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マニュアルの読み方  

このマニュアルについて 

『HDE Anti-Virus 6.5 for Gatewayユーザーマニュアル』では、実際の表示画面
に従い、各機能・項目を実際の運用に即した形で説明しています。 

説明内で、注意すべき点、語句について補足が必要な点などについては、注釈

を設けています。標準機能についての説明が主体となり、加えて、お客様のネット

ワークの構成に応じて設定されたオプション機能についての説明が、実際の機能

に対応して構成されています。 

 

 

説明中、注意すべき点がある場合は、注意マークや 
黒枠での注意書きにて、注意を促しています。 

  

 

HDE Anti-Virus 6.5 for Gatewayを使用する上で参考
になる項目については、「ヒント」アイコンがついていま

す。 
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1. 製品の特徴  

コンピューターウイルスはコンピュータに保管されたデータのセキュリティを脅か

す最も重大な脅威の一つです。 

一部には無害なウイルスもありますが、多くは実際に脅威でありデータを破壊し

ます。 

HDE Anti-Virus 6.5 for Gateway（以下 HDE Anti-Virus for Gateway）はイン
ターネット経由の E メールの送受信や Web ブラウジングによるウイルス侵入をリ
アルタイムに検出し、感染を未然に防ぐためのアンチウイルスソフトウェアです。ま

た、HDE Controller と同時に利用されればサーバーの管理とアンチウイルスの設
定を同じ設定画面より行うことが可能です。 

HDE Anti-Virus for Gateway を使えば、サーバー経由でのウイルス２次感染を
防ぎ、より安全なサーバーの運用が可能となります。 

 

z HDE Anti-Virus for Gatewayの特長  

・ 欧州で多くのシェアを持つ、フィンランド F-Secure 社の Anti-Virus エンジン
を採用 

・ 新種ウイルスへの迅速な対応 

・ パターンファイルの自動アップデート機能 

・ 各プロトコルによるリアルタイムウイルススキャン 

・ RBL、SURBLによる簡易スパム検知機能 

・ HDE Anti-Virus for Gateway 単体でも動作するように HDE Controller 
Minimum Edition を同梱 

 

HDE Anti-Virus for Gatewayは以下のウイルスを検出して駆除します。 

・ Microsoft Office ファイルに感染するマクロウイルス 

・ Microsoft Windowsウイルス 

・ MS-DOS ファイルウイルス 

・ Linuxウイルス 
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2. 動作環境 

HDE Anti-Virus for Gatewayを導入するにあたり、以下の環境を用意してくださ
い。 

�  サーバー 
 ＜ハードウェア＞ 

・ CPU Intel Pentium 互換プロセッサー 2GHz以上 

・ メモリ 1GB以上 

・ ハードディスク 空き容量 2GB以上 

・ ネットワークインターフェースカード 

・ CD-ROM ドライブ(インストール時のみ) 

 

 
上記は本ソフトウェアのみの必要環境となりますので、その他ご

利用環境に合せてメモリ、ハードディスク等をご選定ください。 

 

 
パターンファイルの更新を自動で行うためにはインターネット環

境が必要となります。 

 

 ＜対応ディストリビューション＞ 

・ Red Hat Enterprise Linux 5.x for x86  

・ Red Hat Enterprise Linux 5.x for Intel EM64T 

・ CentOS 5.x for x86 

・ CentOS 5.x for x86_64 (Intel EM64T) 

 

z 仮想化環境でのご利用 

・ VMware ESX/ESXi 5.0 /5.1 /5.5 

上記対応仮想化環境上のゲスト OSでの動作を確認いたしております。 
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なお、その場合のゲスト OSは仮想化環境で対応しているディストリビューション
に限られます。 

 

 ＜同居可能な HDE Controller＞ 

・ HDE Controller 6 ISP Edition 

・ HDE Controller 6 Proffessional Edition 

・ HDE Controller 6 Virtual Edition 

・ HDE Controller 6 LG Edition 

・ HDE Controller 5 ISP Edition 

・ HDE Controller 5 Proffessional Edition 

・ HDE Controller 5 Virtual Edition 

・ HDE Controller 5 LG Edition 

・ HDE Controller Minimum Edition ※ 

※ 本製品を単体でご利用の場合にインストールされる、HDE Controller ライ
クな管理画面表示用コンポーネント 

※ HDE Controller と同時に使用する(同居させる)場合には、対応ディストリ
ビューションについては、各 HDE Controllerの対応 OSに準じます。 

�  クライアント 

プラットフォーム Microsoft Windows Vista 7 / 8 

Webブラウザ Microsoft Internet Explorer 9 / 10 / 11 

モニタ解像度 表示解像度 XGA （1024x768）以上 
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1. インストール方法  

�  インストールの準備 
ご使用のディストリビューションへインストールを行いますが、インストール中に

エラー等が表示された場合はエラーの内容を確認し、必要な処置を行ってくださ

い。 

 

 
 

HDE Controller や本製品以外の HDE Anti-Virus を同一サーバーにインス
トールする場合は以下の点に注意しインストールを行ってください。 

・ HDE Controller を先にインストールしてください。 

・ HDE Controller と HDE Anti-Virus を同時利用される場合、いずれの製品も
必ず最新版をご利用ください。 

 
SELinuxには対応していません。SELinuxを有効にしている場合は
無効にしてください。 
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2. インストール  

HDE Anti-Virus for Gatewayが収録されている CD-ROMをマウントします。 

# mount /mnt/cdrom 

（※マウントポイントはお使いのディストリビューションによって異なります。） 

 

インストールスクリプトのあるディレクトリに移動します。 

# cd /mnt/cdrom/HDE/HDE_Anti-Virus_6.0 

 

インストールスクリプトを実行します。 

# ./hde-install 

 

 

 

 

 

 

 

必要パッケージがインストールされていない状態で./hde-installを実
行すると警告と必要パッケージが表示されます。警告が出た場合、表

示に従い不足しているパッケージをインストールしてください。 

 
HDE Contoller と HDE Anti-Virus for Gatewayを同時利用される
場合、いずれの製品も必ず最新版をご利用ください。 

 
製品CD-ROMからインストールを行った場合は、必ず最新バージョン
へアップデートしてください。 
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3. アンインストール  

HDE Anti-Virus 6.5 for Gatewayが収録されている CD-ROMをマウントしま
す。 

# mount /mnt/cdrom 

 

 

アンインストールスクリプトのあるディレクトリに移動します。 

# cd /mnt/cdrom/HDE/HDE_Anti-Virus_6.0 

 

アンインストールスクリプトを実行します。 

# ./hde-uninstall 

 

 

 
マウントポイントはお使いのディストリビューションによって異なりま

す。 
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1. ユーザー登録  

ユーザー登録が行われていない場合、パターンファイルやエンジンなどのソフト

ウェアを更新できません。 

本製品をご購入後、必ずユーザー登録を行ってください。 

 

ユーザー登録を行うには、以下の URLにアクセスし製品を選択してください。 

http://www.hde.co.jp/registration/info.php 

 

 

ユーザー登録ページに、製品に同梱された用紙に記載されている「プロダクト

ID」、「仮ライセンス ID」及び各種ユーザー情報を入力してください。詳しくは、
ユーザー登録ページの記載をご確認ください。 

ユーザー登録が完了すると、正規ライセンス IDが発行されます。 

 

 

製品プロダクト ID および本項で取得した正規ライセンス ID は、オプション設定
画面にて登録を行います。詳細はこの後の「3.基本設定」をご確認ください。 

 

