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1. 基本設定  

ここでは、メールサーバーの基本設定を行います。 

 

 基本設定 

メールの受け付けを許可するドメイン名が一覧表示されます。 

このメールサーバーで送信できるメールのメッセージサイズを制限したい場合

は、「最大メッセージサイズ」にそのバイト数を入力してください。 
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 詳細設定 

 送信ポート番号の設定 

必要に応じて、SMTPS、Submission プロトコルでの待ち受けの要否（有効/

無効）を変更します。 

メールウィルススキャナを同一サーバーに導入するなど、メールサーバーの

送信ポート番号（SMTP、SMTPS、Submission プロトコルの待ち受けポート

番号）を変更する必要がある場合は、各プロトコルのポート番号を変更します。 

 受信ポート番号の設定 

必要に応じて、POP3S、IMAP、IMAPS プロトコルでの待ち受けの要否（有効

/無効）を変更します。 
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メールウィルススキャナを同一サーバーに導入するなど、メールサーバーの

受信ポート番号（POP3、POP3S、IMAP、IMAPS プロトコルの待ち受けポー

ト番号）を変更する必要がある場合は、各プロトコルのポート番号を変更しま

す。 

 セキュリティ設定 

以下のようなメール送信時のセキュリティを設定します。 

SMTPSや Submission ポートからメール送信する場合、SMTP認証を強制

するか否かを設定します。 

SMTP ポートからメール送信する場合、SSL/TLSによる通信経路の暗号化を

有効（強制ではない）にするか否かを設定します。 

Submission ポートからメール送信する場合、SSL/TLSによる通信経路の暗

号化を強制、または、有効（強制ではない）にするか否かを設定します。 

 高度な設定 

メールサーバーとして使用している postfix や dovecot の設定を確認します。 

表示された設定が間違っていない限り、通常変更する必要はありません。 
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2. アクセス制御  

全てのホストからのメール中継を許可した場合、悪意のあるユーザーが不正

にメール中継を利用し、迷惑メールを送信する等に悪用される恐れがありま

す。不正なメール中継を防ぐために配信・中継を許可するクライアントを設定

します。 

 

 

この設定での「クライアント」とは、メール中継を許可する、IPアド

レス・ドメイン名・ネットワークアドレスの範囲を意味します。 

 

 

アクセス制御で送信を許可されていないクライアントからメールを

送信する場合、メールクライアントソフトウェアが SMTP AUTH に

対応している必要があります。 
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 送信を許可するクライアント追加 

メールの送信を許可するクライアントを追加します。クライアントの IP アドレス、

ネットワークアドレスのいずれかを入力し、「追加」ボタンをクリックして追加し

ます。 

 

追加すると「送信を許可するクライアント」のリストにクライアントが表示されま

す。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 

設定項目 入力値 指定範囲 

IPアドレス 192.168.0.1 IPアドレス 

ネットワークアドレス 192.168.0. ネットワークアドレスで区切

られるネットワークの範囲 

IPアドレス範囲指定 192.168.0.21-24 IPアドレスの範囲 

 

 

 

 

 送信を許可するクライアント削除 

「送信を許可するクライアント」のリストから、削除するクライアントの「削除」ボ

タンをクリックします。 

ボタンが「取消」ボタンに切り替わります。削除を取り止める場合は「取消」ボタ

ンをクリックします。 

 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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3. スプール容量制限  

メールアカウントを持つユーザーが使用できる、メールスプール(メールを保存

しておける領域)の容量を制限します。 

 

 ユーザーの検索 

スプール制限の容量を設定するユーザーを検索します。 

 

「ユーザー検索」、に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変

更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

通常システムアカウントは表示されません。検索結果にシステムアカウントを

表示する場合は、「システムアカウントも表示する」を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

ユーザーの頭文字から検索する場合は、「ユーザーの頭文字」に表示されて

いる、頭文字の範囲をクリックします。全てのユーザーを一度に表示する場合

は、「全て表示」をクリックします。 

ユーザー名、ディスク使用量については、項目名をクリックすることで、表示を

降順/昇順に切り替えることができます。 

 

制限容量を設定する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 
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容量制限の設定画面が表示されます。 

