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1 PureMessage for Microsoft Exchange に
ついて
Sophos PureMessage 4.0 for Microsoft Exchange 2013 は、ウイルス/スパム/不要なメール
コンテンツに対する統合ゲートウェイおよびメッセージングセキュリティを提供します。

PureMessage は、社内メールを含む送受信メールすべて、および Exchange メッセージス
トアを検索し、また、脅威削減テクノロジーで未知または新しいメール送信型のセキュリ
ティ脅威からシステムを守ります。

PureMessage for Microsoft Exchangeは、1台または複数のサーバー上のメッセージにメー
ルセキュリティ対策を実施する製品です。

主要な機能
■ SMTP トランスポート層におけるフィルタリングで、受信メールが有効な受信者へ宛て
られたものであるか、また、ブロックの対象となる送信者から送信されていないかを確
認します。

■ 受信、送信、内部メール、および Exchange ストア (メールボックスやパブリックフォル
ダなど) に対して、SMTP トランスポート層でのウイルス対策を実施します。これによ
り、メッセージがウイルス検索され、適切なアクション (メールの隔離、感染した添付
ファイルの削除など) が実行されます。

■ スパム対策の対象は受信メールのみで、メッセージのスパムスコアを基に、「スパム」
または「スパムの疑いのあるメール」でないかをチェックし、適切なアクションを実行
します。エンドユーザーは、スパムダイジェストメールやWeb ベースのスパム隔離エ
リアを利用して、自分宛ての隔離されたスパムメールを管理することができます。

■ コンテンツフィルタリングは受信、送信メッセージ、および組織内部のメッセージが対
象となります。各組織のメール利用ポリシーに従って、不適切なコンテンツをフィルタ
リングしたり、メール通信を監視します。

■ ダッシュボードは、すべてのサーバーの状態をリアルタイムで一括表示します。画面に
は、隔離エリア情報に加え、サーバーのステータス、およびメッセージの処理数が表示
されます。

■ Active Directory との連携機能で、既存のユーザーやグループをメールポリシーで利用
することができます。

■ 受信、送信、組織内部のメールトラフィックに対して個別のポリシーを適用できます。
■ グラフまたは表形式の管理レポートを作成できるため、管理者はメールの傾向やメール
ポリシーの施行状況を確認できます。
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2 キーコンセプト

2.1 キーコンセプトの概要
PureMessage は、接続フィルタリング、ウイルス/スパム対策、コンテンツフィルタリング
機能を提供します。

ポリシーを設定して、メールの許可・ブロック・隔離、監視などを指定することができま
す。また、特定のユーザーやグループに対して、ポリシーをカスタマイズすることも可能で
す。

ここでは、PureMessage を使用する上で重要なキーコンセプトについて説明します。
■ 送受信・内部メール (p. 5)

■ メールドメイン (p. 6)

■ 信頼するリレー (p. 6)

■ フィルタリングの順序 (p. 6)

■ ポリシー (p. 7)

■ アップデート (p. 7)

2.2 送受信・内部メール
PureMessage は設定されたメールドメイン、信頼できるリレー、および接続ホストの IP ア
ドレスを利用して、送受信・内部メールを識別します。

受信メール

以下のいずれかの条件が満たされた場合、受信メールとして識別されます。
■ メールドメインリストに、対象の受信者ドメインがあり、送信者の IP アドレスが外部ア
ドレスである場合。

■ メールドメインリストに、対象の受信者ドメインがあり、上り (信頼する) リレーのリス
トに含まれている内部 IP アドレスからメッセージが送信された場合。

送信メール

設定されたメールドメインリストに、対象の受信者ドメインがない場合、送信メールとして
識別されます。

内部メール

メールドメインリストに、対象の受信者ドメインがあり、送信者の IP アドレスが内部アド
レス、または使用不可の場合 (MS Outlook によって内部 MAPI メッセージが送信されたと
き)、内部メールとして識別されます。
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2.3 メールドメイン
メールドメイン (mycompany.com など) は、PureMessage が送受信・内部メッセージを正
しく識別するために必要です。

メールドメインは、インストール時に検出・取得できますが、後で追加することもできま
す。

PureMessage が使用するメールドメインの指定に関しては、ルーティング (p. 16) を参照し
てください。

メール方向に関する詳細は、送受信・内部メール (p. 5) を参照してください。

2.4 信頼するリレー
メールリレーは、インターネット上のある地点から別の地点にメールを送信するために使用
されるサーバーです。各メールには、そのメールを送信するために利用されたメールサー
バーを含め、通過したメールリレーのリストが含まれています。

信頼するリレーは、PureMessage にメールを送信・転送する既知のメールサーバーを指し
ます。

信頼するリレーには、ご使用の ISP の SMTP サーバーや、PureMessage サーバーの上流に
あるネットワーク上のメールリレーが含まれます。これらは、スパムメールの送信元として
使用されている可能性が極めて低いため、信頼されています。信頼するリレーのリストにあ
るサーバーはスパムメールを中継しますが、スパム送信元である可能性は極めて低くなって
います。

デフォルトで PureMessage は、メール内で指定される各メールサーバーアドレスについ
て、送信者認証 (IP ブロックリストによる) フィルタリングを実行するように設定されてい
ます。サーバーが信頼されたリレーのリストに追加されると、「信頼できる」ため、その
サーバーに対する送信者認証チェックは省略されます。これにより、メール検索スピードが
向上し、PureMessage はスパムメールをより確実に識別することができるようになります。

信頼するリレーに関する情報は、信頼するリレー (p. 16) を参照してください。

2.5 フィルタリングの順序
PureMessage は一定の順番でメッセージをフィルタリング処理します。ここでは、デフォ
ルトの順番について説明しています。

これは、ご使用の PrueMessage サーバーが SMTP トランスポートレベルでメールを受信
し、その後、メールが Exchange ストアに転送されることを想定した場合の順番です。

1. フィルタリング: SMTP トランスポートレベルで実施され、受信者の検証およびカスタ
ムブロックリストが利用されます。これによって、かなりの量のメールが SMTP トラン
スポートレベルで拒否されます。

2. ウイルス対策:送受信・内部メールが対象となります。
3. スパム対策:受信メールのみが対象となります。
4. コンテンツフィルタリング:送受信・内部メールが対象となります。
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5. Exchange ストア検索: Exchange ストア (メールボックスおよびパブリックフォルダ) 内
のメールが対象となります。

また、各ポリシーに適用した「アクション」も、フィルタリング順序に影響します。たとえ
ば、コンテンツフィルタリングに「削除」というアクションを設定し、ウイルス対策に「隔
離」というアクションを設定した場合、コンテンツフィルタリングが先に実行されます。

2.6 ポリシー
ポリシーは、PureMessage がメールをどのように検索し、脅威/スパム/不要なコンテンツに
対してどのようなアクションを実行するかを指定する設定をまとめたものです。

メール検索の種類ごとにポリシーを設定することができます。たとえば、ウイルス対策、ス
パム対策、およびコンテンツフィルタリングに対して、それぞれ異なるポリシーを設定す
ることができます。

ポリシーで、通常、以下の項目を指定することができます。
■ 検索するメールの種類 (例:受信、送信)

■ 各イベント (例:感染メール) に対して実行するアクション
■ 設定したアクションを適用しない例外ユーザー/グループ
■ メール警告の送信

ポリシーの設定方法は、ポリシーの設定 (p. 28) を参照してください。

2.7 アップデート
PureMessage がメールをフィルタする際に使用するウイルス対策データおよびスパムルー
ルは、頻繁にアップデートする必要があります。

アップデートは、PureMessage に付属されている Sophos AutoUpdate機能によって自動
的に実施されます。タスクバーにある Sophos AutoUpdate アイコン (青い盾) から、アップ
デートステータスを表示したり、アップデートを環境設定することが可能です。

Sophos AutoUpdate は、次のようにしてアップデート版を入手します。
■ ウイルス対策アップデート版は、インターネット経由でソフォスから直接入手したり、

Sophos Enterprise Console (Small Businesss Edition をご使用の場合は、Sophos Control
Center) が維持しているネットワーク上の CID (セントラルインストールディレクトリ)
から入手することができます。

■ スパムルールの最新版は、ソフォスから直接入手する必要があります。

したがって、スパム対策フィルタリングをご使用になる場合、PureMessage を稼動してい
るコンピュータがインターネットにアクセスできるようにしてください。

注:

■ CID (セントラルインストールディレクトリ) の作成に関する情報は、「Sophos Endpoint
Security and Control ネットワークスタートアップガイド」を参照してください。

■ Sophos AutoUpdate の設定に関する情報は、Sophos AutoUpdate のヘルプファイルを参
照してください。
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3 管理コンソール

3.1 管理コンソールの概要
「管理コンソール」では、メールの処理状況を表示したり、すべてのサーバー上の
PureMessage を管理することができます。
■ PureMessage ツールバー (p. 8)

■ PureMessage メニューツリー (p. 8)

3.2 PureMessage ツールバー

管理コンソールに表示される「PureMessage ツールバー」は、標準メニュー/ツールバーの
拡張機能です。主な PureMessage ボタンは次のとおりです。

このボタンをクリックすると、別のサーバーグループへ接続します。このとき、接続したい
サーバーをグループから指定する必要があります。

変更した内容を保存するには左側のボタンを、元に戻す場合は右側のボタンをクリックして
ください。

3.3 PureMessage メニューツリー
画面の左 (ツリー) パネルに「PureMessage メニューツリー」が表示されます。サーバーグ
ループ (ルートノード) に管理コンソール接続先となるサーバーグループの名前が表示され
ます。各メニューを開くには、メニューノードをクリックしてください。

「ダッシュボード」は、一般情報を表示したり、現在管理の対象になっているサーバーグ
ループに属するサーバーすべてをリスト表示します。ダッシュボードは、選択したサーバー
に関する統計値やグラフを表示します。サーバーでどのサービスが稼動中か、また、アップ
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デートが正しく動作しているかなどを確認できます。また、メールのスループットに関する
情報 (例:メッセージ処理数、検出ウイルスランキング、隔離エリア用データベースのサイ
ズ) も表示されます。