 
ユーザー登録ページのURLは弊社都合により変更される場合があり
ます。 

 
この正規ライセンス IDは非常に重要な情報となり、再発行等を行うこ
とはできません。紛失しないように十分にご注意ください。 
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2. 管理画面へのアクセス  

� HDE Anti-Virus for Gatewayを単体でインストールした場合 
ブラウザを使用して以下の URLにアクセスします。 

 

https://[サーバーの FQDN]:16590/ 

 

認証ダイアログが表示されます。管理画面にアクセスするためには、以下のよう

に入力します。 
 

ユーザー名 lcadmin 

パスワード HDE Anti-Virus for Gateway インストール時に設定したパ
スワード 

 

 

� HDE Controllerのアドオン機能として利用する場合 
ブラウザを使用して HDE Controllerの管理画面へアクセスします。 

認証ダイアログでのログインを行うユーザー名、パスワードは lcadmin または
root を利用します。 

 

 

 

 

 
root と rootのパスワードを利用することも可能です。 

 
HDE Controllerの管理画面へのアクセス方法詳細は、HDE Controller
ユーザーマニュアルをご参照ください。 



  

 17 

3. 基本設定 

管理画面より HDE Anti-Virus for Gatewayアイコンをクリックし、基本設定およ
びオプション設定画面より設定を行います。 

� 基本設定タブ 

 

z 管理者のメールアドレス 

ウイルスチェックやパターンファイル更新時の報告メールを受取る管理者の

メールアドレスを指定します。 

z SMTPサーバー名 

送信に利用する SMTPサーバー名を指定します。 

z SMTPサーバーのポート番号 

SMTP サーバーのポート番号を指定します。何も指定しない場合は、デフォルト
で 25番を使用します。 
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z 検出メッセージ 

ウイルス検出を通知する際のメッセージです。編集を行いたい場合は「編集」ボ

タンをクリックし、編集を行います。 

メッセージの詳細は「第 4 章 運用開始後の維持管理 5.ウイルス検出通知の
メッセージフォーマットについて」をご参照ください。 

z 隔離保存ディレクトリ 

各プロキシで「感染ファイルの隔離保存」を有効にした場合に感染ファイルを保

存するためのディレクトリを指定します。 

 

� スパム検査設定タブ 

 

z RBL 

RBL(Realtime Black List)によるスパム検査の有無を指定します。各メールに
ついて、接続元 IPアドレス(SMTPの場合)及びReceivedヘッダに記載されている
IPアドレスが RBLサーバーに登録されているか確認することで検査を行います。 

検出されたメールの X-Spam-Status ヘッダには"VIRUSGW/SPAM_RBL"が含
まれます。  
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z サーバー 

RBLサーバー一覧を指定します。","区切りで複数指定できます。  

z 除外アドレス 

指定したアドレスについては、RBLによる検査を行いません。  

編集ボタンをクリックし、除外するアドレスを指定、追加して OK ボタンを押しま

す。 

z SURBL 

SURBL(SPAM URL Realtime Black List)によるスパム検査の有無を指定しま
す。各メールについて、テキスト本文とHTML本文に含まれるURLのドメイン名部
分が SURBL サーバーに登録されているか確認することで検査を行います。検出
されたメールのX-Spam-Statusヘッダには"VIRUSGW/SPAM_SURBL"が含まれ
ます。 

z サーバー 

SURBLサーバー一覧を指定します。","区切りで複数指定できます。 

z スパムの件名 

指定した件名(Subject)のメールをスパムと判定します。","区切りで複数指定、
日本語も指定可能です。比較は部分一致で行います。検出されたメールの

X-Spam-Statusヘッダには VIRUSGW/SPAM_SUBJECTが含まれます。 

例: 未承諾広告  

z スパムの Content-Type 

指定した Content-Type を含むメールをスパムと判定します。","区切りで複数指
定できます。比較は前方一致で行います。検出されたメールの X-Spam-Status
ヘッダには VIRUSGW/SPAM_CONTENT_TYPEが含まれます。 

例: text/html  

 

全ての設定が終わったら「設定」ボタンをクリックし登録を完了します。 
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4. オプション設定  

オプション設定画面では更新に利用するプロキシサーバーや製品 ID の登録を

行います。 

 

z プロキシ設定 

パターンファイルの更新やソフトウェアアップデートを行う際に、プロキシ経由で

接続する場合にチェックして下さい。プロトコルには HTTPを利用します。 

プロキシサーバー名または IPアドレス、ポート番号を指定します。 

ご利用のプロキシサーバーに認証が必要な場合、ユーザー名、パスワードも指

定します。 

 

 

 

ご利用プロキシサーバー側の設定で chunked エンコードが有効な場
合、更新に失敗します。 

chunked エンコードは無効と設定してください。 
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z ID設定 

製品のプロダクト ID、ライセンス IDを入力します。 

製品同梱の用紙に記載されておりますプロダクト ID 及び、ユーザー登録により

発行されたライセンス IDを入力してください。 

ライセンス IDを後から適用する場合等もこちらの画面から行います。 

 

「設定」ボタンをクリックし登録を完了します。 
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1. 運用方法の検討  

� 概要 
昨今のネットワークインフラの整備に伴いコンピューターウイルスによる被害も

膨大なものになってきました。コンピューターウイルスの感染経路はそのほとんど

がネットワーク経路によるものです。 

そのためネットワーク経由のコンピューターウイルスを遮断することで、ウイルス

感染のほとんどを予防することが可能です。HDE Anti-Virus for Gateway は
HTTP やメールのプロキシサーバーとして動作することによって、ネットワーク上に
流れるデータのウイルスを事前にキャッチしクライアントへの感染を防ぎます。 

本章では、HDE Anti-Virus for Gateway を用いてクライアントへのウイルス感
染を未然に防ぐ方法について述べます。 

� 運用方法の検討 
現在のご利用環境に HDE Anti-Virus for Gatewayを導入される場合は、ネット

ワークやクライアントでの設定変更が生じる場合があります。以下は最も簡易な設

置運用の例となりますので、こちらを参考にどのような設定として運用するかを検

討します。 

詳細な設定項目については 第 4章 運用の開始 4～7. をご参照ください。 
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� HTTP接続 
ウイルス検査を行う場合は、本製品をウェブサーバーとクライアントの間に設置

し、ウェブブラウザのプロキシサーバーとします。別のプロキシサーバーへ接続を

中継する設定をすることも可能です。 

z HTTP接続例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

� SMTP接続 
ウイルス検査を行う場合、本製品をクライアントと送信用の SMTP サーバーの

間に設置し、メールクライアントの SMTPサーバーとします。 

クライアントは本製品を経由して送信用の SMTP サーバーに接続し、イン

ターネット上のメールサーバーにメールの送信を行います。本製品は送信用

メールサーバーを経由してメールを送信します。RBL、SRBL 機能を利用した
SPAM検査機能を利用することも可能です。 

認証は送信用の SMTP サーバーを利用、また本製品にて設定を行い利用する
ことが可能です。 

z SMTP接続例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
本製品と同一サーバー上に送信用 SMTPサーバーがある場合には
ポート番号の変更が必要です。 



第４章 運用の開始 

 26 

� POP接続 
ウイルス検査を行う場合、本製品をクライアントとメールサーバーの間に設置し、

メールクライアントの POPサーバーとします。 

クライアントは本製品を経由してメールサーバーと接続し、ウイルス検査を行っ

たメールを取得します。本製品は通常は設定された親サーバーに接続しますが、

POPユーザー名を「POPサーバーのユーザー名@POPサーバー名」と指定する
ことで、任意の POP サーバーに接続することも可能です。RBL、SRBL 機能を利
用した SPAM検査機能を利用することも可能です。 