使用できる最大容量の値を「制限容量」に入力します。 

容量制限をかけない場合は、「メールスプールに容量制限をかけない」を選択

します。 

 

「OK」ボタンをクリックします。 

制限容量一覧画面に戻ります。「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了

します。 
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4. スプール容量制限一括設定  

メールアカウントを持つユーザーが使用できる、メールスプールの容量制限を

一括設定します。 

 

 ユーザーの検索 

スプール制限の容量を設定するユーザーを検索します。 

「ユーザー検索」に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変

更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

通常システムアカウントは表示されません。検索結果にシステムアカウントを

表示する場合は、「システムアカウントも表示する」を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

ユーザーの頭文字から検索する場合は、「ユーザーの頭文字」に表示されて

いる、頭文字の範囲をクリックします。全てのユーザーを一度に表示する場合

は、「全て表示」をクリックします。 

ユーザー名、ディスク使用量については、項目名をクリックすることで、表示を、

降順/昇順に切り替えることができます。 

制限容量を設定する場合は、設定するユーザーを選択し、「進む」ボタンをクリ

ックします。 
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容量制限の設定画面が表示されます。 

 

使用できる最大容量の値を「制限容量」に入力します。 

容量制限をかけない場合は、「メールスプールに容量制限をかけない」を選択

します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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5. エイリアス設定  

メールアカウントに対して、他のメールアドレスへ転送するための設定を行い

ます。 

 エイリアスの設定 

エイリアスにつける名前を、「追加エイリアス名」に入力します。 

 

 

エイリアス名は、アルファベット小文字、または、数字で始まり、ア

ルファベット小文字、数字、「-(ハイフン)」、「_(アンダーバー)」で構

成される文字列です。 

 

「エイリアス値」に転送先となる、ローカルユーザーのユーザー名、または、リ

モートユーザーのメールアドレスを入力します。 

複数指定する場合は、「, 」(カンマ)で区切って入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、エイリアスを追加します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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 エイリアスの検索 

エイリアスを検索する場合は、「エイリアス検索」に検索キーワードを入力しま

す。 

検索結果の表示件数を変更する場合は、「最大表示件数」の値を変更します。 

 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

エイリアスの頭文字から検索する場合は、「エイリアスの頭文字」に表示され

ている頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているエイリアスを、全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリ

ックします。 
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 エイリアスの編集 

エイリアスを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

「エイリアス値」に転送先となる、ローカルユーザーのユーザー名、または、リ

モートユーザーのメールアドレスを入力します。 

複数指定する場合は、改行区切りで入力します。 

 

「OK」ボタンをクリックします。 

エイリアス一覧画面に戻ります。 

 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 

 

 

 エイリアスの削除 

エイリアスの削除を行う場合は、エイリアス名の削除ボタンをクリックします。

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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6. エイリアス一括設定  

 CSV一括エイリアス登録 

メールエイリアスを一括して登録します。 

 

 ファイルアップロードして追加する場合 

 

 ローカルマシン上の CSV形式のエイリアスリストをアップロードして追加する

場合は、「ファイルをアップロードしてエイリアスを追加する」に、ローカルファイ

ルの指定ウィンドウからファイルの場所を指定します。 
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 手動で追加する場合 

手入力の場合は「手動でまとめてエイリアスを追加する」にエイリアスリストを

入力します。 

1 行に 1 エイリアスを所定の形式に従って入力するか、コピー＆ペーストで指

定します。 

 CSV 一括エイリアス登録時のファイルおよび手入力での書き方は、下記のよ

うになります。 

1.エイリアス名(必須) 

2.エイリアス値(必須) 

転送するメールアドレスを指定します。 

複数指定する場合は、全体をダブルクォーテーションで括って指定

してください。 

 

例:  developers,"foo@example.com,bar@example.org" 

 

エイリアスリストに記載されたエイリアス値がメールアドレス形式でなくローカ

ルパートのみ指定しているものに対して、自動的にデフォルトドメイン名を補完

するには、「 @ドメイン名 がついていないエイリアス値に @xxxxx.xxx を補完

する。」 にチェックを入れます。 

「追加」ボタンをクリックして登録します。 

 

半角カナ／全角文字がファイル名、またはパスに含まれる場合、

アップロードが正常に実行できないことがあります。 
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 CSV一括エイリアス削除 