「アクティビティモニター」は、PureMessage によって検索されたメール分類の詳細な内
訳を表示します。管理者は、ここから、各サーバーの PureMessage 検索サービスを起動・
停止することもできます。

「環境設定」ノードには、「システム」、「ユーザーおよびグループ、トランスポート
(SMTP) 検索ポリシー」、「Exchange ストア検索」ポリシーノードがあります。

「システム」ノードは、SMTP と Exchange ストア検索の両方に共通するシステム設定を
数多く提供します。ここには、「ルーティング」、「ウイルス大規模感染の設定」、「隔離
エリアの設定」、「ログの設定」、「警告の設定」、「メールタグ」、「レポートの設定」
などが含まれます。

「ユーザーとグループ」ノードは、Active Directory のユーザーやグループとの同期を行い
ます。また、カスタムユーザーやグループを作成することもできます。

「トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」ノードでは、送受信、内部メールが対象となりま
す。このメニューノードには、下記に説明する、「フィルタリング」、「ウイルス対策」、
「スパム対策」、「コンテンツ」、「免責事項」ノードへのショートカットがあります。そ
れぞれのノードから、関連するポリシーを定義することができます。その際、共通のポリ
シーまたは個別のポリシーで、特定のユーザーやグループを除外するよう設定できます。

「フィルタリング」ノードからは、「受信者検証」および「ブロックリスト」メニューを開
くことができます。

「ウイルス対策」ノードでは、送受信、内部メール用のポリシーを設定できます。

「スパム対策」ノードでは、スパムやスパムの疑いがあるメール用のポリシーを設定できま
す。

「コンテンツ」ノードでは、送受信、内部メール用のコンテンツフィルタリングポリシー
を設定できます。

「免責事項」ノードでは、送信メッセージに追加する免責事項を定義できます。

「Exchange ストア検索ポリシー」ノードでは、メールボックスおよびパブリックフォルダ
内のメールに対するウイルス対策ポリシーを設定できます。

「隔離エリア」ノードは、PureMessage により隔離されたメッセージをリスト表示します。
様々な検索基準を用いて隔離されたメッセージを検索し、選択したメッセージにアクション
を実行できます。

「レポート」ノードでは、送受信メールおよび内部メールすべてに関するレポートを作成す
ることができます。不快な表現、あるいはブロックする用語、接続のフィルタリングなど、
ウイルス、スパム、コンテンツの集計結果を表示します。

「ヘルプと製品情報」ノードから、ヘルプおよびソフォスのWeb サイトを表示できます。
ここには、PureMessage サーバーグループに属する各サーバーのシステム情報が表示され
ます。
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4 モニタリング

4.1 モニタリングの概要
管理コンソールから、サーバーステータスや全サーバー上のメールフローの概要を監視する
ことができます。
■ ダッシュボードの概要 (p. 10)

■ アクティビティモニターの概要 (p. 12)

4.2 ダッシュボードの概要
「ダッシュボード」は、一般情報や、現在管理対象のサーバーグループに属するサーバーの
一覧を表示します。また、選択されたサーバーについての集計結果やグラフを表示します。
サーバーでどのサービスが稼動中か、また、アップデートが正しく動作しているかなどを確
認できます。また、メールのスループットに関する情報 (例:メッセージ処理数、検出ウイ
ルスランキング、隔離エリア用データベースのサイズ) も表示されます。ダッシュボードの
情報は、2分ごとに自動更新されます。

「ダッシュボード」をクリックします。
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デフォルトで、リストの最初にあるサーバーが選択されています。システム不具合が発生し
ていなければ、サーバーはダッシュボードにアルファベット順で表示されます。サーバーに
問題がある場合、システムステータスの信号は赤になり、問題のあるサーバーは警告アイコ
ンで示され、リストの最初に表示されます。

システムコンソール

各サーバーについて、「システムコンソール」パネルは次の情報を表示します。
■ トランスポート検索のステータス:稼動中、停止済み (ユーザーによる操作)、使用不可。
検索を実行できない場合、警告が表示されます。

■ Exchange ストア検索のステータス:稼動中、停止済み (ユーザーによる操作)、使用不
可。検索を実行できない場合、警告が表示されます。

■ 前回のアップデートが正常に完了したか、また、完了した場合の日時。正常に完了しな
かった場合、警告が表示されます。

■ ウイルス大規模感染が発生していないか、発生している場合はサーバーのどの部分か。

今日の統計サマリー

「今日の統計サマリー」パネルに、選択されたサーバーに関するその日 (午前零時以降) の
統計サマリー情報が表示されます。これには、トランスポート (SMTP) 検索、Exchange ス
トア検索、および隔離データベースに関する情報が含まれます。

トランスポート (SMTP) 検索

その日のトランスポート検索の統計には、次のような情報が表示されます。
■ メッセージ処理数
■ ウイルス検出数
■ スパム検出数
■ 1日平均メッセージ処理数
■ 検出ウイルスランキング

Exchange ストア検索統計

その日の Exchange ストア検索の統計には、次のような情報が表示されます。
■ 処理された添付ファイル数
■ 検出ウイルス数

隔離エリアの統計

その日の隔離エリアの統計には、次のような情報が表示されます。
■ 隔離エリア用データベースサイズ
■ 隔離エリア用フォルダサイズ

データフローグラフ

総メッセージ数やウイルス/スパムの割合、および隔離エリアのグラフは、午前零時からの
データフローを示しています。グラフには2種類の線があります。青い線は、午前零時から
のデータフローを示し、緑色の線は、データベース内にある全データを基にした 1時間あた
りの平均を示しています。たとえば、レポート作成用にデータを 30日間保存するよう
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PureMessage を設定すると、緑色の線は、過去30日間の 1時間の平均データフローを表示
します。

注:

■ PureMessage をインストールした直後で、まだアップデートが実施されていない場合、
「前回のアップデート日時」は「不明」と表示されます。アップデートを今すぐ実行す
るには、タスクバーにある盾アイコンを右クリックし、「今すぐアップデート」オプショ
ンを選択します。

■ Exchange 2007 または Exchange 2010 エッジトランスポートサーバーを、Exchange
2013 環境の境界ネットワークにインストールしている場合、エッジトランスポートサー
バーで、添付ファイルフィルタエージェントをデフォルトで使用できます。エージェン
トは、ファイル名とメールのコンテンツタイプを基にして、メールメッセージをフィル
タリングします。その結果、特定の添付ファイルを含むメールは、PureMessage (およ
び指定されているメール受信者) に届く頃には元の形式でなくなってしまっていることが
あります。これにより、PureMessage がメッセージに対して検出を行うウイルス、コン
テンツ、またはスパムスコアに影響が及ぼされることがあります。詳細は、補足 A:エッ
ジトランスポートサーバーを使用した添付ファイルのフィルタリング (p. 61) を参照し
てください。

4.3 アクティビティモニターの概要
「アクティビティモニター」には、選択したサーバーに関するメッセージの統計とログが、
リアルタイムで表示されます。

「アクティビティモニター」をクリックします。
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デフォルトで、サーバーはアルファベット順に表示され、リストの最初にあるサーバーが選
択されています。選択されたサーバーに関して、画面に以下の項目に関するカウンタが表示
されます。

各サーバーについて、サーバーグループ、トランスポート (SMTP) 検索および Exchange ス
トア検索のステータス、サーバーが最後に更新した日時、およびウイルス大規模感染の発生
状況が画面に表示されます。

随時、「SMTP」または「Exchange ストア」タブをクリックします。

選択したサーバーについて、SMTP または Exchange ストア検索ジョブを起動させるには、
「開始」ボタンをクリックします。

選択したサーバーについて、SMTP または Exchange ストア検索ジョブを停止させるには、
「停止」ボタンをクリックします。

カウンタをリセットし、画面ログをクリアするには、「クリア」をクリックします。

SMTPのメインパネルには、以下の項目に関するカウンタが表示されます。
■ 処理されたメッセージ
■ 接続のフィルタリング詳細 (カテゴリ別)

■ 受信メール (カテゴリ別、または実行したアクション別)

■ 送信メール (カテゴリ別、または実行したアクション別)

■ 内部メール (カテゴリ別、または実行したアクション別)

13

ヘルプ



Exchange ストアのメインパネルには、以下の項目に関するカウンタが表示されます。
■ 検索済み添付ファイル
■ 感染添付ファイル
■ 隔離された添付ファイル
■ 暗号化されている添付ファイル
■ 置換された添付ファイル
■ 検索不可の添付ファイル

「再検索の実行」をクリックすると、Exchange ストアの再検索を実行できます。

注:

■ PureMessage をインストールした直後で、まだアップデートが実施されていない場合、
「前回のアップデート日時」は「不明」と表示されます。アップデートを今すぐ実行す
るには、タスクバーにある盾アイコンを右クリックし、「今すぐアップデート」オプショ
ンを選択します。

■ PureMessage トランスポート (SMTP) 検索は、1つ以上の添付ファイルのあるメールを、
メッセージ 1つとしてカウントします。したがって、暗号化された添付ファイル 5つの
あるメールを受信した場合、アクティビティモニターはこれをメッセージ 1つとして表
示します。

■ 「受信」、「送信」、「内部」列の「配信済み」に対する数字は、処理したメッセージ
の総数と異なることがあります。メッセージは、含まれるコンテンツの種類や適用され
るポリシーの内容によって、異なった方法で分類されたり、対処されることがあります。
検索済みメッセージは、削除、隔離、または配信され、異なるポリシーが適用されるグ
ループのメンバーにメッセージが送信された場合は、何度も配信されることがあります。