認証は送信用の SMTP サーバーを利用、また本製品にて設定を行い利用する
ことが可能です。 

z POP接続例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� FTP接続 
ウイルス検査を行う場合、本製品をクライアントとメールサーバーの間に設置し、



 

 27 

FTP クライアントのプロキシサーバーとします。 

クライアントは本製品を経由して FTPサーバーと接続し、ウイルス検査を行った
ファイルの送受信時を行います。FTP クライアントがプロキシサーバーを設定でき

ない場合、本製品は通常は設定された親サーバーに接続しますが、FTP
ユーザー名を「FTP サーバーのユーザー名@FTP サーバー名」と指定することで、
任意の FTPサーバーに接続することができます。 

z FTP接続例 
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2. 最低限の設定と動作確認  

本製品が動作可能な最低限行うべき設定とその動作確認方法について説明し

ます。 

詳細設定は「第 4章 運用の開始 4～7.」をご参照ください。 

 

� HTTPプロキシ設定 
「HTTP プロキシ設定 - HTTP プロキシ基本設定」で「ポート番号」を設定しま

す。 

 
 

 

 

 
ご利用環境に合わせて最小限の設定を行って｣頂く必要がございます

ので、以下の設定以外にも設定が必要な場合がございます。 
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� SMTPプロキシ設定 
「SMTP プロキシ設定  - SMTP プロキシ基本設定」で「ポート番号」と「親

サーバー」を設定します。 
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� POPプロキシ設定 
「POPプロキシ設定 - POPプロキシ基本設定」で「ポート番号」と「親サーバー」

を設定します。 
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� FTPプロキシ設定 
「FTPプロキシ設定 - FTPプロキシ基本設定」で「ポート番号」を設定します。 

 

 

� 各サービスの起動 
「サービスの状態」で「HTTP プロキシ」「SMTP プロキシ」「POP プロキシ」「FTP

プロキシ」の各サービスを起動します。 
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� Webブラウザの設定 
各クライアントのWebブラウザでHDE Anti-Virus for GatewayのHTTPプロキ

シを指定します。 

インターネットエクスプローラーの場合 

「ツール - インターネットオプション」をクリックします。 

「接続」タブをクリックします。 

 

 
「LANの設定」をクリックします。 

「プロキシサーバーを使用する」をチェックし、HDE Anti-Virus for Gatewayのホ
スト名と HTTPプロキシの動作しているポート番号を設定します。 
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� メールクライアントの設定 
各クライアントのメールクライアントの SMTP サーバーと POP サーバーのそれ

ぞれに HDE Anti-Virus for Gatewayの SMTPプロキシと POP プロキシを設定し
ます。 
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3. 動作確認 

� 動作確認に使用するテスト"ウイルス" 
動 作 確 認 に は 、 EICAR (The European Institute for Computer 

Anti-virusResearch)が作成したアンチウイルスソフトのテスト"ウイルス"を使用し
ます。 このテスト"ウイルス"は多くのアンチウイルスソフトでウイルスとして検知さ
れますが、有害なウイルスとは異なり、コンピュータに害を及ぼすコードは含まれ

て い ま せ ん 。  テ ス ト " ウ イ ル ス " は 、 EICAR の 公 式 サ イ ト

(http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm)からダウンロードできます。 

 

また、インターネットに接続できない場合は、次の手順でテスト"ウイルス"を作成
できます。 テキストエディタに以下の文字列を入力後、eicar.com などテスト"ウイ
ルス"ファイルであることが識別し易い名前をつけて、リアルタイムスキャンおよび
オンデマンドスキャンの対象外ディレクトリに保存します。 

 

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H* 

EICAR のサイトから入手またはテキストエディタで作成したファイルには、典型
的なテスト"ウイルス"のコードが含まれます。 本製品ではこれを駆除できない感
染オブジェクトとして検知し、設定された処理を行います。 

 

 

� HTTPプロキシの動作確認 
Web ブラウザを立ち上げ、以下の場所からテスト用ウイルス(eicar)をダウン

ロードします。 

http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm 

ウイルス検出表示が行なわれることを確認します。 

 
動作確認には有害ウイルスを使用しないでください。 
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� SMTPプロキシの動作確認 
テストウイルスを添付したメールを送信し、受信者までウイルスが届かないこと

を確認します。 

� POPプロキシの動作確認 
テストウイルスを添付したメールを送信します。送信時は HDE Anti-Virus for 

Gateway を経由しないようにして下さい。メールを受信し、ウイルスが検出された
ことを確認します。 

� FTPプロキシの動作確認 
テストウイルスを FTP転送し、検出されることを確認します。 
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4. HTTP プロキシ設定  

� HTTPプロキシ基本設定 

 

z ポート番号 

HTTPプロキシのポート番号を指定します。 

z ウイルス検査 

ウイルスを検査するかどうかを指定します。通常はチェックしてください。 

 

 

z ウイルス発見時の動作 

ウイルスを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作には

「Pass」「Delete」があります。 

 
HTTPS(SSL)通信については、暗号化されているためウイルス検査は
行われません。 
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Pass ウイルスを発見した場合なにもしません。ログへの記録、

管理者への通知は行います。通常こちらは指定しませ

ん。 

Delete ウイルスを発見した場合削除します。通常はこちらを指定

してください。 

z 検出メッセージ 

ウイルス発見時に表示するメッセージです。日本語での指定が可能です。メッ

セージの詳細は「第 5 章 運用開始後の維持管理 5.ウイルス検出通知のメッ
セージフォーマットについて」をご参照ください。 

z 管理者への通知(ウイルス発見時) 

ウイルス感染情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 
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� HTTPプロキシ詳細設定 

 

z 親サーバー 

全ての接続を指定されたプロキシサーバーに中継します。別のプロキシ

サーバーを利用する場合にチェックしてください。 

・ ホスト名 

接続先のプロキシサーバー名を指定します。 

・ ポート番号 

接続先のプロキシサーバーのポート番号を指定します。 
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z 待機プロセス数 

起動するプロセス数。最大同時接続数になります。増やすと同時接続数が増え

ますが、消費メモリも増えます。 

 

 

z アクセス制御 

・ 接続元 

指定したホスト一覧からのみ接続を受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。「DNS 逆引き」を有効にするとホスト名・ドメイン名での指定が可能に

なります。 

編集ボタンを押し、許可するホストを追加します。 

・ 接続先 

指定したホスト一覧への接続のみ受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。編集ボタンを押し、ホストを追加します。 

z プロキシ認証 

PAM 認証(Pluggable Authentication Modules)を用いてユーザー個別のプロ
キシ認証を行ないます。編集ボタンを押し、ユーザーを追加します。 

z 検査除外対象 

・ ホスト名 

指定したホストへの接続に対してはウイルス検査を行いません。 

編集ボタンを押し、ホストを追加します。 

 

・ User-Agent 

指定した User-Agent を持つクライアントからの接続に対してはウイルス検査を
行いません。ストリーム型のクライアントや、タイムアウトの発生しやすいクライアン

トを利用する場合に設定します。 

指定はコンマ(",")区切りで行います。また、前方一致で検索します。 

 

 
メモリ消費量は、1接続あたり 500KB となります。 
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・ ファイル名/拡張子 

指定したファイル、拡張子に対してはウイルス検査を行いません。コンマ(",")区
切りの後方一致で指定し、大文字小文字は区別しません。また、圧縮ファイル内

のファイルについては適用されません。 

 

・ ファイルサイズ 

ファイルの指定サイズ以上の部分について、ウイルス検査を行いません。通常

は、全てのデータを一度保存し、ウイルス検査を行った後クライアントへの送信を

開始しますが、指定サイズ以上の部分については、受け取ったデータを順次転送

します。 

 