メールエイリアスを一括して削除します。 

ローカルマシン上のエイリアスリストをアップロードして削除する場合は、「ファ

イルをアップロードしてエイリアスを削除する」に、ローカルファイルの指定ウィ

ンドウからファイルの場所を指定します。 

 

 手入力の場合は「手動でまとめてエイリアスを削除する」にエイリアスリストを

入力します。 

 1 行に 1 エイリアスを所定の形式に従って入力するか、コピー＆ペーストで

指定します。 

 

「削除」ボタンをクリックして削除します。 
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半角カナ／全角文字がファイル名、またはパスに含まれる場合ア

ップロードが正常に実行できないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エイリアスリストのダウンロード 

 デフォルトドメイン(リアルドメイン)に登録されているメールエイリアスを、CSV 

形式のファイルに保存することができます。 
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  「ダウンロード」ボタンをクリックし、保存場所を指定してダウンロードします。 
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7. スマートリレー設定  

通常、外部にメールを送信する場合、メールサーバーは、宛先メールアドレス

に含まれるドメイン情報からそのドメインのメールサーバーを取得し、そのメー

ルサーバーに直接メール送信します。 

スマートリレーを設定すれば、メールサーバーから外部に直接メール送信する

のではなく、強制的にファイアウォールやウィルススキャナー等を経由させてメ

ール送信することができます。 

 

 スマートリレーの設定 

スマートリレーの対象の設定を行います。 

 

転送先には、IPアドレスまたは FQDN（ホスト名とドメイン名）とポート番号の

組み合わせで指定することができます。 

例として、内部宛てのメール(@以下が、local.example.com)は、

192.168.12.34の 1025番ポートへ転送(処理を任せる)し、外部宛てのメール

は、192.168.56.78の 25番ポートへ転送する(処理を任せる)設定例を説明し

ます。 

ドメイン名に「local.example.com」と入力、転送先に「192.168.12.34」、ポート

番号に「1025」と入力し「追加」ボタンをクリックします。次に、すべてのメール

の転送先に「192.168.56.78」、ポート番号に「25」と入力し「追加」ボタンをクリ

ックします。 

 

「追加」ボタンをクリックして、設定を追加します。 

設定を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。削除を止める場合は、

再度ボタン(「取消」ボタン)をクリックします。 

 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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8. スパム拒否設定  

スパム(受信者に無断で送信される広告メール等)の受信を拒否するための設

定を行います。 

 

 受信拒否リスト自動設定 

 

メールサーバー参照する RBL(Realtime Blackhole List)の設定を行います。 

RBLにはメールを不正中継するメールサーバーが登録されており、RBLを登

録することによって不正中継をするメールサーバーからのメールを拒否するこ

とができます。 

多くのスパムは送信元隠蔽のためにこのような不正中継を行うメールサーバ

ーから送信されています。 

RBL参照先のサーバーを 1サーバー1行で入力します。参照しない場合は

全て削除します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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 受信拒否リスト手動設定 

受信を拒否する送信元メールアドレスを設定します。 

1 メールアドレス 1行で入力してください。メールアドレスは

「spam@example.co.jp」のようにフルアドレスで入力できるほか、

「@example.co.jp」のようにドメインでの指定をすることができます。拒否しな

い場合は全て削除してください。 

 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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9. 送信者認証設定  

SPFや DomainKeysといった送信者認証技術を利用し、アドレスを詐称した

メールを判定することができます。 

 SPFとは 

メールを受信する際に、DNSサーバーに登録されている送信元ドメインの正

規のメールサーバー情報（SPF情報）を取得し、送信元ドメインの正規のメー

ルサーバーから送信されたものであるか否かを判断する技術です。 

 SPFの仕組み 

1. じめ送信側が自分のドメインのMTA（メールサーバー）のリストを DNS

サーバーの特殊なレコード(TXT)に登録しておく（※正確にはリストの参

照先とポリシーを登録する）。 

2. 送信MTAは普通にメールを送信する。 

3. 受信側MTAは、送信してきた MTAの IPアドレスを控える。 

4. 受信側MTAが、受け取ったメールアドレスの From:についているドメイ

ン名の DNSに問い合わせ、TXTレコードを受け取る。 

5. 受信側MTAは、TXTレコードをもとに、MTAがそのドメインのものかど

うかを確認し、無ければ送信者詐称と判断する。 
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 DomainKeysとは 