■ Exchange 2007 または Exchange 2010 エッジトランスポートサーバーを、Exchange
2013 環境の境界ネットワークにインストールしている場合、エッジトランスポートサー
バーで、添付ファイルフィルタエージェントをデフォルトで使用できます。エージェン
トは、ファイル名とメールのコンテンツタイプを基にして、メールメッセージをフィル
タリングします。その結果、特定の添付ファイルを含むメールは、PureMessage (およ
び指定されているメール受信者) に届く頃には元の形式でなくなってしまっていることが
あります。これにより、PureMessage がメッセージに対して検出を行うウイルス、コン
テンツ、またはスパムスコアに影響が及ぼされることがあります。詳細は、補足 A:エッ
ジトランスポートサーバーを使用した添付ファイルのフィルタリング (p. 61) を参照し
てください。
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5 環境設定

5.1 環境設定の概要
「環境設定」ノードでは、ポリシーを設定したり、PureMessage の設定を変更することが
できます。

■ システム環境設定 (p. 15)

■ ユーザーとグループ (p. 24)

■ トランスポート (SMTP) 検索ポリシー (p. 34)

■ Exchange ストア検索ポリシー (p. 50)

5.2 システム環境設定

5.2.1 システム環境設定の概要
「システム」ノードは、SMTP と Exchange ストア検索の両方に共通するシステム設定を
数多く提供します。ここには、「ルーティング」、「ウイルス大規模感染の設定」、「隔離
エリアの設定」、「ログの設定」、「警告の設定」、「メールタグ」、「レポートの設定」
などが含まれます。

ノードを開くには、「環境設定 - システム」をクリックします。
■ ルーティング (p. 16)

■ 信頼するリレー (p. 16)

■ メールタグ (p. 17)

■ 警告の設定 (p. 18)

■ ウイルス大規模感染の設定 (p. 21)

■ 隔離エリアの設定 (p. 22)

■ レポートの設定 (p. 22)

■ ログの設定 (p. 23)
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■ バックアップと復元の環境設定 (p. 23)

5.2.2 ルーティング
「ルーティング」ダイアログボックスで、メールドメインおよび信頼するリレーを指定する
ことができます。

メールドメイン (mycompany.com など) は、PureMessage が送受信・内部メッセージを正
しく識別するために必要です。メールドメインは、インストール時に検出・取得できます
が、後で追加することもできます。

注:サブドメインを入力する必要はありません。サブドメインはドメインを入力すると自動
的に挿入されます。

上流 (信頼する) リレーは、PureMessage にメールを配信するサーバーです。このリレーは
メール方向を識別するために利用され、送信者認証チェックの対象になりません。信頼する
リレーについて、さらに詳しくは、「キーコンセプト」セクションの信頼するリレー (p. 6)
を参照してください。

メール方向に関する詳細は、送受信・内部メール (p. 5) を参照してください。

「環境設定 - システム」をクリックし、続いて「ルーティング」をクリックします。

リストに新しいドメインを追加するには、「追加」をクリックします。

既存のドメインを編集するには、「編集」をクリックします。

ドメインを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

インターネットと PureMessage の間にある上流メールサーバーを設定するには、「上流
(信頼する) リレー」をクリックします。信頼するリレー (p. 16) を参照してください。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.3 信頼するリレー

5.2.3.1 信頼するリレーの概要
「上流 (信頼する) リレー」ダイアログボックスを使用して、メールを PureMessage に配信
する、信頼できるリレーの IP アドレスを指定することができます。信頼するリレーについ
て、さらに詳しくは、「キーコンセプト」セクションの信頼するリレー (p. 6) を参照して
ください。PureMessage は、信頼するリレーを使って、メールの方向 (p. 5) を決定しま
す。また、信頼するリレーは、PureMessage による送信者認証チェックの対象になりませ
ん。

「環境設定 - システム」をクリックし、続いて「ルーティング」をクリックします。「ルー
ティング」ダイアログボックスで、「上流 (信頼する) リレー」をクリックします。

「追加」をクリックして、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を追加したり、運用管理用途
のコメントを追加することができます。ホスト IP アドレスの指定 (p. 17) を参照してくださ
い。

エントリを編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリックします。

エントリを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。
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「OK」をクリックして変更を保存します。

5.2.3.2 ホスト IP アドレスの指定
ホスト IP アドレス、ホスト IP アドレスの範囲、または送信者を、ブロックリスト (「ブ
ロックリスト」ダイアログボックスからこの画面にアクセスした場合) や、許可リスト (「許
可リスト」ダイアログボックスからこの画面にアクセスした場合) に追加することができま
す。

IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する

IP アドレス、または IP アドレスの範囲を入力してください。

コメント (任意)

ここにコメントを入力してください。これは、運用管理用途で使用されます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.4 メールタグ
検索処理されたメールの件名へ追加するタグ (コメント) を設定することができます。

「環境設定 - システム」をクリックし、続いて「メールタグ」をクリックします。

メールの件名欄/X-ヘッダにタグを追加する

この画面から、件名へタグ (コメント) を追加したり、また、様々なイベントの X-ヘッダを
追加することができます。

「件名タグの挿入位置」リストからオプションを選び、件名のどこにタグを挿入するかを指
定します。

「件名タグ」および/あるいは「X-ヘッダ」チェックボックスを選択すると、件名タグや X-
ヘッダが追加されます。また、スパムスコアを件名に追加することもできます。

検索の詳細を X-ヘッダとして追加する
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検索内容の詳細を X-ヘッダに追加するには、このチェックボックスを選択してください。
検索内容の詳細には、メッセージの検索に使用される、ウイルス検出エンジンやスパム検出
エンジンのバージョン番号などの情報が含まれます。

既にある場合は件名タグを追加しない

メールはいろいろな PureMessage サーバーを通過します。そのため、件名タグが重複しな
いよう、必ずこのチェックボックスを選択してください。このオプションを選択すると、
メールが転送されたり、エンドユーザーによって何度もメールが返信された場合に、タグの
重複を防ぐことができます。

デフォルトに戻す

このボタンをクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.5 警告の設定

5.2.5.1 警告の設定の概要
警告用のテンプレートを設定し、管理者用の警告メッセージの受信者を指定することができ
ます。
■ 警告用テンプレートの作成 (p. 18)

■ 警告の送信先メールアドレス (p. 19)

5.2.5.2 警告用テンプレートの作成
管理者はテンプレートを使用して、警告が送信された理由の詳細を受信者に通知することが
でます。

「環境設定 - システム - 警告の設定」をクリックし、「メール警告のテンプレート」タブを
クリックします。

メール警告の件名

メール警告の件名を入力します。テキストフィールド内を右クリックすると、使用可能な代
入記号 (p. 19) を表示できます。

メール警告の本文

「メール警告の本文」パネルに、警告の本文を入力します。テキストフィールド内を右ク
リックすると、使用可能な代入記号 (p. 19) を表示できます。

インシデントの詳細情報

「インシデントの詳細情報」パネルには、インシデント別に表示するテキストを入力しま
す。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルト設定に戻すことができます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.2.5.3 警告の送信先メールアドレス
この画面から、メール警告に関する次の 2種類の設定を行うことができます。
■ 管理者用メール警告を送信するメールアカウントの指定。
■ メール警告送信元メールアカウントの指定。この設定を行うと、受信した警告に返信で
きるようになります。

「環境設定 - システム」をクリックし、その後、「警告の設定」をクリックします。デフォ
ルトでは、「メールアドレス」タブが選択されます。
■ 管理者用メール警告の送信先

「管理者用メール警告の送信先」パネルは、管理者用警告メッセージを受信するメール
アドレスを一覧表示します。

新規メールアドレスを入力するには、「追加」をクリックします。

「編集」をクリックすると、ハイライト表示したアドレスを編集できます。

「削除」をクリックすると、ハイライト表示したアドレスが削除されます。

■ 送信元メールアドレス

「送信元メールアドレス」フィールドには、警告や別の PureMessage が作成したメッ
セージを送信する際に使うメールアドレスを指定します。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

警告用テンプレート (p. 18) タブをクリックすると、警告メール用のテンプレートを作成す
ることができます。

5.2.5.4 メール警告用の代入記号
各イベントに関する特定の詳細情報 (日付あるいは実行されたアクションなど) を警告の件
名またはメッセージに含めるには、以下の代入記号を使用します。

説明メッセージ本文および件名の代入記号

発生したイベント。例:「感染メールを処理しま
した」。

%MESSAGE_EVENTS%

メッセージに対して実行したアクション。%MESSAGE_ACTION%

イベントが発生した日付。%DATE%

イベントが発生した時刻。%TIME%

メッセージ ID。%MESSAGE_ID%

イベントが発生したサーバー名。%SERVER%
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説明メッセージ本文および件名の代入記号

メッセージの件名。%SUBJECT%

メッセージの送信者。%SENDER%

メッセージの受信者。%RECIPIENTS%

ジョブ名。「トランスポート (SMTP) 検索」また
は「Exchange ストア検索」など。

%JOB%

説明インシデントの代入記号

インシデントイベント。「感染を検出しました」
など。

%EVENT%

イベントが発生した場所。メール本文、件名、ま
たは添付ファイル名など。

%LOCATION%

イベント発生場所が置き換えられたかどうかを表
示。

%REPLACED%

追加情報の種類。ウイルス名など。%DETAILS_TYPE%

追加情報。「W32/Trojman」など。%DETAILS%

置換テキスト用の代入記号
各ウイルスあるいはエラーイベントに関する特定の詳細情報 (日付あるいは実行されたアク
ションなど) をテキストに含めるには、以下の代入記号を使用します。

説明記号

感染したメール、暗号化されているメール、検索
不可なファイル。

%EVENT%

イベントが発生した場所。メール本文、件名、ま
たは添付ファイル名など。

%LOCATION%

メッセージ ID。%MESSAGEID%

添付ファイルが置換された日付。%DATE%

添付ファイルが置換された時刻。%TIME%
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説明記号

テキストを置換用テキストを挿入したサーバーの
名前。

%SERVER%

ジョブ名。「トランスポート (SMTP) 検索」ある
いは「Exchange ストア検索」など。

%JOB%

追加情報の種類。ウイルス名など。%DETAILS TYPE%

追加情報。「W32/Trojman」など。%DETAILS%

5.2.6 ウイルス大規模感染の設定
一定時間内に、指定した数のウイルスが発見された場合、PureMessage は大規模感染警告
を管理者に送信することができます。設定画面で、大規模感染の定義を設定したり、警告の
内容を指定することができます。