 

z 送信(POST/PUT)データのウイルスチェック 

ファイル送信時のウイルス検査を行います。POSTメソッドで送信されるデータ、
及び PUT メソッドで送信されるデータ中のファイルのウイルス検査を行います。但
し、POST/PUT送信時に多少の動作速度の低下及び遅延が発生します。 

z 検出メッセージ 

送信でのウイルス検出時に表示するメッセージです。日本語での指定が可能で

す。編集ボタンを押し、編集を行います。メッセージの詳細は「第 4 章 運用開始後
の維持管理 5.ウイルス検出通知のメッセージフォーマットについて」をご参照くだ
さい。 

z 匿名プロキシ 

サーバーにプロキシ及びクライアントに関する情報(Via, X-Forwarder-For ヘッ

 

ここでの設定の有無に関わらず、以下のUser-Agentに対しては必ずウ
イルス検査を省略します。 

Service Pack Setup, Office Update, Symantec LiveUpdate, 
TMhtload, BW-C, GETDBHTP, RealPlayer, RMA,NSPlayer, 
urlgrabber, Microsoft BITS, Windows-Update-Agent, Adobe 
Update Manager 

 
この設定を行った場合、大きいファイルに含まれるウイルスが検出でき

ないことがありますのでご注意ください。 



 

 41 

ダ)を送付しません。 

z DNS逆引き 

DNSの逆引きを行います。有効にすると、アクセス制御でのホスト名・ドメイン名
指定が可能になります。またアクセスログのアクセス元をホスト名で表示します。

但し、動作速度が多少低下します。 

z 感染ファイルを隔離保存 

ウイルスを検出した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にウイ

ルスを保存します。 
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5. SMTP プロキシ設定  

� SMTPプロキシ基本設定 

 

z ポート番号 

プロキシサービスのポート番号を指定します。通常は 25番を指定します。 

 

z 親サーバー 

中継先の SMTPサーバーのホスト名・ポート番号を指定します。 

・ ホスト名 

中継先の SMTPサーバー名を指定します。 

 
同じマシンで SMTPサーバーが動作している場合は、ポート番号が衝
突しないよう違うポート番号を指定する必要があります。 
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・ ポート番号 

中継先の SMTP サーバーのポート番号を指定します。通常は 25 番を指定しま
す。 

 

z ウイルス検査 

ウイルスを検査するかどうかを指定します。通常はチェックしてください。 

スパム検査を有効にする場合、ウイルス検査の結果が優先されます。 

z ウイルス発見時の動作 

ウイルスを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作は「Pass」
「Delete」「SendBack」「Deny」「BlackHole」から選択します。 

 

Pass ウイルスを発見した場合なにもしません。ログへ

の記録、管理者への通知、X-Virus-Statusの追加
は行います。通常こちらは指定しません。 

Delete ウイルスを削除して、感染メッセージをメールで受

信者に送付します。受信者は無関係な場合が多

いため、通常利用しません。 

SendBack ウイルスを削除し、感染メッセージをメールで送信

者に送付します。送信者は偽造が可能なため、通

常利用しません。 

Deny ウイルス感染メールの送信を拒否します。SMTP 
セッション内で以下のエラーを返すことで、

メーラーやメールサーバーに直接通知します。 

BlackHole ウイルス感染メールを削除します。検出メッセージ

も送信しません。 

z 受信先(RCPT)ドメインの制限 

受信するドメイン一覧を指定します。指定されていないドメイン宛のメールは拒

否します。 

 
同じマシンで SMTPサーバーが動作している場合は、親サーバーとな
る SMTPサーバーのポート番号を指定する必要があります。 
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編集ボタンを押し、ドメインを追加します。ドメイン名はメールアドレス中の最初

の "@"以降を使用します。また、この項目を有効にした場合、"!" 及び"%"が含ま
れているアドレスは拒否します。ドメイン名部分がないアドレスは拒否しません。 

z SMTP認証 

PAM(Pluggable Authentication Modules)を用いてユーザー個別のプロキシ認
証を行います。編集ボタンを押し、ユーザーを追加します。 

 

 

z POP Before SMTP認証 

POP Before SMTP認証を有効にします。利用される場合はPOPプロキシを動
作させ、POPプロキシ認証を設定します。 

・ 期限 

認証が有効な時間を分単位で指定します。 

 

 

z 検出メッセージ 

ウイルス検出時に送信するメッセージです。日本語での指定が可能です。編集

ボタンを押し、編集を行います。メッセージの詳細は「第 4 章 運用開始後の維持
管理 5.ウイルス検出通知のメッセージフォーマットについて」をご参照ください。 

 

z 管理者への通知(ウイルス発見時) 

ウイルス感染情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 

 

z 感染ファイルを隔離保存 

ウイルスを発見した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にウイ

 
受信先(RCPT)ドメインの制限も同時に有効にした場合は、指定された
ドメインについては認証なしでも送信可能です。 

 
受信先(RCPT)ドメインの制限も同時に有効にした場合は、指定された
ドメインについては認証なしでも送信可能です。 
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ルスを保存します。 

� SMTPプロキシ LAN設定 

 

z LAN内からの接続時の設定 

特定のホストに対して異なった振る舞いを指定したい場合の設定を行います。 
LAN 内からの接続時の設定を利用する場合は「LAN 内からの接続時の設定」に

チェックします。 

 

z LAN内のホスト 

LANアクセスが適用されるホスト一覧を指定します。 

「DNS 逆引き」を有効にしている場合はホスト名・ドメイン名での指定が可能に

なります。 

編集ボタンを押し、許可するホストを追加します。 

 

 
利用する場合、多少動作が遅くなります。 
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z ウイルス発見時の動作 

ウイルスを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作には

「Pass」「Delete」「SendBack」「Deny」「BlackHole」があります。 

Pass ウイルスを発見した場合なにもしません。ログへの記

録、管理者への通知、X-Virus-Statusの追加は行いま
す。通常こちらは指定しません。 

Delete ウイルスを削除して、感染メッセージをメールで受信者

に送付します。受信者は無関係な場合が多いため、通

常利用しません。 

SendBack ウイルスを削除し、感染メッセージをメールで送信者に

送付します。送信者は偽造が可能なため、通常利用し

ません。 

Deny ウイルス感染メールの送信を拒否します。SMTP セッ
ション内で以下のエラーを返すことで、メーラーやメール

サーバーに直接通知します。 

BlackHole ウイルス感染メールを削除します。検出メッセージも送

信しません。 

z 親サーバー 

LAN 内のホストからの接続時に「基本設定」－「親サーバー」と別の SMTP
サーバーに中継する場合に指定します。中継先のSMTPサーバー名、ポート番号
を指定します。 

z 検出メッセージ 

ウイルス発見時に送信するメッセージです。日本語での指定が可能です。 

編集ボタンを押し、編集を行います。メッセージの詳細は「第 4 章 運用開始後
の維持管理 5.ウイルス検出通知のメッセージフォーマットについて」をご参照くだ
さい。 

z 管理者への通知(ウイルス発見時) 

ウイルス感染情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 

z 感染ファイルを隔離保存 

ウイルスを発見した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にウイ

ルスを保存します。 
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� SMTPプロキシ詳細設定 

 

z 待機プロセス数 

起動するプロセス数。最大同時接続数になります。増やすと同時接続数が増え

ますが、消費メモリも増えます。 

 

z アクセス制御 

・ 接続元 

指定したホスト一覧からのみ接続を受け付けます。「DNS 逆引き」を有効にする
とホスト名・ドメイン名での指定が可能になります。編集ボタンを押し、許可ホストを

追加します。 

 

