメータを設定します。ただし、ほ
とんどの状況で、初期設定の見直し、追加機能の有効化、インストール処理に含まれていなかった設定の修正を行うこと
により効果が得られます。

次の 4 つのステップからなる手順に従うと、Symantec Messaging Gateway の強力な機能を十分に活用し、インストー
ル先に特有のニーズを満たすことができる環境を整えることができます。
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Table 12: 初期設定タスク

手順 処理 説明

ステップ 1 Symantec Messaging Gateway をインス
トールした後、メッセージフローをテスト
します。

アプライアンスでメールが正しくフィルタ
処理され、配信されていることを確認しま
す。
正当な電子メールの配信をテストするには

ステップ 2 省略可能な通信と監視機能を設定します。 Symantec Messaging Gateway は、各
種の強力な通信と監視機能を提供しま
す。SMTP 通信のパラメータとセキュリ
ティを制御できます。コントロールセン
ターとスキャナ間のエンドユーザーアクセ
スと通信を制御できます。警告、ログ、レ
ポート、および SNMP の監視と UPS バッ
クアップを設定できます。
オプションの通信と監視機能の詳細につい
ては、「Symantec ™ Messaging Gateway
10.7.4 ######」を参照してください。

ステップ 3 省略可能なディレクトリ統合機能を設定し
ます。

LDAP ディレクトリデータソースを使用し
て、Symantec Messaging Gateway を既存
のディレクトリデータインフラと統合でき
ます。
ディレクトリ データ統合の設定の詳細
については、「Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4 ######」を参照してくだ
さい。

ステップ 4 省略可能な電子メール管理機能とフィルタ
機能を設定します。

電子メールフローとフィルタ処理のさまざ
まな設定を管理できます。これらの機能に
より、スパム対策の有効性が大幅に高ま
り、必要なインフラが削減され、ユーザー
と資産の保護が飛躍的に強化されます。
電子メール管理の詳細については、
「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4
######」を参照してください。

オプションの設定タスク
ネットワーク環境、ユーザー、処理ニーズによっては、Symantec Messaging Gateway 製品が環境内で最適に動作する
ように、一部の設定の変更が必要になる場合があります。

スパム対策の有効性と処理を改善するため、レピュテーションのフィルタ処理を有効にすることを推奨します。一部のオ
プション機能では、LDAP ディレクトリデータソースの設定、または他の要件が必要になります。

このセクションでの処理の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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Table 13: 通信と監視

処理 説明

追加スキャナを設定する インストール中に選択した MTA と SMTP に加えて、スキャナの
電子メール設定と SMTP フィルタ処理を設定して有効にできま
す。
スキャナの追加と設定

コントロールセンターの設定を指定する コントロールセンターの証明書、システムロケール、フォール
バックエンコード、リスニングポート、SMTP を設定します。ス
パム検疫にアクセスするためのエンドユーザーのログオンを設定
し、エンドユーザープリファレンスデータを管理します。
コントロールセンターの設定

Table 14: ディレクトリの統合

処理 説明

ディレクトリの統合を設定する LDAP ディレクトリデータソースを作成し、設定しま
す。Symantec Messaging Gateway の一部の機能では、ディレク
トリデータソースを設定する必要があります。
ディレクトリ データ統合の設定の詳細については、「Symantec
™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

Table 15: 電子メールの管理とフィルタ処理

処理 説明

電子メールの設定を指定する 追加のローカルドメインと非ローカルドメイン、アドレスマスカ
レード、エイリアス、無効な受信者の処理、Bad Message の処
理、SMTP グリーティング、postmaster アドレス、コンテナ制限
を設定します。
電子メールの設定の詳細については、「Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。

レピュテーションフィルタを有効にする Brightmail Adaptive Reputation Management による接続時の予
備フィルタ処理を有効にします。この機能を有効にすると、メッ
セージの処理量を大幅に減らし、保護を強化できます。
レピュテーションのフィルタ処理の設定の詳細については、
「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してく
ださい。

電子メール認証を設定する 5 種類の電子メール認証 (SPF、Sender
ID、DKIM、DMARC、SMTP) を設定できます。
電子メール認証の設定の詳細については、「Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
ポリシーグループを作成する ユーザーのグループを設定し、グループメンバーシップによって

異なる電子メールメッセージの処理を実行することができます。
グループにポリシーを割り当てます。または、すべてのユーザー
の電子メールメッセージに同じ処理を適用する場合はこのステッ
プをスキップできます。
ポリシー グループの詳細については、「Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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Appendix Materials
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インストール中のソフトウェアの更新

インストール中の最新ソフトウェアへの更新
ライセンスを登録した後にソフトウェアの最新バージョンに更新することを推奨します。

初期セットアップ中の最新ソフトウェアへの更新
1. ［ソフトウェアの更新］ページで、以下のいずれかのオプションを選択します。

スキップ 後でソフトウェアを更新できます。
更新 今すぐソフトウェアを更新します。

更新後に、セットアップウィザードの指示に従ってアプライアンスを設定できます。
コントロールセンターの設定

キャンセル
戻る

［ライセンス登録情報］ページに戻ります。
ライセンスの登録

2. ソフトウェア更新が完了したら、次のいずれかの操作を実行します。

• ブラウザを更新します。
• ブラウザを閉じて再度開くことにより、キャッシュされたグラフィックを正しく表示します。

3. インストールを続行する場合は、次にホストを設定します。

「コントロール センターの設定」を参照してください。

スキャナの設定の詳細については、「Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4 ######」を参照してください。
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ポートと Web アドレス