「環境設定 - システム」をクリックし、続いて「ウイルス大規模感染の設定」をクリックし
ます。
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「ウイルス大規模感染の検出を有効にする」チェックボックスが選択されていることを確認
します。選択されていない場合、ウイルス大規模感染は検出されず、警告も送信されませ
ん。

ウイルス大規模感染の条件

デフォルトで PureMessage は、大規模感染発生時に管理者に警告を送信します。この設定
は変更することができます。

大規模感染発生時のウイルス警告を無効にする

「大規模感染発生時のウイルス警告を無効にする」をクリックすると、大規模感染中に、管
理者が大量の警告を受信しないようできます。そして、「一定期間内にウイルスが検出され
なければ警告を有効に戻す (指定単位:分):」ボックスに数字 (分単位) を入力してください。

ウイルス大規模感染通知メッセージ

「メッセージ件名」パネルにテキストを入力します。入力したテキストは、管理者に送信す
る警告メッセージの件名として使用されます。

「メッセージ本文」パネルにテキストを入力します。入力したテキストは、メッセージの本
文として使用されます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.7 隔離エリアの設定
「隔離エリアの設定」ページでは、削除するまで何日間メールを隔離データベースに保管し
ておくかを指定することができます。

「環境設定 - システム」をクリックし、「隔離エリアの設定」をクリックします。

メールメッセージを削除するまでの日数を入力してください。

指定した日数より古いアイテムを削除するには、「今すぐ古いメールを削除」をクリックし
ます。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.8 レポートの設定
「レポートの設定」ページでは、レポートデータを削除するまでの日数を指定することがで
きます。

「環境設定 - システム」をクリックし、「レポートの設定」をクリックします。

「レポート作成用のデータ収集を有効にする」チェックボックスを選択します。

レポートデータを削除するまでの日数を入力してください。

「今すぐ削除」をクリックすると、指定した日数より古いレポートデータが削除されます。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。
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注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.2.9 ログの設定
ログするメッセージの種類を指定する他、ログファイルの最大サイズを任意で設定すること
もできます。次の 3つのログレベルがあります。エラー、警告、および情報をログする、警
告とエラーをログする、あるいはエラーのみログする。またはログ機能を無効に設定するこ
とも可能です。

「環境設定 - システム - ログの設定」をクリックします。

トランスポート (SMTP) 検索のログレベル

「Windows イベントログ」リストからログレベルを選択するか、デフォルトを指定しま
す。

「ファイルログ」リストからログレベルを選択するか、デフォルトを指定します。

任意で、「ログファイルの最大サイズ」チェックボックスを選択し、「MB」ボックスに数
字を入力できます。ログフィアルのサイズが最大値に達した場合、タイムスタンプを含む名
前にファイル名に変更され、新規ログファイルが作成されます。

Exchange ストア検索のログレベル

「Windows イベントログ」リストからログレベルを選択するか、デフォルトを指定しま
す。

「ファイルログ」リストからログレベルを選択するか、デフォルトを指定します。

任意で、「ログファイルの最大サイズ」チェックボックスを選択し、「MB」ボックスに数
字を入力できます。ログフィアルのサイズが最大値に達した場合、タイムスタンプを含む名
前にファイル名に変更され、新規ログファイルが作成されます。

製品出荷時の設定に戻すには、「デフォルトに戻す」をクリックします。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

SMTP および Exchange ストア検索用のログファイル (SMTPScan.log および
ExchangeStoreScan.log) は、PureMessage インストールディレクトリ配下の Logsフォル
ダにあります。Windows イベントログが有効の場合、PureMessage は、Windows のアプ
リケーションイベントログにログを書き込みます。

5.2.10 バックアップと復元の環境設定
指定したフォルダに PureMessage の環境設定をバックアップできます。後日、必要に応じ
て復元することができます。

注:

■ 環境設定を復元すると、既存の環境設定が上書きされることにご注意ください。現在の
環境設定を保存する場合は、新しい環境設定を適用する前に、現在の環境設定をバック
アップしてください。
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■ PureMessage のサーバーグループ全体に対して環境設定を復元する前に、ユーザー別ポ
リシー、Active Directory の環境設定、および受信者検証の環境設定が新規グループでも
有効であることを確認してください。

PureMessage メニューツリーで、「環境設定 - システム」をクリックします。「環境設
定」メニューの右ペインに、「環境設定のバックアップ」および「環境設定の復元」オプ
ションがあります。

現在の環境設定をバックアップする方法は次のとおりです。

1. 「環境設定」メニューから、「環境設定のバックアップ」をクリックします。
2. フォルダを選択します。
3. 「OK」をクリックします。環境設定ファイルが選択したディレクトリに保存されます。

環境設定を復元する方法は次のとおりです。

1. 「環境設定」メニューから、「環境設定の復元」をクリックします。
2. 「フォルダの参照」画面で、環境設定が保存されているフォルダを選択します。
3. 「OK」をクリックします。
4. ポップアップボックスで、「はい」をクリックすると、その環境設定を復元することが
確定し、既存の環境設定が上書きされます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.3 ユーザーとグループ

5.3.1 ユーザーとグループの概要
「ユーザーとグループ」ノードは、Active Directory との同期や設定を行います。また、カ
スタムユーザーおよびグループを指定してエンドユーザー用のスパムダイジェストを設定す
ることもできます。

ノードを開くには、「環境設定 - ユーザーとグループ」をクリックします。
■ Active Directory (p. 24)

■ エンドユーザー用スパムダイジェストメール (p. 25)

■ カスタムユーザー/グループ (p. 26)

5.3.2 Active Directory

PureMessage と Microsoft Active Directory を連携させ、ディレクトリサーバーで既に設定
されているユーザーやグループを基に、メッセージポリシーを作成することができます。ま
た、ディレクトリサーバーに存在しないユーザー宛てのメッセージをフィルタリングするな
ど、Active Directory を利用して「受信者の検証」を行うこともできます。

「環境設定 - ユーザーとグループ」をクリックし、続いて、「Active Directory」をクリッ
クします。

Active Directory に接続するには、「Active Directory の検出」をクリックします。「Active
Directory の設定」パネル内のフィールドに検出結果が表示されます。
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AD LDS のインスタンス、または Active Directory Global Catalog Server と同期をとる場合
は、「ログイン情報」ペインにユーザー名およびパスワードを入力してください。入力しな
い場合、PureMessage は SophosPureMessage サービスのアカウントを使用してログオン
します。

「設定の確認」をクリックすると、Active Directory に接続します。入力されたユーザー名
とパスワードを使ってログオンが試みられます。ユーザー名とパスワードが正しい場合は、
ポップアップで確認画面が表示されます。「OK」をクリックして続行します。

Active Directory と同期する

パフォーマンスの観点から、PureMessage は Active Directory から取得したユーザーおよび
グループ情報のローカルコピー (キャッシュ) を作成します。「Active Directory と同期す
る」チェックボックスが選択されていることを確認します。次に、PureMessage と Active
Directory を自動または定期的に同期するよう設定します (ローカルコピーが更新されます)。

すぐに同期処理を始めるには、「今すぐ同期」をクリックします。

環境設定の変更内容を保存する必要があるという旨のポップアップが表示される場合があり
ます。「OK」をクリックして続行します。

注: 自動同期を選択した場合、Active Directory で変更した内容が PureMessage に反映され
るまでに 15分ほどかかることがあります。

AD LDS を使用する場合、ディレクトリサーバーの設定方法については、補足 B:PureMessage
と AD LDS との同期設定 (AdamSync を使用) (p. 62) を参照してください。

5.3.3 エンドユーザー用スパムダイジェストメール
エンドユーザーが各自で隔離されたスパムメールにアクセスできるよう、エンドユーザーに
通知を送信することができます。

注:ここでは、スパムダイジェストの設定方法について説明します。エンドユーザーが隔離
されたスパムメールに対処する方法や、Web ブラウザから隔離されたスパムメールに直接
アクセスする方法については、エンドユーザーによる隔離済みスパムへのアクセス (p. 55)
を参照してください。

「環境設定 - ユーザーとグループ」をクリックし、続いて「エンドユーザー用スパムダイ
ジェストメール」をクリックします。

1. 「エンドユーザー宛てにスパムダイジェストメールを送信する」チェックボックスを選
択します。

2. 「ダイジェストメールの件名」フィールドに件名を入力します。
3. 「ダイジェストメールの本文テキスト」パネルにダイジェストメールの本文を入力しま
す。右クリックすると、使用可能な代入記号が表示されます。

4. ダイジェストメールを送信する日時を設定します。ダイジェストメールは、1日に最高 2
回送信できます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.3.4 カスタムユーザー/グループ

5.3.4.1 カスタムユーザー/グループの概要
デフォルトで、トランスポート (SMTP) ポリシーは、すべてのユーザーに適用されていま
す。これと異なるアクションを実行するように既存のポリシー内で例外を設定し、カスタム
ユーザーまたはグループに対して適用することができます。カスタムユーザーやグループ
は、Active Directory とは別に設定できます。たとえば、ゲスト用に暫定的なカスタムユー
ザーを作成することなどが可能です。

「環境設定 - ユーザーとグループ」をクリックし、続いて、「カスタムユーザー/グループ」
をクリックします。

カスタムユーザー/グループ

メインパネルに、カスタムユーザーまたはグループに関する基本詳細情報(「タイプ」、「名
前」、「メール」、「説明」) が表示されます。

カスタムグループを追加するには、「新規グループ」をクリックします。「カスタムグルー
プ (p. 26) 」ダイアログボックスが表示されます。新しいグループを作成すると、「カスタ
ムユーザー/グループ」画面にグループが追加されます。

カスタムユーザーを追加するには、「新規ユーザー」をクリックします。「カスタムユー
ザー (p. 27) 」ダイアログボックスが表示されます。ユーザーの詳細を指定すると、「カス
タムユーザー/グループ」画面にユーザーが追加されます。