 

 
メモリ消費量は、1接続あたり 500KB程度となります。 
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・ 接続先 

指定したホスト一覧への接続のみ受け付けます。編集ボタンを押し、ホストを追

加します。 

 

z 拒否対象 

検出時はウイルス検出と同じ動作となります。 

 

・ ActiveX 

ActiveXが埋め込まれた HTML メールを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_ACTLVEX"になります。 

・ スクリプト 

スクリプト(JavaScript,VBScript等)を含む HTML メールを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_SCRIPT"になります。 

・ 暗号化書庫ファイル 

暗号化書庫ファイル(ZIP,ARJ,LZH,CAB,RAR,TAR,GZIP,BZIP2)を含むメール
を拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_ENCRYPTED"になります。 

 

- ファイル名/拡張子 

指定したファイル名、拡張子の添付ファイルを含むメールを拒否します。コンマ

(",")区切りの後方一致で指定し、大文字小文字は区別しません。"ALL"で添付ファ
イルを含むメールすべてを拒否します。圧縮ファイル内のファイルには適用されま

せん。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_EXT"になります。 

z 検査除外対象 

・ ファイル名/拡張子 

指定したファイル名、拡張子に対してはウイルス検査を行いません。コンマ(",")
区切りの後方一致で指定し、大文字小文字は区別しません。また、圧縮ファイル

内のファイルには適用されません。 
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z テキスト本文の検査 

メールのテキスト本文の検査を行います。この設定の有無に関わらず、テキスト

形式の添付ファイルや、HTML 形式の本文等は検査します。有効にすると動作速
度が多少低下します。 

z HTML全体の検査 

メールのHTML部分について、スクリプトやActiveXを呼び出す部分などのウイ
ルスが動作する部分以外についても検査を行います。有効にすることで、ウイル

ス以外の疑わしいメール(詐欺メールや壊れたウイルス)の一部を検出します。こ
の設定の有無に関わらず、HTML に含まれるウイルスは検出します。有効にする
と多少動作速度が低下します。設定の有無に関わらずウイルスは検出されるため、

通常はこの項目を設定する必要はありません。 

z 匿名プロキシモード 

プロキシでヘッダ情報(Receivedヘッダ)を追加しません。 

z DNS逆引き 

DNSの逆引きを行います。有効にすると、アクセス制御でのホスト名・ドメイン名
指定が可能になります。またアクセスログのアクセス元をホスト名で表示します。

但し、動作速度が多少低下します。 

z 最大メッセージサイズ 

有効にすることで送受信するメールの最大サイズを設定します。 

値はバイト数で指定します。設定された値より大きいサイズのメールの場合、検

出時の動作設定に関わらず、"554 Too long message"エラー応答を返します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_MESSAGESIZE"になります。 
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� SMTPプロキシスパム検査設定 

 

z スパム検査 

スパム検査の有無を指定します。スパム検出方法は「基本設定」-「スパム検査
設定」で指定します。検出された場合、ヘッダに X-Spam-Status:が付加されます。
スパム検査方法として RBL/SURBLを用いる場合、RBL/SURBLサーバーからの
応答待ちにより数 100ms 程度未満の遅延が発生します。スパム検査も有効にす
る場合、ウイルス検査の結果が優先します。 

z スパム発見時の動作 

スパムを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作には「Pass」
「BlackHole」があります。 

Pass スパムを通過します。スパムと判定されたメールはヘッダに

X-Spam-Status:が付加されます。クライアントの振り分け設
定を利用して、"X-Spam-Status:"が"Yes"で始まる場合はス
パムとして振り分けを行ってください。 

BlackHole スパムを削除します。スパムの誤認識に対応する場合、削

除は行わずにクライアント（メーラー）側で振り分けを行ってく

ださい。 

 

z 管理者へ通知 

スパム情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 
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z 隔離保存 

スパムを検出した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にスパ

ムを保存します。 
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6. POP プロキシ設定  

� POPプロキシ基本設定 

 

z ポート番号 

POPプロキシのポート番号を指定します。通常は 110番を指定します。 

 

 

z 親サーバー 

中継先の POPサーバーのホスト名・ポート番号を指定します。 

・ ホスト名 

中継先の POPサーバー名を指定します。 

・ ポート番号 

親サーバーとなる POP サーバーのポート番号を指定します。通常は 110 番を
指定します。 

 
同じマシンで POPサーバーが動作している場合は、ポート番号が衝突
しないよう違うポート番号を指定する必要があります。 
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z ウイルス検査 

ウイルスを検査するかどうかを指定します。通常はチェックしてください。 

スパム検査も有効にする場合、ウイルス検査の結果が優先します。 

 

z ウイルス発見時の動作 

ウイルスを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作には

「Pass」「Delete」があります。 

 

Pass ウイルスを発見した場合何もしません。ログへの記録、管理者へ

の通知、X-Virus-Statusの追加は行います。通常こちらは指定
しません。 

Delete ウイルスを発見した場合削除します。通常はこちらを指定してく

ださい。 

 

z 検出メッセージ 

ウイルス発見時に送信するメッセージです。 

日本語での指定が可能です。Subjectの日本語も可能です。 

編集ボタンを押し、編集を行います。メッセージの詳細は「第 4 章 運用開始後
の維持管理 5.ウイルス検出通知のメッセージフォーマットについて」をご参照くだ
さい。 

z 管理者への通知(ウイルス発見時) 

ウイルス感染情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 

 

 
同じマシンで POPサーバーが動作している場合は、親サーバーとなる
POPサーバーのポート番号を指定する必要があります。 
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� POPプロキシ詳細設定 

 
 

z 親サーバーのユーザーによる指定 

メールクライアントのユーザー名に「ユーザー名@POP サーバー名」（又は

「ユーザー名#POP サーバー名」）のように指定することで POP サーバーを

ユーザーが指定可能にします。 

z POPユーザー制限 

PAM(Pluggable Authentication Modules)を用いてユーザー制限を行います。 

編集ボタンを押し、ユーザーを追加します。 
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z 待機プロセス数 

起動するプロセス数。最大同時接続数になります。増やすと同時接続数が増え

ますが、消費メモリも増えます。 

 

 

z アクセス制御 

・ 接続元 

指定したホスト一覧からのみ接続を受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。「DNS 逆引き」を有効にするとホスト名・ドメイン名での指定が可能に

なります。 

編集ボタンを押し、許可するホストを追加します。 

・ 接続先 

指定したホスト一覧への接続のみ受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。編集ボタンを押し、ホストを追加します。 

z 拒否対象 

検出時はウイルス検出と同じ動作になります。 

・ ActiveX 

ActiveXが埋め込まれた HTML メールを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_ACTLVEX"になります。 

・ スクリプト 

スクリプト(JavaScript,VBScript等)を含む HTML メールを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_SCRIPT"になります。 

・ 暗号化書庫ファイル 

暗号化書庫ファイル(ZIP,RAR)を含むメールを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_ENCRYPTED"になります。 

 

 

 
メモリ消費量は、1接続あたり 500KB程度となります。 
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・ ファイル名/拡張子 