必要なポート
「必要なポート」は、Symantec Messaging Gateway をインストールする前に使用可能にしておく必要のあるポートの
一覧です。

Table 16: 必要なポート

必要なプロトコル 名前 プロトコル デフォル
トのポート 説明

アプライアンスへのリモートアク
セス

SSH TCP 22 コマンドラインインターフェースにアクセ
スするためのポートです。

ネームサービスへのアクセス DNS UDP（TCP） 53 宛先サーバーは、内部 DNS サーバーま
たはインターネットのルート DNS サー
バーにできます。インターネットのルート
DNS サーバーを使用する場合は、外部ア
クセスを許可するルールを設定しているこ
とを確認してください。

コントロールセンターへのアクセ
スと外部インターネットへのアウ
トバウンドアクセス

HTTP TCP 80 Symantec Messaging Gateway が使用する
ポート

タイムサービスへのアクセス NTP UDP 123
コントロールセンターへのアクセ
ス（セキュリティによる保護）

HTTPS TCP 443

外部インターネットへのアウトバ
ウンドアクセス（セキュリティに
よる保護）

HTTPS TCP 443

MTA からスキャナ (双方向) --- TCP 41000
コントロールセンターからスキャ
ナ (双方向)

--- TCP 41002 41002（エージェントポート）では、次の
トラフィックが転送されます。
• BCC からスキャナ方向（セッション要
求）

• スキャナから BCC 方向（セッション
受け入れ）

• BCC からスキャナ方向（エージェント
要求）

• スキャナから BCC 方向（エージェン
ト応答）

• BCC からスキャナ方向（セッションの
終了）

Symantec Messaging Gateway が使用するポート
「Symantec Messaging Gateway のネットワークで開くポート」は、Symantec Messaging Gateway のコンポーネント
と機能が使用するポートの一覧です。これらのポートへのアクセスをファイアウォールが許可していることを確認してく
ださい。この割り当ては、環境とフィルタ処理の対象（インバウンド、アウトバウンド、その両方）により多少異なるこ
とがあります。
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NOTE

Symantec Messaging Gateway のフィルタ処理の有効性と正確さは、Symantec Global Intelligence Network か
らの継続的な更新によって決まります。アプライアンスの実用性を維持するには、アプライアンスとシマン
テック社間の通信を自動化することが重要です。

Table 17: Symantec Messaging Gateway のネットワークで開くポート

ポート プロ
トコル 接続元 宛先 説明 説明

22 TCP お使いの管
理ホスト

コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

アプライアンスへの
SSH 接続

コマンドラインインターフェースにアクセスするためのポートで
す。

25 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

内部メール
サーバー

インバウンド内部電
子メールトラフィッ
ク

コントロールセンターは内部メールホストを使用して警告とレ
ポートを送信します。

25 TCP 内部メール
サーバー

スキャナ アウトバウンド内部
メールトラフィック

25 TCP インター
ネット

スキャナ インバウンドイン
ターネットメールト
ラフィック

25 TCP スキャナ インター
ネット

アウトバウンドイン
ターネットメールト
ラフィック

25 TCP スキャナ 内部
SMTP
サーバー

SMTP 認証転送

53 UDP スキャナ インター
ネット

DNS ルックアップ 宛先サーバーは、内部 DNS サーバーまたはインターネットのルー
ト DNS サーバーにできます。インターネットのルート DNS サー
バーを使用する場合は、外部アクセスを許可するルールを設定し
ていることを確認してください。

80 TCP コントロー
ルセンター

インター
ネット

ThreatCon の更新 ThreatCon のレベルは、［ダッシュボード］ページに表示されま
す。

80 TCP スキャナ インター
ネット

デフォルトの自動ウ
イルス対策更新と
Rapid Response ウイ
ルス対策更新

123 UDP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

インター
ネット/
内部 NTP
サーバー

アプライアンスの時
刻同期サーバー

161 UDP SNMP
サーバー

コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

SNMP 管理 SNMP 通信のデフォルトポート。このポートは、SNMP 設定に一
致するように変更できます。このポートはデフォルトでは無効に
なっています。
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ポート プロ
トコル 接続元 宛先 説明 説明