カスタムユーザーまたはグループを編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリック
します。

カスタムユーザーまたはグループを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリック
します。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.3.4.2 カスタムグループの概要
「カスタムグループ」ダイアログボックスでは、管理目的で使用するカスタムグループを作
成できます。たとえば、ポリシーに例外を設定し、特別なアクションをカスタムグループに
対して実行することができます。

「環境設定 - ユーザーとグループ - カスタムユーザー/グループ」をクリックし、続いて「新
規グループ」をクリックします。

グループの詳細

「グループ名」フィールドにグループ名を入力します。「説明 (任意):」フィールドは任意
で入力します。

グループメンバー

ダイアログボックスを開くと、メインパネルにカスタムグループメンバーがアルファベット
順に表示されます。新しいエントリはリストの末尾に追加されます。

カスタムグループに新規メンバーを追加するには、「追加」をクリックします。「ユーザー
とグループの検索 (p. 27) 」ダイアログボックスが表示されます。「ユーザーとグループの
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検索」ダイアログボックスで、該当するユーザーまたはグループを検索/選択し、「カスタ
ムグループ」ダイアログボックスに追加します。

カスタムグループを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.3.4.3 ユーザーとグループの検索
「ユーザーとグループの検索」ダイアログボックスでは、Active Directory またはカスタム
ユーザーやグループのリストからユーザーやグループを検索・選択できます。

「環境設定 - ユーザーとグループ - カスタムユーザー/グループ - 新規グループ」をクリック
し、「追加」をクリックします。

1. 「ユーザー/グループを探す場所:」のリストから、「Active Directory」または「カスタ
ムユーザー/グループ」のどちらかを選択します。

2. 「名前」フィールドに、検索するユーザーまたはグループの名前を記入します。ワイル
ドカード文字「*」、および「?」も使用できます。

3. 「説明」フィールドには、任意で検索対象について説明を記入してください。ワイルド
カード文字「*」、および「?」も使用できます。

4. 「検索」をクリックします。グループおよびユーザーの一覧がアルファベット順に表示
されます。

5. エントリをハイライト表示 (複数選択可) して「追加」をクリックします。選択したエン
トリが、新しいカスタムグループのメンバーとして、「カスタムグループ」ダイアログ
ボックスの「グループメンバー」パネルに追加されます。

5.3.4.4 カスタムユーザー
「カスタムユーザー」ダイアログボックスでは、新しいユーザーを作成できます。

「環境設定 - ユーザーとグループ - カスタムユーザー/グループ」をクリックし、続いて、
「新規ユーザー」をクリックします。

ユーザーの詳細

「表示名:」および「プライマリメールアドレス:」フィールドに、ユーザーの情報を入力し
てください。「説明 (任意):」フィールドには、任意で運用管理用途の注釈などを入力して
ください。

エイリアスメールアドレス (任意)

「表示名」と「プライマリメールアドレス」フィールドの入力は必須ですが、それ以外の
フィールドはすべて任意です。

「追加」をクリックすると、ダイアログ下部の「エイリアスメールアドレス」パネルに新
しいエントリが表示されます。新しいアドレスを入力します。

「編集」をクリックすると、ハイライト表示したアドレスを編集できます。(複数のエント
リを選択した場合、「編集」オプションは無効になります)。

「削除」をクリックすると、ハイライト表示したアドレスが削除されます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.4 ポリシー

5.4.1 ポリシーの概要
ポリシーは、PureMessage がメールをどのように検索し、脅威/スパム/不要なコンテンツに
対してどのようなアクションを実行するかを指定する設定をまとめたものです。

メール検索の種類ごとにポリシーを設定することができます。たとえば、ウイルス対策、ス
パム対策、およびコンテンツフィルタリングに対して、それぞれ異なるポリシーを設定す
ることができます。
■ ポリシーの設定 (p. 28)

■ アクションの設定 (p. 29)

■ 置換用テキストの設定 (p. 30)

■ 警告の設定 (p. 30)

■ 例外の設定 (p. 32)

5.4.2 ポリシーの設定
ここでは、ポリシーの設定方法の一例について説明します。

ウイルス対策ポリシーの設定
「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「ウイルス対
策」をクリックします。
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検索を有効にする
画面に、3種類のメール検索 (受信メッセージ、送信メッセージ、内部メッセージ) が表示さ
れます。

デフォルトでは、すべての検索が有効に設定されています。各種メールのメニューバーは青
色で、チェックマークと共に「ON」と表示されています。

注:メニューバーが赤色の場合は、該当する方向のメールに対する検索は無効になっていま
す。検索を有効にするには、対応するメニューバーの「OFF」という文字をクリックする
か、丸い警告アイコンをクリックします。

アクションの設定
イベントには、感染メール、暗号化された添付ファイル (例:パスワード保護されたファイ
ル)、または暗号化されたメッセージの 3種類があります。

各イベントに対し、ドロップダウンメニューからアクションを選択することができます (例:
メッセージを削除する、メッセージを隔離する、テキストで置換するなど)。詳細は、アク
ションの設定 (p. 29) を参照してください。

「テキストで置換する」を選択した場合、「テキスト」リンクが表示されます。リンク先へ
移動し、使用する置換テキストを設定してください。置換テキストを設定する方法の詳細
は、置換用テキストの設定 (p. 30) を参照してください。

警告の設定
アクションを実行するよう PureMessage を設定すると、「警告」リンクが表示されます。
リンク先へ移動し、警告を設定してください。警告の設定に関する詳細は、警告の設定 (p.
30) を参照してください。

例外の設定
また、特定のユーザーやグループをアクションの対象外としたり、特定のイベントにつき、
一部のユーザーやグループに別のアクションを適用することも可能です。詳細は、例外の設
定 (p. 32) を参照してください。

5.4.3 アクションの設定
ポリシーパネルにある「アクション」リストからアクションを選択します。次のオプション
を選択することができます。

注: ポリシーの種類によっては、表示されないオプションもあります。
■ 対処なし:何も実行されません。警告メッセージは作成されず、件名にタグは追加されま
せん。

■ メッセージを配信する:何も実行されませんが、警告メッセージが作成され、件名にタグ
が追加されます。
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■ テキストで置換する:添付ファイル全体をテキストで置換します。置換するテキストは設
定可能です。置換テキストを設定する方法の詳細は、置換用テキストの設定 (p. 30) を参
照してください。

■ 隔離して、テキストで置換する:元の添付ファイルを隔離し、テキストで置換します。置
換するテキストは設定可能です。このオプションは、Exchange ストア検索ポリシーに
対してのみ表示されます。置換テキストを設定する方法の詳細は、置換用テキストの設
定 (p. 30) を参照してください。

■ メッセージを削除する:メッセージ全体を削除します。
■ メッセージを隔離する:元のメッセージを隔離しますが、配信しません。
■ メッセージを隔離し、配信する:元のメッセージを隔離し、メッセージのコピーを受信者
宛てに配信します。

5.4.4 置換用テキストの設定
受信メッセージに感染添付ファイルがある場合など、PureMessage が添付ファイルをテキ
ストで置換する際、置換された添付ファイルについての情報 (そのアクションの原因となっ
たイベント、検出されたウイルス名など) を受信者に連絡することができます。

このメッセージの内容は、ポリシーを編集するときに指定します。

たとえば、「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「ウ
イルス対策」をクリックします。「ウイルス対策」ダイアログボックスで、表示されている
イベント 1つに対し、ドロップダウンメニューから「テキストで置換する」を選択します。
そして、表示される「テキスト」リンクをクリックします。

「置換用テキスト」ダイアログボックスのテキストボックス内を右クリックすると、使用可
能な代入記号 (p. 19) が表示されます。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルト設定に戻すことができます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.4.5 警告の設定
トランスポート (SMTP) や Exchange ストア検索に関する各イベントに対し、管理者、送信
者、受信者に警告を送信するかを設定することができます。例外を設定した場合、デフォル
ト (トップレベル) のイベントから警告の設定内容がコピーされます。

「警告の設定」ダイアログボックスは、いろいろな画面からアクセスすることができます。

「警告の設定」ダイアログボックスで、該当するチェックボックスを選択して、送信者、受
信者、または管理者に警告を送信します。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.4.6 メール警告用の代入記号
各イベントに関する特定の詳細情報 (日付あるいは実行されたアクションなど) を警告の件
名またはメッセージに含めるには、以下の代入記号を使用します。
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説明メッセージ本文および件名の代入記号

発生したイベント。例:「感染メールを処理しま
した」。

%MESSAGE_EVENTS%

メッセージに対して実行したアクション。%MESSAGE_ACTION%

イベントが発生した日付。%DATE%

イベントが発生した時刻。%TIME%

メッセージ ID。%MESSAGE_ID%

イベントが発生したサーバー名。%SERVER%

メッセージの件名。%SUBJECT%

メッセージの送信者。%SENDER%

メッセージの受信者。%RECIPIENTS%

ジョブ名。「トランスポート (SMTP) 検索」また
は「Exchange ストア検索」など。

%JOB%

説明インシデントの代入記号

インシデントイベント。「感染を検出しました」
など。

%EVENT%

イベントが発生した場所。メール本文、件名、ま
たは添付ファイル名など。

%LOCATION%

イベント発生場所が置き換えられたかどうかを表
示。

%REPLACED%

追加情報の種類。ウイルス名など。%DETAILS_TYPE%

追加情報。「W32/Trojman」など。%DETAILS%

置換テキスト用の代入記号
各ウイルスあるいはエラーイベントに関する特定の詳細情報 (日付あるいは実行されたアク
ションなど) をテキストに含めるには、以下の代入記号を使用します。
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説明記号