指定したファイル名、拡張子の添付ファイルを含むメールを拒否します。コンマ

(",")区切りの後方一致で指定し、大文字小文字は区別しません。"ALL"で添付ファ
イルを含むメールすべてを拒否します。 

検出名称は"VIRUSGW/POLICY_BLOCK_EXT"になります。 

z 検査除外対象 

・ ファイル名/拡張子 

指定したファイル名、拡張子に対してはウイルス検査を行いません。コンマ(",")
区切りの後方一致で指定し、大文字小文字は区別しません。 

・ テキスト本文の検査 

メールのテキスト本文の検査を行います。この設定の有無に関わらず、テキスト

形式の添付ファイルや、HTML 形式の本文等は検査します。有効にすると動作速
度が多少低下します。 

z HTML全体の検査 

メールのHTML部分について、スクリプトやActiveXを呼び出す部分などのウイ
ルスが動作する部分以外についても検査を行います。 

有効にすることで、ウイルス以外の疑わしいメール(詐欺メールや壊れたウイル
ス)の一部を検出します。この設定の有無に関わらず、HTML に含まれるウイルス
は検出します。有効にすると多少動作速度が低下します。 

設定の有無に関わらずウイルスは検出されるため、通常この項目を設定する必

要はありません。 

z DNS逆引き 

DNSの逆引きを行います。有効にすると、アクセス制御でのホスト名・ドメイン名
指定が可能になります。またアクセスログのアクセス元をホスト名で表示します。

但し、動作速度が多少低下します。 

z 感染ファイルを隔離保存 

ウイルスを発見した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にウイ

ルスを保存します。 
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z POPプロキシスパム検査設定 

 
 

z スパム検査 

スパム検査の有無を指定します。スパム検出方法は「基本設定」-「スパム検査
設定」で指定します。検出された場合、ヘッダに X-Spam-Status:が付加されます。
スパム検査方法として RBL/SURBLを用いる場合、RBL/SURBLサーバーからの
応答待ちにより数 100ms程度未満の遅延が発生します。 

スパム検査も有効にする場合、ウイルス検査の結果が優先します。 

z 管理者へ通知 

スパム情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 

z 隔離保存 

スパムを検出した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にスパ

ムを保存します。 
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7. FTP プロキシ設定 

� FTPプロキシ基本設定 

 

z ポート番号 

FTPプロキシサービスのポート番号を指定します。通常は 21番を指定します。 

 

 

z 親サーバー 

中継先の FTPサーバーのホスト名・ポート番号を指定します。 

・ ホスト名 

中継先の FTPサーバー名を指定します。 

・ ポート番号 

中継先の FTP サーバーのポート番号を指定します。通常は 21 番を指定しま
す。 

 
同じマシンで FTPサーバーが動作している場合は、ポート番号が衝突
しないように違うポート番号を指定する必要があります。 
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z ウイルス検査 

ウイルスを検査するかどうかを指定します。通常はチェックしてください。スパム

検査も有効にする場合、ウイルス検査の結果が優先されます。 

z ウイルス発見時の動作 

ウイルスを発見した場合どのような動作をするかを指定します。動作には

「Pass」「Delete」があります。 

 

Pass ウイルスを発見した場合何もしません。ログへの記録、管理者へ

の通知は行います。通常こちらは指定しません。 

Delete ウイルスを発見した場合削除します。通常はこちらを指定してく

ださい。 

 

z 管理者への通知(ウイルス発見時) 

ウイルス感染情報を「基本設定」で指定した管理者にメールで通知します。 
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� FTPプロキシ詳細設定 

 

z 親サーバーのユーザーによる指定 

ユーザー名に「ユーザー名@FTP サーバー名」（または「ユーザー名#FTP
サーバー名」）のように指定することでFTPサーバーをユーザーが指定可能にしま
す。 

z FTPユーザー制限 

PAM(Pluggable Authentication Modules)を用いてユーザー制限を行います。 

編集ボタンをクリックし、ユーザーを追加します。 

z 待機プロセス数 

起動するプロセス数。最大同時接続数になります。増やすと同時接続数が増え
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ますが、消費メモリも増えます。 

 

 

z アクセス制御 

・ 接続元 

指定したホスト一覧からのみ接続を受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。「DNS 逆引き」を有効にするとホスト名・ドメイン名での指定が可能に

なります。 

編集ボタンを押して、許可するホストを追加します。 

・ 接続先 

指定したホスト一覧への接続のみ受け付けます。指定すると動作速度が多少

低下します。「DNS 逆引き」を有効にするとホスト名・ドメイン名での指定が可能に

なります。編集ボタンを押して、ホストを追加します。 

z 検査除外対象 

・ ホスト名 

指定したホストへの接続に対してはウイルス検査を行いません。 

編集ボタンを押して、ホストを追加します。 

・ ファイル名/拡張子 

指定したファイル名、拡張子に対してはウイルス検査を行いません。コンマ(",")
区切りの後方一致で指定します。大文字小文字は区別しません。また、圧縮ファイ

ル内のファイルには適用されません。 

・ ファイルサイズ 

ファイルの指定サイズ以上の部分について、ウイルス検査を行いません。通常

は、全てのデータを一度保存し、ウイルス検査を行った後クライアントへの送信を

開始しますが、指定サイズ以上の部分については、受け取ったデータを順次転送

します。この設定を行った場合、大きいファイルに含まれるウイルスが検出できな

いことがありますのでご注意ください。 

 

 
メモリ消費量は、1接続あたり 500KB程度となります。 
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z DNS逆引き 

DNSの逆引きを行います。有効にすると、アクセス制御でのホスト名・ドメイン名
指定が可能になります。またアクセスログのアクセス元をホスト名で表示します。

但し、動作速度が多少低下します。 

z 感染ファイルを隔離保存 

ウイルスを発見した場合、「基本設定」で指定した「隔離保存ディレクトリ」にウイ

ルスを保存します。 
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1. パターンファイル更新設定  

ウイルスの種類は日々増え続けており、それら新種のウイルスに対応するため

パターンファイルは更新されています。 

また、ソフトウェア自身もエンジン等のアップデートを重ねており、常に最新の状

態として利用することでセキュリティの強化を図ることか可能です。 

� パターンファイル更新設定 
パターンファイル更新のための設定を行います。 

 

z メール設定 

パターンファイルの更新結果をメールで送信したい場合はチェックします。 

 

 

 
 

 
パターンファイルの自動更新ができない状態を放置しないために、設定

を有効にすることを強くお勧めします。 
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z スケジュール設定 

パターンファイルの更新を行うスケジュールを設定します。 

実行間隔と時間を入力し、設定ボタンを押します。 

� パターンファイル更新 
手動で、即時にパターンファイルの更新を行うことが可能です。 

 

 

直ちに更新を行う場合は「パターンファイル更新を行う」ボタンをクリックします。 

 

 

パターンファイルの更新中は「パターンファイル更新を行っているた

め、新たにパターンファイル更新を行うことができません。」と表示さ

れ、「このページをリロードする」ボタンが表示されます。 
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パターンファイルの更新が完了した後に、「このページをリロードする」ボタンをク

リックすると結果が表示されます。 

 

 

 

 
パターンファイル更新を行うためには、外部サイトに対する 80番
ポートへのアクセスが必要となります。 
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2. ソフトウェアアップデート  

ソフトウェアのアップデートを行います。 

� ソフトウェアアップデート 
 

 
 

新しいパッケージがアップデートサーバーにある場合は「アップデート」ボタンが

表示されます。「↑UP」ボタンをクリックし、アップデートを完了します。 

 

 

 

 

 

 

 
パターンファイル更新を行うためには、外部サイトに対する 80番
ポートへのアクセスが必要となります。 

 

以下のサポートページよりアップデートパッケージをダウンロードし、手

動でアップデートすることも可能です。 

http://www.hde.co.jp/hav/support/ 

 
URLは弊社都合により変更される可能性もございます。 
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3. ログ表示 

 

 

「ログ表示」で各プロキシのログを表示することができます。ログは「アクセスロ

グ」「ウイルス検出ログ」「エラーログ」「一般ログ」の 4種類あります。 

ログファイルの詳細に関しましては「ログ仕様およびメッセージ詳細」をご参照く

ださい。 
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4. 各プロキシのアクセス制御設定について  

プロキシの設定等で、アクセス制御を行うことができます。アクセス制御は

tcp-wrappersに従います。以下に記述例を示します。 

 

 

詳細は公開されている tcp-wrappersの情報もご参照ください。 

� 記述例 
・ 192.168.0.1 10.0.0.10 

IPアドレスが「192.168.0.1」または「10.0.0.10」の時に接続を許可する。 

・ host.domain.jp 
ホスト名が host.domain.jpの時に接続を許可する。 

・ .domain.jp 
ホスト名が.domain.jp を含むときに接続を許可する。 

・ 192.168. 