389 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

LDAP サー
バー

ディレクトリデータ
サービスが有効に
なっている場合に、
ユーザー、グルー
プ、配布リストを
ルックアップするた
めの LDAP サーバー
アクセス。

ディレクトリデータサービスが有効になっている場合は、コント
ロールセンターとスキャナの両方がこのポートを使用します。

443 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

インター
ネット

ルール更新、ソフト
ウェア更新、ライセ
ンス登録

シマンテック社はアプライアンスにルール更新を送信します。

587 TCP インター
ネット

スキャナ SMTP 認証トラ
フィック

636 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

LDAP サー
バー

ディレクトリデータ
サービスが有効に
なっている場合に、
ユーザー、グルー
プ、配布リストを
ルックアップするた
めの SSL で暗号化さ
れた LDAP サーバー
アクセス。

ディレクトリデータサービスが有効になっている場合は、コント
ロールセンターとスキャナの両方がこのポートを使用します。

3268 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

LDAP サー
バー

Active Directory グ
ローバルカタログ
サーバー（LDAP）

3269 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

LDAP サー
バー

SSL で暗号化され
た Active Directory
グローバルカタログ
サーバー（LDAP）

41000 TCP MTA/ ス
キャナ

MTA/ ス
キャナ

双方向

41002 TCP コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

コント
ロールセ
ンター/ス
キャナ

コントロールセン
ターとスキャナの間
の双方向通信

41002（エージェントポート）では、次のトラフィックが転送され
ます。
• BCC からスキャナ方向（セッション要求）
• スキャナから BCC 方向（セッション受け入れ）
• BCC からスキャナ方向（エージェント要求）
• スキャナから BCC 方向（エージェント応答）
• BCC からスキャナ方向（セッションの終了）

41015 -
41017

TCP コントロー
ルセンター

スキャナ 検疫通信

41025 TCP スキャナ コントロー
ルセンター

検疫通信 スキャナはこのポートを使ってコントロールセンターに検疫メッ
セージを送信します。

41080 TCP お使いの管
理ホスト

コントロー
ルセンター

コントロールセン
ターの Web 管理イン
ターフェース (HTTP)

このポートはデフォルトでは無効になっています。

41443 TCP 管理ホスト コントロー
ルセンター

コントロールセン
ターの Web 管理
インターフェース
(HTTPS)

コントロールセンター用の Web 管理ポート
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ポート プロ
トコル 接続元 宛先 説明 説明

8443 TCP SPC ホス
ト

コントロー
ルセンター

SPC 管理インター
フェース (HTTPS)

Messaging Gateway を Symantec Messaging Gateway と統合
する場合は、Symantec Protection Center サーバが 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。

「インストールする前に」も参照してください。

予約済みのポート
「Symantec Messaging Gateway の予約済みポート」は、セキュリティ監査時または問題のトラブルシューティング中
にログ ファイルで検出する可能性のあるポートのリストです。

Table 18: Symantec Messaging Gateway の予約済みポート

ポート プロ
トコル リスニング対象 説明

199 TCP 有効なすべてのイン
ターフェース

SNMP 多重プロトコル

953 TCP ループバックイン
ターフェース

DNS

3306 TCP ループバックイン
ターフェース

MySQL データベース

41015 TCP 有効なすべてのイン
ターフェース

変換エンジン

41016 TCP 有効なすべてのイン
ターフェース

インバウンド内部ウイルス疑いの検疫通信

41017 TCP 有効なすべてのイン
ターフェース

アウトバウンド内部ウイルス疑いの検疫通信

41018 TCP ループバックイン
ターフェース

ディレクトリデータサービス

41019 TCP ループバックイン
ターフェース

ディレクトリデータサービスの終了

「インストールする前に」も参照してください。

Symantec Messaging Gateway が使用する Web アドレス
「Symantec Messaging Gateway の Web アドレス」は、Symantec Messaging Gateway が使用する Web アドレスの一
覧です。

Table 19: Symantec Messaging Gateway の Web アドレス

URL プロトコル ポート 説明

swupdate.brightmail.com TCP 443 新しいソフトウェアの取り込みに使用されます。
register.brightmail.com TCP 443 アプライアンスの登録に使用されます。
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URL プロトコル ポート 説明

aztec.brightmail.com TCP 443 次の顧客固有スパム提出サービス項目に使用されま
す。
• 管理者のスパムの提出
• 提出サービスの準備
• サービスステータス
• レポート読み取り
• サービス設定
• ルールセット取り込み

rules.ara.brightmail.com TCP 443 顧客固有のルールセットの取り込みに使用されま
す。

submit.ara.brightmail.com TCP 443 エンドユーザーの見逃されたスパムおよび誤検知ス
パムの提出に使用されます。

probes.brightmail.com TCP 443 プローブアカウントのために使用されます
tmsg.symantec.com TCP 443 遠隔測定データの週単位の通信に使用されます。こ

のレポートにより、シマンテック社はソフトウェア
のインストールとライセンスの状態およびシステム
使用率に関する統計データを収集できます。遠隔測
定パッケージには、いかなる個人識別情報も含まれ
ていません。

liveupdate.symantecliveupdate.com TCP 80 デフォルトの自動ウイルス対策更新
liveupdate.symantec.com TCP 80 デフォルトの自動ウイルス対策更新
definitions.symantec.com TCP 80 Rapid Response ウイルス対策更新

「Symantec Messaging Gateway が使用するポート」も参照してください。
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