感染したメール、暗号化されているメール、検索
不可なファイル。

%EVENT%

イベントが発生した場所。メール本文、件名、ま
たは添付ファイル名など。

%LOCATION%

メッセージ ID。%MESSAGEID%

添付ファイルが置換された日付。%DATE%

添付ファイルが置換された時刻。%TIME%

テキストを置換用テキストを挿入したサーバーの
名前。

%SERVER%

ジョブ名。「トランスポート (SMTP) 検索」ある
いは「Exchange ストア検索」など。

%JOB%

追加情報の種類。ウイルス名など。%DETAILS TYPE%

追加情報。「W32/Trojman」など。%DETAILS%

5.4.7 例外の設定

5.4.7.1 例外の設定の概要
特定のメールあるいはコンテンツに対し対処するよう PureMessage を設定する際、「例
外」を指定することができます。つまり、特定のユーザーやグループを指定したアクション
の対象外にすることができます。

例外設定のサンプル

ここでは、トランスポート (SMTP) 検索ポリシーの「スパム対策」で設定した例外のサンプ
ルについて説明します。このサンプルでは、スパムとして分類されたメールを、宛先が次の
受信者の場合以外、すべて削除するという設定を想定しています。
■ 営業部門宛てメール:間違って分類されたオーダーメールでないかの確認が必要なため。
■ CEO 宛てのメール:担当アシスタントが全メールをスクリーニングするため。

これには、次の操作を実行します。

1. 「スパム発見時」のアクションを、「メッセージを削除する」に設定します。
2. 「スパム発見時」バーの右端にある二重矢印をクリックすると、さらにオプションが表
示されます。「特定の受信者への対処方法:」で、「追加」をクリックし、続いて、「ユー
ザー/グループの選択」をクリックします。適切なグループを選択します。アクションを
「メッセージを隔離する」に設定します。
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3. 再度「追加」をクリックし、CEO を追加します。アクションを「メッセージを配信す
る」に設定します。

また、ここで設定した例外を PureMessage が処理する順番を設定することもできます。移
動する例外を選択し、「優先度を下げる」または「優先度を上げる」をクリックします。例
外リストの一番上にある例外が、最も優先順位の高い (最初に適用される) ものとなります。

ユーザーとグループの選択に関する詳細は、例外の設定:ユーザーとグループの追加 (p. 33)
を参照してください。

注:メッセージ送信先の複数のユーザーに別々のポリシーが設定されている場合、それぞれ
のメッセージに適切なポリシーが適用されるよう、メッセージは分けて送信されます。たと
えば、送信メッセージを送る際、特定の受信ドメインに限り免責事項を追加する必要がある
場合、メッセージは、免責事項を追加するドメインと追加しないドメインに分けて送信され
ます。

5.4.7.2 例外の設定: ユーザーとグループの追加
ポリシーに例外を作成する場合は、例外を適用するユーザーまたはグループを指定する必要
があります。

「ウイルス対策」、「スパム対策」、「コンテンツ」画面で、各バーの右側にある二重矢印
をクリックします。「追加」をクリックします。次に、「ユーザー/グループの選択」をク
リックします。

「追加」をクリックし、ユーザーまたはグループを追加します。「ユーザーとグループの検
索 (p.33) 」ダイアログボックスが表示されます。ユーザーまたはグループを検索し、「ユー
ザーとグループ」ダイアログボックスに追加します。

ユーザーまたはグループを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.4.7.3 例外の設定: ユーザーとグループの検索
ポリシーに例外を作成する場合は、例外を適用するユーザーまたはグループを指定する必要
があります。

例外を作成する方法は次のとおりです。

「ウイルス対策」、「スパム対策」、「コンテンツ」画面で、各バーの右側にある二重矢印
をクリックします。「追加」をクリックします。次に、「ユーザー/グループの選択」をク
リックします。「ユーザーとグループ」ダイアログボックスで、「追加」をクリックしま
す。「ユーザーとグループの検索」ダイアログボックスが表示されます。

1. 「ユーザー/グループを探す場所:」のリストから、「Active Directory」または「カスタ
ムユーザー/グループ」のどちらかを選択します。

2. 「名前:」フィールドに、検索するユーザーまたはグループの名前を記入します。ワイル
ドカード文字「*」、および「?」も使用できます。

3. 「説明:」フィールドには、任意で検索対象について説明を記入してください。ワイルド
カード文字「*」、および「?」も使用できます。

4. 「検索」をクリックします。検索条件に一致したグループおよびユーザーが、アルファ
ベット順で一覧表示されます。
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5. エントリをハイライト表示 (複数選択可) して「追加」をクリックします。選択したエン
トリが、「ユーザーとグループ」ダイアログボックスに表示されます。「OK」をクリッ
クします。

5.5 トランスポート (SMTP) 検索の設定

5.5.1 トランスポート (SMTP) 検索の設定の概要
トランスポート (SMTP)トラフィックは、送受信・内部メールが対象となります。送受信・
内部メール (p. 5) を参照してください。

PureMessage は、フィルタリング、ウイルス/スパム対策、コンテンツフィルタリング機能
を提供します。ポリシーをカスタマイズ設定して、メールの許可・ブロックや管理方法 (隔
離、削除など) を指定することができます。さらに、送信メールに免責事項を追加すること
も可能です。
■ フィルタリング (p. 34)

■ ウイルス対策 (p. 36)

■ スパム対策 (p. 38)

■ コンテンツ (p. 41)

■ 免責事項 (p. 48)

5.5.2 フィルタリング

5.5.2.1 フィルタリングの概要
PureMessage の「フィルタリング」オプションでは、特定の送信者やホストを阻止するこ
とができます。また、ここから受信者の検証を有効にできます。受信者の検証を有効にする
と、無効なユーザー宛てのメールが削除されます。

このオプションを開くには、「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索」をクリックし、続
いて「フィルタリング」をクリックします。
■ ブロックリスト (p. 34)

■ 受信者の検証 (p. 36)

5.5.2.2 ブロックリストの概要
IP アドレスおよび既知の不正な送信者のブロックリストを作成・編集することができます。
このリストを使うと、PureMessage は SMTP トランスポートレベルでこれらのホストある
いは送信者からのメッセージを阻止・削除することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - フィルタリング」をクリックし、続い
て「ブロックリスト」をクリックします。

ホスト/送信者およびコメント表示

メインパネルには、「ホスト/送信者」の列があり、ここに追加したデータが表示されます。
「コメント」の列は一般的用途のための注記欄です。
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阻止したいホストや送信者を追加するには、「追加」をクリックします。「IP アドレス/IP
アドレス範囲/送信者の指定 (p. 35) 」ダイアログボックスが表示されます。

エントリを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

不正なホストまたは送信者のリストをインポートするには、「インポート」をクリックしま
す。リストは CSV (カンマ区切り) 形式またはテキスト形式である必要があります。警告が
表示されたら、既存のリストを新しいリストに置き換えるか、新しいリストを既存のリスト
最後に追加するかを選択することができます。

ブロックリスト (CSV (カンマ区切り) 形式またはテキスト形式) をエクスポートするには、
「エクスポート」をクリックします。

「詳細設定」をクリックします。「ブロックリスト - アドバンス設定 (p. 35) 」ダイアログ
ボックスが表示されます。ここで、ブロックする IP アドレスから送信されるメッセージを
PureMessage がどのように拒否するかを設定できます。また、オプションで、拒否された
メールに対する SMTP 応答用の文字列を指定することもできます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.2.3 ブロックリストで IP アドレス/IP アドレス範囲/送信者を指定
ブロックリストには、IP アドレス、IP アドレスの範囲、またはメールアドレスを指定する
ことができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - フィルタリング - ブロックリスト」を
クリックし、続いて「追加」をクリックします。

IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する

「IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する」をクリックします。IP アドレスまたは IP アド
レス範囲を入力します。

送信者を指定する

「送信者を指定する」をクリックします。送信者のアドレスを入力します。ワイルドカード
文字「*」、および「?」も使用できます(例: *@company.com など)。

コメント (オプション)

運用管理用途に使用するコメントを入力できます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.2.4 ブロックリスト - アドバンス設定
ブロックするホストからのメールを PureMessage がどのように処理するかを指定したり、
また、プロトコルレベルで返す応答用の文字列を入力することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - フィルタリング - ブロックリスト」を
クリックし、「アドバンス設定」をクリックします。

ブロックの対象となるホストが接続したときの操作

ブロックするホストからメッセージが送信されてきた場合、接続を終了してから応答を返す
か、または応答せずに接続を終了するかを選択できます。誤って正規のホストがブロックさ
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れた場合に、連絡が取れるようにするため、別の連絡先情報を含んだ応答を返すことを推奨
します。

デフォルトに戻す

このボタンをクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.2.5 受信者の検証
「受信者の検証」機能は、無効なユーザーに送信される受信メッセージを排除します。無効
なユーザー宛てのメッセージは、スパムであることが多いものの、スペルミスなどでアドレ
スが間違っている正規メールである場合もあります。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - フィルタリング」をクリックし、続い
て、「受信者の検証」をクリックします。

受信者の検証を有効にする

「受信者の検証」機能を有効にすると、Active Directory またはカスタムユーザー/グループ
に存在するユーザーやグループ宛てのメッセージのみが許可されます。「受信者の検証」機
能を有効にする前に、Active Directory またはカスタムユーザー/グループが設定されている
ことを確認してください。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.3 ウイルス対策

5.5.3.1 ウイルス対策の概要
送受信、および内部メールに対し、個別のウイルス対策ポリシーを定義することができま
す。キーコンセプトの「送受信・内部メール (p. 5) 」を参照してください。

PureMessage が感染メールや、暗号化されたメール (S/MIME や PGP 暗号化メッセージな
ど) や、暗号化された添付ファイル (パスワードで保護されているファイルなど) を検出した
ときに実行するアクションを指定することができます。また、特定の受信者に別のポリシー
を適用して、例外を指定することも可能です。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「ウイルス対
策」をクリックします。
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様々なイベント項目とそれに対して実行できるアクションが画面に表示されます。

イベントの種類は次の 3つです。
■ 感染時:メールにウイルスや他のマルウェアが含まれている場合。
■ メッセージが暗号化されているとき:例: S/MIME や PGP を使用して暗号化されている場
合。