・ 192.168.0.0./255.255.0.0 
IPアドレスが 192.168.3.4のように指定されたネットワークに含まれるとき
に接続を許可する。 

・ ALL 
全てのホストからの接続を許可する。 

・ ALL EXCEPT 192.168.0.10 10.0.0.150 
IP アドレスが 「192.168.0.10」 または 「10.0.0.150」 以外を許可しま
す。 

・ .domain.jp EXCEPT(192.168.0.100 10.0.0.200) 
ホスト名が .domain.jp を含み、 IP アドレスが「192.168.0.100」でも
「10.0.0.200」でもない時に接続を許可する。 

 

 

 

 
ホスト名、ドメイン名での指定は各プロキシで「DNS逆引き」が有効と
なっている場合のみ有効です。 
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5. ウイルス検出通知のメッセージフォーマットについて 

各プロキシでのウイルス検出時のメッセージ編集では、以下のフォーマットをご

利用いただけます。 

・ 最初の空行まではヘッダとなります。 

・ Subject を含めて日本語での指定が可能です。 

・ 本文中では以下の変数を用いることができます。 

 

${SERVICE_TYPE} サービスの種類(http, smtp, pop) 

${DETECTION_NAME} ウイルス等の検出名 (W95/Klez.H@mm 等) 

${VIRUS_INFO_URL} ウイルス情報への URL 

${CLIENT_HOST} クライアントホスト名 (ホスト名を表示する場合は、
DNSの逆引きを有効にする必要があります。) 

${CLIENT_ADDR} クライアント IPアドレス ${SERVER_HOST}: 
サーバーIPホスト名 

${SERVER_HOST} サーバーホスト名(HDE Anti-Virus for Gatewayから
の接続先サーバー) 

${SERVER_ADDR} サーバーIPアドレス 

${STATUS} 応答コード(アクセスログと同じ値になります) 

${METHOD} 要求メソッド HTTPでは、HTTPの要求メソッド
（GET、POST等）です。FTPでは送信時は PUT、受
信時は GETです。 他のサービスでは常に GETで
す。 

${URL} アクセスしたサイトの URL 

${CONTENT_TYPE} content-typeが示す項目 

${CONTENT_LENGTH} 送受信したファイルのサイズ(バイト数) 

${FILENAME} 検出したファイル名 

${QUARANTINE_FILE} 隔離保存ファイル名 
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${TIME} アクセス時刻(1970/01/01 を基点とした秒数) 

${TIME_STR} アクセス時刻文字(例:'Tue May 7 16:16:17 2002') 

${HEADER} ヘッダの内容 ${TEXT}: テキストメッセージの内容 

${TEXT} テキストメッセージの内容 

${MAILFROM} SMTP の送信者アドレス ("MAIL FROM:"コマンドの
引数アドレス) 

${RCPTTO} SMTP の受信者アドレス ("RCPT TO:"コマンドの引
数アドレス一覧(","区切り)) 

${MESSAGE_ID} SMTP のメールヘッダの Message-Id フィールドの
値 

${ERROR_STR} エラーメッセージ(アクセスログの PROXY-ERROR と
同じ内容) 

${ACTION} 検出した際の動作(アクセスログと同じ内容) 

${PATH_QUERY} URL のパスおよびクエリ部分 (HTTP サービスのみ
で有効) 
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第６章 トラブルシューティング 
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1. こんなときには  

Q:HDE Controller製品の管理画面にアイコンが表示されません。 

A：HDE Anti-Virus for Gatewayを最新版へアップデートしてない場合、管理コ
ンソールにアクセスできなくなる場合がございます。 最新版へアップデート後、表
示されるかをご確認ください。 

最新版にアップデートしても表示されない場合は、HDE Controller 製品の管理
画面のアクセス制限設定をご確認ください。 

 

Q:ファイルダウンロードでクライアントにタイムアウトが発生します。  

A：ファイルのダウンロードでは、対象ファイルを全てダウンロードしスキャンを行
い、その後クライアントに送信するという動作になり、その間クライアント/下位プロ
キシからの接続はアイドル状態になるため、状況によってはクライアント/下位プロ
キシのタイムアウト値に達する可能性があります。  

そのような場合は、以下のいずれかの方法を行い回避していただくこととなりま

す。  

A) クライアント/下位プロキシのタイムアウト値を長く設定する。  

B) タイムアウト値の無い（長い）クライアント/プロキシを使用する。  

C) ダウンロード先のホストをスキャン対象から除外する  

D) ダウンロードファイルをスキャン対象から除外する  

 

Q:定義ファイル提供サーバーで利用している IPアドレスは? 

A：定義ファイルは、HTTP プロトコルでインターネット上の定義ファイル提供
サーバーの 80 番ポートに接続して取得します。  

定義ファイル提供サーバーは、複数のサーバーを利用しています。そのため、

実際にダウンロードする IP アドレスは、世界中のサーバーからユーザーに近い
サーバーを選択してダウンロードします。  

従って、定義ファイル提供サーバーの IP アドレスを特定することはできませ
ん。  

特定のクライアントについては、一時的には特定できますが、適時変更される可

能性があります。 アクセス制御を行う場合、以下のような設定が可能です。  

①  ファイアーウォールで、本製品を導入したマシンから任意のアドレスの 80
番への接続を許可する。  
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②  プロキシ経由で定義ファイルの更新を行い、プロキシの設定で接続先を
avupdate.f-secure.com と dist.hde.co.jp に接続する。 

 

Q:パターンファイル更新が正常に動作しません。 

A：ご利用のネットワーク環境でプロキシをご利用ではないか、必要なポートにア
クセス可能か等ご確認ください。 

また、現在の最新アップデートパッケージを適用していない場合、更新が行えな

い場合がございます。以下より最新版を入手されアップデートを行い動作をご確認

ください。  

http://www.hde.co.jp/hav/support/ 

 

 

上記を行っても更新ができない場合は、以下の情報を取得し弊社サポート窓口

までご連絡ください。 

1. 「第 5 章 トラブルシューティング 2.テクニカルサポートセンターへのお問
い合わせ」に記載の環境情報ログ（diag.tar.gz ファイル）を取得しお送りく
ださい。 
http://www.hde.co.jp/hav/support/ 

2. 以下のログファイルをお送りください。 
 /var/log/lc.log 

 

Q:HDE Anti-Virus for Gatewayを導入したサーバーで Kernel Panic(カーネ
ルパニック)が発生します。 

A：通常、本製品のような一般アプリケーションが Kernel Panic(カーネルパニッ
ク)を発生させることはございません。 従って、OS(Kernel,ドライバ等)、ハードウェ
アの問題の可能性が考えられます。 

