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1. 基本設定 

メールサーバーはメールの送信、受信のために必要なサービスです。主にメ

ール送信のための SMTPサーバーと、受信のための POPサーバーに分類

されます。 

example.comのメールサーバーの構築を例に、それぞれについて設定方法

を説明します。 

｢メインメニュー」－「メールサーバー(postfix)｣をクリックしてください。 
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 基本設定 

「基本設定」をクリックします。基本設定の画面では、メールを受け付けるドメイ

ン名を入力します。(この例では example.comです。) 

その後、「追加」ボタンをクリックすると、受け付けるドメイン一覧に追加される

ので、「設定する」ボタンをクリックして、基本設定を完了させます。 

この基本設定を完了させると、SMTPサーバーと POPサーバーの両方のサ

ーバーが使用可能になります。 

 

 

メールを受け付けたいドメイン名が、追加することなくはじめから受

け付けるドメイン一覧に表示されていたとしても、必ず「設定する」

ボタンをクリックし基本設定を完了させてください。 

基本設定が完了しないと、メールサーバーが使用可能になりませ

ん。 
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 詳細設定 

メールサーバーの待ち受けポート番号や最大メッセージサイズなどの詳細な

設定を行うことができます。 

 詳細設定 

◇ 最大メッセージサイズ 

ここでは、このサーバーで受信するメールの一通あたりの最大サイズを設定

することができます。 

postfixならば最大サイズは 10240000バイト(10 メガバイト)に指定されてい

ます。 

設定する場合には、制限するを選択して、最大サイズを入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了します。 

制限しない場合は、「制限しない」を選択して下さい。 

 

サイズは本文部だけでなくメールヘッダ部を含んだ全体のサイズ

です。 

 

◇ DNSホスト名解決 

DNSによる名前解決が正常に行われない場合、スマートリレーを行うことが

できません。 

その場合、名前解決を行わないように設定する必要があります。 

特別な理由がない限り、DNSホスト名解決を行うように設定してください。 

◇ サーバーバージョン表示 

SMTPによる接続時に Postfixのバージョン番号を表示させるか、させないか

を設定します。 
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 メールサービス設定各種メールサービスの待ち受けポート 

番号とメールサービスを有効にするかの指定を行います。利用できるプロトコ

ルは、お使いの OSのバージョンや、メールスプールの形式によって異なりま

す。 

プロトコル毎に、ポート番号を変更することができます。 

他のサービスによって既に使用されているポートを指定しますと、起動ができ

なくなりますので変更は慎重に行ってください。 

また、利用しないプロトコルは、チェックを外すことにより、無効になります。利

用しないものは、セキュリティ上なるべく無効にすることをお勧めいたします。 
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 セキュリティ設定 

SMTP接続について、SMTP認証や SSL/TLSに関する設定、Submission

についての設定を行います。 

◇ SMTP 

SMTP認証でユーザー認証を行う場合は、「有効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SSL/TLSの項目については、通信を暗号化するか指定します。 

「有効」 通信の暗号化はクライアント側の設定に依存します。クラ

イアント側で SSL/TLSを使用する設定の場合のみ通信

が暗号化されます。 

SMTP認証を有効にしている場合は、パスワードを保護するために、「有効」

に設定することをお薦めします。 
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◇ Submission 

Submissionポートを利用する場合に SMTP認証でユーザー認証を行う場合

は、「有効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SSL/TLSの項目については、通信を暗号化するか指定します。 

「無効」 通信の暗号化は行われません。 

「有効」 通信の暗号化はクライアント側の設定に依存します。クラ

イアント側で SSL/TLSを使用する設定の場合のみ通信

が暗号化されます。 

「強制」 必ず通信は暗号化されます。クライアント側で SSL/TLS

を使用しない設定になっている場合は、メールの送信はで

きません。クライアント側の設定ミスで通信が暗号化され

ない状態を防ぐことができます。 

 

◇ SMTPS 

SMTPSを利用する場合に、SMTP認証でユーザー認証を行う場合は、「有

効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SMTPによる通信の場合には、メールクライアントで SSLの設定が必要にな

ります 

 

 

SMTP認証で使用できるパスワードは、システムパスワードです。 

システムパスワードには、プレーンテキストでの認証のみとなりま

す。 

APOPのパスワードを利用する場合には、DIGEST-MD5と

CRAM-MD5も使用できます。 
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 高度な設定 

メールサーバーについての高度な設定を行います。 

 

 

サイズは本文部だけでなくメールヘッダ部を含んだ全体のサイズ

です。 

 

必要な場合にのみ設定をしてください。通常の利用の場合には、変更する必

要はありません。 

◇ メッセージ キュー保存時間 

メール配送不可で送り返すまでに、メールがキューに保存されている最大時

間を設定します。 

「maximal_queue_lifetime」パラメータが設定されます。 

◇ バウンスメッセージ キュー保存時間（秒） 

配送不可で送り返すまでに、バウンスメールがキューに保存されている最大

時間を設定します。 

「bounce_queue_lifetime」パラメータが設定されます。 

◇ 最大再送間隔（秒） 

メール再送タイミングの最大間隔を設定します。 

「maximal_backoff_time」パラメータが設定されます。 
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◇ 最小再送間隔（秒） 

メール再送タイミングの最小間隔を設定します。 

「minimal_backoff_time」パラメータが設定されます。 
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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。 

 

 

SMTP AUTH対応のメールクライアントであれば、ここで明示的に

許可しなくても配信/中継が可能です。 
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 アクセス制御 

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、

ドメイン名、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 

ドメイン名 example.com ドメイン名を入れる 

 

 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. スマートリレー設定  

ここでは、ファイアウォール内にあるメールサーバーから外部にメールを送信

する際に経由し、メールを転送させる機能である、スマートリレーについて設

定します。 

 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、全てのメールの

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。 

「セカンダリ配送先メールサーバー」は、プライマリサーバーへの接続が失敗

した場合にセカンダリ配送するメールサーバーです。 

セカンダリメールサーバーはスマートリレー設定されたドメインに対して 1つの

み指定可能です。セカンダリメールサーバーを利用したくないドメインは「転送

失敗時に、セカンダリに転送する」のチェックを外して設定を行います。 

転送先の利用設定を変更する場合は、該当設定を削除してから再設定を行

います。 
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4. 転送制限数設定  

メール転送先アドレス数の制限を行います。 

転送制限数を設定したい場合は、「メール転送数を制限する」にチェックを入

れ、「メール転送制限数」に制限したい数を入力して、「設定する」ボタンをクリ

ックしてください。これにより、「個人情報管理」－「メール転送」で登録できる転

送先メールアドレス数を制限できます。 

また、メール転送数を無制限にする場合は、「メール転送数を制限する」のチ

ェックを外し、「設定する」ボタンをクリックしてください。 
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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。 

 

 

ユーザー名（ログイン名）に利用できる文字は、半角英数字、「-」

（ハイフン）、「_」（アンダースコア） が利用できます。また、最初の

文字は必ずアルファベットの小文字である必要があります。 
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「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

システム予約エイリアスは通常表示されません。システム予約エイリアスを表

示する場合は、「システム予約エイリアスを表示する」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。 

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、「,」カンマ、または、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。 
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6. APOP 設定  

この APOP設定では、全てのユーザーの APOPデータベースを削除し、全

員を POP認証にするときに使用します。 

APOPデータベースを初期化する場合は、「APOPデータベースを初期化す

る」をクリックしてください。APOPデータベースが削除されます。 

 

  

 

 