■ 添付ファイルが暗号化されているとき例:パスワード保護されているファイル。

すべてのイベントに対して、「対処なし」、「メッセージを削除する」、「メッセージを隔
離し配信する」、「メッセージを配信する」というアクションを適用できます。また、「感
染時」および「添付ファイルが暗号化されているとき」のイベントには、添付ファイルをテ
キストで置換するアクションを選択できます。

デフォルトで、送受信・内部メールに対してウイルス検索が有効になっています。すべての
方向のメールのメニューバーは青色で、チェックマークと「ON」というアイコンが表示さ
れます。メニューバーが赤色の場合は、該当する方向のメールに対する検索は無効になって
います。検索を有効にするには、対応するメニューバーの「OFF」という文字をクリックす
るか、丸い警告アイコンをクリックします。

その他のウイルス対策設定の詳細については、ウイルス対策の設定変更 (p. 37) を参照して
ください。

5.5.3.2 ウイルス対策の設定変更
このダイアログから、「トランスポート (SMTP) 検索」のウイルス対策を設定できます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - ウイルス対策」をクリックし、「ウイ
ルス対策の設定変更」をクリックします。

検索レベル

「通常 (推奨)」をクリックすると、ウイルスが含まれている可能性のある部分だけファイル
を検索します。
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「詳細」をクリックすると、ファイルのコンテンツすべてを検索します。通常、「詳細」検
索は必要ありません。ソフォステクニカルサポートが推奨した場合のみに有効にしてくだ
さい。

検索オプション

デフォルト設定では、PureMessage はアーカイブファイル内をウイルス検索します。ここ
で検索の対象となるアーカイブファイルは、ZIP や ARJ、RAR、GZIP、TAR、CMZ などで
す。

自動駆除

「ウイルスが含まれるメッセージを駆除する」をクリックすると、感染したアイテムがク
リーンアップされます。このとき、場合によってはクリーンアップできないウイルスもあり
ますのでご注意ください。PureMessage がウイルスのクリーンアップに失敗した場合は、
「感染時」のイベントが起動します。

検索アクション

「検索が不可能な場合の対処方法」パネルの「アクション」リストからアクションを選択し
ます。

「管理者に警告を送信する」チェックボックスは任意で選択してください。

「アプリケーションエラー発生時の対処方法」パネルの「アクション」リストからアクショ
ンを選択します。デフォルトの設定は、「メッセージを配信する」です。デフォルトのアク
ションを変更すると、PureMessage で警告が表示されます。これは、メッセージを隔離す
るように「アクション」が設定されている場合、PureMessage に不具合が発生したときに
受信メールをすべて隔離してしまう可能性があるためです。「管理者に警告を送信する」
チェックボックスは任意で選択してください。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.4 スパム対策

5.5.4.1 スパム対策の概要
PureMessage の「スパム対策」オプションでは、スパムやスパムの疑いのあるメッセージ
用のポリシーを設定できます。各スパムカテゴリごとにグローバルポリシーを設定すること
ができます。また、そのポリシーに例外を設定することもできます。例外には異なるアク
ションを指定することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、「スパム対策」をク
リックします。

デフォルトで、受信メッセージに対するスパム対策の検索機能は有効になっています。この
とき、「受信メッセージ」バーは青色で、チェックマークと「ON」というアイコンが表示
されます。メニューバーが赤色になっている場合、受信用スパム検索機能は無効になってい
ます。検索機能を有効にするには、「OFF」アイコンをクリックするか、丸い警告アイコン
をクリックします。「受信メッセージ」バーが青色に変わり、アイコンが「ON」になりま
す。

その他の設定の詳細については、スパム対策設定の変更 (p. 39) を参照してください。
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5.5.4.2 スパム対策の設定変更
PureMessage は各メールについてスパム評価を行います。評価スコアが高いほど、メール
がスパムである可能性が高いということになります。PureMessage はこのスコアを基に、
メールをスパムとして扱うかどうかを判断します。ソフォスでは、正規メールがスパムまた
はスパムの疑いのあるメールとして分類されないよう、評価スコアを 50以上に設定するこ
とを推奨しています。メッセージに対し、スパムスコアを SCL (Microsoft Spam Confidence
Level) のしきい値として追加するオプションがあります。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - スパム対策」をクリックします。その
後、「スパム対策の設定変更」をクリックします。

「スパム対策の設定」ダイアログボックスで、スライドコントロールを使って、PureMessage
がメールをスパムあるいはスパムの疑いがあると判断するしきい値を設定します。

「メールリレーの評価を外部 DNS ブロックリストでチェックする」チェックボックスを選
択します。特定のリレーをブロックリストによるチェックから除外したい場合は、「上流
(信頼する) リレーの指定」をクリックします。詳細については、キーコンセプト (p. 5) を
参照してください。信頼できるリレーを適切に設定した後、「最初の外部リレーの評価のみ
チェックする」チェックボックスを選択します。

スパムスコアを SCL 評価として追加する場合は、「スパムスコアを SCL (Microsoft Spam
Confidence Level) のしきい値としてメッセージに追加する」チェックボックスを選択しま
す。SCL 評価が一定の値以上のメッセージがエンドユーザーへ配信されると、メッセージ
はユーザーの Michrosoft Outlook 「迷惑メール」フォルダへ送られます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.4.3 特定の送信者の許可の概要
許可されている送信者あるいはホストから送信されるメッセージについてはスパム検索は行
われません。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - スパム対策」をクリックし、続いて、
「特定の送信者を許可」をクリックします。

「追加」をクリックします。「IP アドレス/IP アドレス範囲/送信者の指定 (p. 40) 」ダイア
ログボックスが表示されます。「IP アドレス/IP アドレス範囲/送信者の指定」ダイアログ
ボックスで、IP アドレスあるいは IP アドレス範囲を指定します。または、個人のメールア
ドレスを入力してください。入力した情報が「ホスト/送信者」の列に表示されます。また、
任意でコメントを入力した場合は、メインパネルの「コメント」の列に表示されます。

ホストまたは送信者を編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリックします。

ホストまたは送信者を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

テキスト形式または CSV (カンマ区切り) 形式のデータをインポートするには、「インポー
ト」をクリックします。

テキスト形式または CSV (カンマ区切り) 形式でファイルにデータを出力するには、「エク
スポート」をクリックします。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.5.4.4 特定の IP アドレスや送信者の許可
許可リストには、IP アドレス、IP アドレスの範囲、またはメールアドレスを指定すること
ができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - フィルタリング - 許可リスト」をク
リックし、続いて「追加」をクリックします。

IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する

「IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する」をクリックします。IP アドレスまたは IP アド
レス範囲を入力します。

送信者を指定する

「送信者を指定する」をクリックします。送信者のアドレスを入力します。ワイルドカード
文字「*」、および「?」も使用できます(例: *@company.com など)。

コメント (オプション)

運用管理用途に使用するコメントを入力できます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.4.5 特定の送信者をブロックの概要
IP アドレスおよび既知の不正な送信者のブロックリストを作成・編集することができます。
このリストを使うと、PureMessage は SMTP トランスポートレベルでこれらのホストある
いは送信者からのメッセージを阻止・削除することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - スパム対策」をクリックし、続いて
「特定の送信者をブロック」をクリックします。

ホスト/送信者およびコメント表示

メインパネルには、「ホスト/送信者」の列があり、ここに追加したデータが表示されます。
「コメント」の列は一般的用途のための注記欄です。

阻止したいホストや送信者を追加するには、「追加」をクリックします。「IP アドレス/IP
アドレス範囲/送信者の指定 (p. 41) 」ダイアログボックスが表示されます。

エントリを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

不正なホストまたは送信者のリストをインポートするには、「インポート」をクリックしま
す。リストは CSV (カンマ区切り) 形式またはテキスト形式である必要があります。警告が
表示されたら、既存のリストを新しいリストに置き換えるか、新しいリストを既存のリスト
最後に追加するかを選択することができます。

ブロックリスト (CSV (カンマ区切り) 形式またはテキスト形式) をエクスポートするには、
「エクスポート」をクリックします。

「詳細設定」をクリックします。「ブロックリスト - アドバンス設定 (p. 41) 」ダイアログ
ボックスが表示されます。ここで、ブロックする IP アドレスから送信されるメッセージを
PureMessage がどのように拒否するかを設定できます。また、オプションで、拒否された
メールに対する SMTP 応答用の文字列を指定することもできます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.5.4.6 特定の IP アドレスや送信者のブロック
ブロックリストには、IP アドレス、IP アドレスの範囲、またはメールアドレスを指定する
ことができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - スパム対策 - 特定の送信者をブロッ
ク」をクリックします。「ブロックリスト」ダイアログボックスから、「追加」をクリック
します。

IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する

「IP アドレス/IP アドレス範囲を指定する」をクリックします。IP アドレスまたは IP アド
レス範囲を入力します。

送信者を指定する

「送信者を指定する」をクリックします。送信者のアドレスを入力します。ワイルドカード
文字「*」、および「?」も使用できます(例: *@company.com など)。

コメント (オプション)

運用管理用途に使用するコメントを入力できます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.4.7 特定の送信者をブロック - アドバンス設定
ブロックするホストからのメールを PureMessage がどのように処理するかを指定したり、
また、プロトコルレベルで返す応答用の文字列を入力することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - スパム対策 - 特定の送信者をブロッ
ク」をクリックし、続いて「アドバンス設定」をクリックします。

ブロックの対象となるホストが接続したときの操作

ブロックするホストからメッセージが送信されてきた場合、接続を終了してから応答を返す
か、または応答せずに接続を終了するかを選択できます。誤って正規のホストがブロックさ
れた場合に、連絡が取れるようにするため、別の連絡先情報を含んだ応答を返すことを推奨
します。

デフォルトに戻す

このボタンをクリックすると、デフォルトの設定に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.5 コンテンツ