よろしければ、最新の Kernel、ドライバへのアップデートで修正が可能かご確認
いただくことをおすすめいたします。 

また、ご不明の場合や特に問題がないと考えられる場合、できましたら OS・
ハードウェアのベンダーにお問い合わせいただくことをおすすめいたします。 

なお、弊社では、Kernel Panic発生時の OSの動作状況について、エンジン開

 

アップデートファイルの入手先は、予告なく変更される場合がございま

す。ファイルをダウンロードされ、上書きインストールにてご対応くださ

い。 
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発元による確認・調査をさせていただきます。以下の情報を取得し弊社サポート窓

口までご連絡ください。 

1. 「第 5 章 トラブルシューティング 2.テクニカルサポートセンターへのお問
い合わせ」に記載の環境情報ログ（diag.tar.gz ファイル）を取得しお送りく
ださい。 
    http://www.hde.co.jp/hav/support/ 

2. 事象発生時の記録を含む /var/log/messages  

3. Kernel Panic時のメッセージ  

 

Q:スキャン時のエラーログにエラー「Engine Error」が記録されました。  

A：Engine Errorは、特定のファイルスキャン時にスキャンエンジンがエラーを発
生した場合に発生します。  

アップデートされ弊社最新製品をご利用場合、自動的にエンジンの再起動・復

旧を行ないますので、サービスが中断・停止することはありません。  

なお、エンジンエラーを引き起こしたファイル（crash ファイル）がエラーログ内
「crashfile=」に記録されていますので、当該ファイルを暗号化 ZIP等に圧縮して解
凍 用 パ ス ワ ー ド を メ ー ル 本 文 に 記 載 し 、 弊 社 検 体 受 付 先 
report@antivirus.hde.co.jp まで、ご送付ください。 また、サポート窓口までご一
報ください。 

開発元にて調査を行い、必要があればエンジンの修正等での対応を行なわせ

て頂きます。  

 

Q:スキャン時のエラーログにエラー「warning：Client connections reached 
maximum connections」が多数記録されました。  

A：クライアントの同時接続数が、設定した "待機プロセス数" に達した場合に
記録されます。最大接続数を超えた接続要求は、同時接続数が減少し、空きが出

るまでプロキシ処理を行いません。 

 

メッセージの表示頻度が少なく (1 時間に 1 回程度エラーが記録される場合)、
動作上の問題がない場合、一時的な接続数の増加と考えられます。この場合、特

に設定変更の必要はありません。 

 

最大検査時間はデフォルトで 90 秒ですが、無効(0)にするか大きくした場合、特
定のファイルの検査に時間がかかり、検査プロセス(fsavvsapid)の処理に長時間
待ちが発生してプロキシ処理が行えずに最大接続数に達する可能性があります。 
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この場合、最大検査時間はデフォルト(90秒)に戻していただきますようお願いい
たします。 

 

本製品とサーバー間または本製品とクライアント間でネットワーク障害が発生し

ている場合、プロキシ処理が行えずに最大接続数に達する可能性があります。 

この場合、ネットワーク障害を解決してください。 

 

多数のエラーが記録され、最大検査時間設定に変更がなく、ネットワーク障害

がないにもかかわらず、全てのサーバーへの接続ができずにタイムアウトする場

合、必要な同時接続数が設定した待機プロセス数を超えている可能性がございま

す。 

この場合、待機プロセス数を必要な数以上に設定する必要があります。 

 

必要なクライアントの待機プロセス数が不明な場合は、以下の暫定値程度に設

定して様子を見ていただけます。その後、必要に応じて変更してください。通常、待

機プロセス数は 2000以内に設定します。 

・ HTTP：200 

・ SMTP：50 

・ POP ：50 

・ FTP ：10 

なお、待機プロセス数設定を増やすと、同時に接続できる数が増えますが、同

時接続数が増えた場合にはメモリを消費します。メモリ消費量は 1 接続あたり約
500KB程度です。 

 

Q:検査時に「*** ENGINE MALFUNCTION ***」エラーが表示されます。 

A：該当ファイルを検査したときに、エンジンのエラーが発生した場合に表示され
ます。通常では表示されないメッセージとなりますので、発生した場合はエンジン

開発元への調査を依頼させていただきます。以下の情報を取得し弊社サポート窓

口までご連絡ください。 

1. 該当ファイル 
 (該当ファイルについては、暗号化 ZIP 書庫(パスワード 1234 等)で暗号
化の上、お送りください。) 

2. 定義ファイルのバージョン 
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3. 「第 5 章 トラブルシューティング 2.テクニカルサポートセンターへのお問
合わせ」に記載の方法にて診断ファイル(fsdiag.tar.gz)を取得し、お送りく
ださい。 

 

Q:スキャン対象ファイルの上限サイズはありますか?また、多段に圧縮された
ファイルは何段階まで検査できますか?  

A：サイズの上限は 2GB です。2GB を超えるファイルについては、先頭から

2GB部分まで検査を行います。また、圧縮ファイルは 6階層まで検査します。 

 

Q:検査中の CPU利用率が 100%近くになります。 

A：本製品は、ユーザーが利用する検査コマンドのプロセス(fsav)と、実際の検
査を行う検査エンジンプロセス(fsavd)で動作しています。 

 

また、できるだけ速く検査を終了するため、なるべく CPU を効率よく利用して検

査を行います。 

そのため、検査中の検査エンジンプロセス(fsavd)の CPU 利用率は 100%近く
になります。空いている CPU をなるべく利用するという動作は、本製品を含めた

Linux上の全てのプロセス共通の動作になりますので、問題ありません。 

なお、CPUを占有するわけではありませんので、他のプロセスと CPUを分け合
い同時に動作します。 

 

Q:HTTP でウイルス検査を行った場合、特定のストリーミングサイトを閲覧でき

ません。 

A：本製品では、受信したファイルを一度ファイルとして保存し、ウイルス検査を
行った後にクライアントに送信します。これにより、確実にウイルス検査を行い、ウ

イルスが発見された際はクライアントに検出メッセージを表示しております。 

一方、ストリーミングでは、随時データを送信する必要があります。 

従って、ストリーミングアプリケーションが、短時間の HTTP 接続を繰り返して少
しずつダウンロードする場合は問題なく動作しますが、HTTP 接続を常に維持した

状態でダウンロードする場合閲覧することができません。 

そのため、本製品では RealPlayer,MediaPlayer 等のストリーミングアプリ
ケーションについては、「HTTP プロキシ」 --「HTTP プロキシ詳細設定」の

User-Agentのデフォルト設定にて判断しウイルス検査を除外しています。 
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2. テクニカルサポートセンターへのお問合せ  

製品をご使用になる上でのご質問や検知されたウイルスに関するお問合せ等

は、以下よりサポートフォームをご利用いただきお問合せください。 

http://www.hde.co.jp/hav/support/info/info.php 

 

 

お問合せ時に弊社よりご利用環境の情報や各種ログの取得をお願いする場合

がございます。 

各種ログファイルは指定されたものを、HDE Anti-Virus製品の環境情報ログは
以下のコマンドにて取得していただきお送りください。 

以下のコマンドを実行し作成される diag.tar.gz ファイルを取得してください。 

# cd /home/virusgw; make diag 

 

※該当ファイルにつきましては、/home/virusgw以下に作成されます 

ウイルスサンプルは、次のアドレスにお送りいただきサポート窓口までご一報く

ださい。 

report@antivirus.hde.co.jp 

 

 

 

 
ご利用製品のサポート期限が切れている場合、お問合せを受付けられま

せんのでご注意ください。 

 
ウイルスサンプルは、サポートのメールアドレス等に送信しないでくださ

い。 
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