送信されるメールに暗号化された電子署名がなされ、受信側がその内容を確

認し、正しければ受信を許可する技術。フィッシングメールの場合、正しい電

子署名を添付できないため、受信時に判別することができます。 

 DomainKeysの仕組み 

あらかじめ送信側が自分のドメインの公開鍵を DNSサーバーの特殊なレコ

ード(TXT)にテキスト形式で登録しておく。 

送信MTA（メールサーバー）はメールを送信する際、秘密鍵と本文で署名を

計算し、メールヘッダに埋め込む。 

受信側MTAが、受け取ったメールアドレスの From:についているドメイン名

の DNSに問い合わせ、公開鍵を受け取る。 

受信側MTAは、公開鍵で署名を検証し、真正性を確認する。 

必ずしもサーバーベースの技術ではないので、MUA(メールソフト)でも真正性

の確認をすることができる。 
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 送信者認証設定 

送信者認証技術の設定を行います。 

 SPFを利用する場合 

「SPF を有効にする」にチェックを入れ、設定ボタンを押して下さい。 

 

SPFを有効にすると、受信したメールに Received-SPF ヘッダが

付加されます。 

 

 

SPF情報は、DNSサーバーに必ず設定しなければならない情報

ではありません。 

しかし、フィッシングメールは通常送信元を偽っており、ドメインで

SPF情報の登録が一般的になれば、通常送信元を偽装して送信

されるフィッシングメールを駆除し、フィッシング被害を減らすこと

ができます。 

また、携帯電話会社にもよりますが、ユーザーの設定次第では、

SPFにより正規のメールサーバーから送信されたメールであるこ

とが確認できないメール（SPFレコードが登録されておらず、判断

できないメールも含む）は全て受信拒否されます。 

このため、[DNSサーバー]の[レコード管理]にて、自サーバーのド

メインの SPF 情報を登録することを強くお勧めします。なお、SPF

情報として登録する具体的な内容については、SPFについて解説

されているWebサイト等を参照ください。 

(自ドメインが example.comの場合の一例) 

example.com.  IN   TXT  “v=spf1 a -all” 
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 DomainKeysを利用する場合 

「送信者認証技術を使用する」と「DomainKeysを有効にする」にチェックを入

れ、設定ボタンを押して下さい。 

 

 

このドメインのマスターネームサーバーになっていれば、設定ボタ

ンを押した時に、秘密鍵・公開鍵が生成され、DNSに

DomainKeys情報が自動的に登録されます。 

このドメインのマスターネームサーバーになっていなければ、

Domainkeys鍵管理画面で公開鍵をダウンロードして、DNSサー

バーに以下のようなテキストフィールドを追加してください。（例: 

example.com、公開鍵部は先頭・末尾行と改行を削除してくださ

い。) 

default._domainkey.example.com.  IN  TXT  “t=y; k=rsa; p=公

開鍵” 

 

 

DomainKeysを有効にすると、「アクセス制御」で追加した IPアド

レスから送信したメールにのみ DomainKey-Signatureヘッダが

付加(署名)されます。それ以外の IPアドレスから送信したメール

には DomainKey-Statusヘッダが付加(検証)されます。 
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 DomainKeys鍵管理 

DomainKeysで利用する秘密鍵のアップロードと、登録されている秘密鍵・公

開鍵のダウンロードを行うことができます。 

 

 秘密鍵のアップロード 

ダウンロードした秘密鍵の内容など、RSA 秘密鍵の平文テキスト(RSA/SHA-

1, 1024 bit)をテキストエリアに貼り付け、「アップロード」ボタンをクリックします。

秘密鍵をアップロードすると、公開鍵が生成され、DNS 情報の書き換えが行

われます。 

 

鍵は「送信者認証設定」で DomainKeysを有効にした際に自動的に生成され

るため、複数サーバーで同じ鍵を使いたいなどの理由の無い限り、鍵をアップ

ロードする必要はありません。 

 秘密鍵・公開鍵のダウンロード 

現在登録されている秘密鍵・公開鍵をダウンロードすることができます。 

 