5.5.5.1 コンテンツの概要
送受信、および内部メールに対し、個別のコンテンツフィルタリングポリシーを定義する
ことができます。また、4種類のイベント (疑わしい添付ファイル、ブロックする添付ファ
イル、ブロックする用語、不快な表現) を基準にコンテンツをブロックできます。
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そのためには、コンテンツフィルタリングを設定・有効にする必要があります。たとえば、
PUA (業務上不要と思われるアプリケーション) の受信をブロックする場合、受信メール用
のコンテンツ検索を有効にした上で、送られてくる PUA をブロックするポリシーを設定す
る必要があります。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「コンテンツ」
をクリックします。

必要に応じて、受信、送信または内部でメールのコンテンツ検索を有効に設定してくださ
い。検索を有効に設定すると、各方向のメールに対するメニューバーが青色になり、チェッ
クマークと「ON」というアイコンが表示されます。メニューバーが赤色の場合は、該当す
る方向のメールに対する検索は無効になっています。検索を有効にするには、対応するメ
ニューバーの「OFF」という文字をクリックするか、丸い警告アイコンをクリックします。

その他のコンテンツフィルタリング設定の詳細については、コンテンツフィルタリング設
定の変更 (p. 48) を参照してください。

5.5.5.2 疑わしい添付ファイル名の設定
疑わしいとして判断してブロックする添付ファイル名を追加できます。これに該当するの
は、悪意のあるコードを送信するときによく利用される添付ファイルなどです。デフォルト
で、二重拡張子の付いたファイル名や、「添付ファイルの種類」タブの「Executable」(実
行ファイル) や「Object Code」(オブジェクトコード) という項目の下に一覧表示される種
類のファイルは疑わしいと判断されます。任意で、サイズ制限を設けることができます (該
当する添付ファイルのサイズが一定の容量を超えるとブロックされます)。また、複数拡張
子の付いたファイルすべてをブロックできます。このルールに例外を設定することも可能で
す。

注:この機能では、添付ファイル名のみがチェックされます。送信者によって疑わしい添付
ファイルの名前が変更されている場合、変更後の添付ファイルの種類が「添付ファイルの種
類」タブで選択されていない限り、PureMessage では検出されません。
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「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。「コ
ンテンツフィルタリング」画面で、「疑わしい添付ファイル発見時」バーの「設定」をク
リックします。「疑わしい添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、「添付ファイル
名」タブをクリックします。

「追加」をクリックし、ブロックする「添付ファイル名」を入力します。ワイルドカード文
字「*」、および「?」も使用できます (例: *.pdf)。任意で、ファイルのサイズ制限 (MB単位)
を入力します。

添付ファイル名およびサイズを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックしま
す。

「ここで指定する以外の複数拡張子すべてをブロックする」チェックボックスを選択しま
す。必要に応じて、「追加」をクリックし、「例外」を入力します (複数入力可)。

「例外」を編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリックします。

「例外」を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

疑わしい添付ファイルのリストから特定の添付ファイルを除外するには、疑わしい添付ファ
イルのフィルタリングからの除外 (p. 44) にある手順を実行してください。

5.5.5.3 疑わしい添付ファイルの種類の設定
疑わしいと判断してブロックする添付ファイルの種類を選択できます。デフォルトで、二重
拡張子の付いたファイル名や、「添付ファイルの種類」タブの「Executable」(実行ファイ
ル) や「Object Code」(オブジェクトコード) という項目の下に一覧表示される種類のファ
イルは疑わしいと判断されます。任意で、サイズ制限を設けることができます (該当する種
類の添付ファイルのサイズが一定の容量を超えるとブロックされます)。また、業務上不要
と思われるアプリケーションをブロックできます。このルールには例外を設定することもで
きます。

注:  PureMessage では、添付ファイルの TFT (True File Type) が検出されるため、添付ファ
イルの拡張子が変更されている場合でも、変更前のファイルを検出できます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。「コ
ンテンツフィルタリング」画面で、「疑わしい添付ファイル発見時」バーの「設定」をク
リックします。「疑わしい添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、「添付ファイルの
種類」タブをクリックします。

「添付ファイルの種類の選択」ドロップダウンリストから、添付ファイルのカテゴリを選択
します。

PureMessage には、脅威を拡散するためによく利用されるファイルの種類のリストがあら
かじめ設定されています。添付ファイルの種類を選択すると、その種類の添付ファイルがブ
ロックされます。タイトルバーのチェックボックスを使って、すべてのオプションを選択し
たり、または選択を外したりできます。任意で、ファイルのサイズ制限 (MB単位) を入力し
ます。
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任意で、「アドウェア/不要と思われるアプリケーション (PUA) をブロックする」チェック
ボックスを選択して、アドウェアや不要と思われるアプリケーションをブロックします。

通常ブロックされるアドウェアや不要と思われるアプリケーションを許可するには、「追
加」をクリックして、許可するアプリケーション名を入力します。ソフォス製品によって検
出されるアドウェアや不要と思われるアプリケーションの詳細は、
http://www.sophos.com/ja-jp/threat-center/threat-analyses/adware-and-puas.aspxを参照して
ください。

許可するアドウェア/不要と思われるアプリケーションを編集するには、ハイライト表示し
て「編集」をクリックします。

アドウェア/不要と思われるアプリケーションを、許可するアプリケーションの一覧から削
除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

疑わしい添付ファイルの一覧にある特定の添付ファイルを許可するには、疑わしい添付ファ
イルのフィルタリングからの除外 (p. 44) に記載されている手順を実行してください。

5.5.5.4 疑わしい添付ファイルのフィルタリングからの除外
疑わしい添付ファイルとして通常検出される特定の添付ファイルを許可するには、次の手順
に従って、コンテンツフィルタリングから除外してください。

1. 「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。
「コンテンツフィルタリング」画面で、「疑わしい添付ファイル発見時」バーの「設
定」をクリックします。「疑わしい添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、「除
外する添付ファイル名」タブをクリックします。

2. 添付ファイルを追加/削除する、またはデフォルト設定に戻す方法は次のとおりです。
■ 「追加」をクリックして、フィルタリングから除外する添付ファイル名を入力しま
す。ワイルドカード文字「*」、および「?」も使用できます (例: *.pdf、abcd.*)。

■ 添付ファイル名を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。
■ 「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

3. 変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタ
リング」画面に戻ります。

注: 変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリッ
クします。

5.5.5.5 制限付き添付ファイル名の設定
ブロックする添付ファイルの名前を指定できます。このような添付ファイルは、社内で送信
されるメディアファイル (音声または動画) の場合もあるため、添付ファイルを自動的に削
除しないでブロックまたは監視するポリシーを適用することもできます。任意で、サイズ制
限を設けることができます (該当する添付ファイルのサイズが一定の容量を超えるとブロッ
クされます)。また、複数拡張子の付いたファイルすべてをブロックできます。このルール
に例外を設定することも可能です。
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注:この機能では、添付ファイル名のみがチェックされます。送信者によってブロックの対
象となる添付ファイルの名前が変更されている場合、変更後の添付ファイルの種類が「添付
ファイルの種類」タブで選択されていない限り、PureMessage では検出されません。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。「コ
ンテンツフィルタリング」画面で、「制限付き添付ファイル発見時」バーの「設定」をク
リックします。「ブロックする添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、「添付ファイ
ル名」タブをクリックします。

「追加」をクリックし、ブロックする「添付ファイル名」を入力します。ワイルドカード文
字「*」、および「?」も使用できます (例: *.pdf)。任意で、ファイルのサイズ制限 (MB単位)
を入力します。

添付ファイル名およびサイズを削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックしま
す。

「ここで指定する以外の複数拡張子すべてをブロックする」チェックボックスを選択しま
す。必要に応じて、「追加」をクリックし、「例外」を入力します (複数入力可)。

「例外」を編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリックします。

「例外」を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

制限付き添付ファイル名のリストから特定の添付ファイルを除外するには、制限付き添付
ファイルのフィルタリングからの除外 (p. 46) にある手順を実行してください。

5.5.5.6 制限付き添付ファイルの種類の設定
ブロックする添付ファイルの種類を選択できます。任意で、サイズ制限を設けることができ
ます (該当する種類の添付ファイルのサイズが一定の容量を超えるとブロックされます)。ま
た、業務上不要と思われるアプリケーションをブロックできます。このルールには例外を設
定することもできます。

注:  PureMessage では、添付ファイルの TFT (True File Type) が検出されるため、添付ファ
イルの拡張子が変更されている場合でも、変更前のファイルを検出できます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。「コ
ンテンツフィルタリング」画面で、「制限付き添付ファイル発見時」バーの「設定」をク
リックします。「ブロックする添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、「添付ファイ
ルの種類」タブをクリックします。

「添付ファイルの種類の選択」ドロップダウンリストから、添付ファイルのカテゴリを選択
します。

PureMessage には、脅威を拡散するためによく利用されるファイルの種類のリストがあら
かじめ設定されています。添付ファイルの種類を選択すると、その種類の添付ファイルがブ
ロックされます。タイトルバーのチェックボックスを使って、すべてのオプションを選択し
たり、または選択を外したりできます。任意で、ファイルのサイズ制限 (MB単位) を入力し
ます。
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任意で、「アドウェア/不要と思われるアプリケーション (PUA) をブロックする」チェック
ボックスを選択して、アドウェアや不要と思われるアプリケーションをブロックします。

通常ブロックされるアドウェアや不要と思われるアプリケーションを許可するには、「追
加」をクリックして、許可するアプリケーション名を入力します。ソフォス製品によって検
出されるアドウェアや不要と思われるアプリケーションの詳細は、
http://www.sophos.com/ja-jp/threat-center/threat-analyses/adware-and-puas.aspxを参照して
ください。

許可するアドウェア/不要と思われるアプリケーションを編集するには、ハイライト表示し
て「編集」をクリックします。

アドウェア/不要と思われるアプリケーションを、許可するアプリケーションの一覧から削
除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

制限付き添付ファイル名のリストから特定の添付ファイルを除外するには、制限付き添付
ファイルのフィルタリングからの除外 (p. 46) にある手順を実行してください。

5.5.5.7 制限付き添付ファイルのフィルタリングからの除外
特定の制限付き添付ファイルを許可するには、次の手順に従って、コンテンツフィルタリ
ングから除外してください。

1. 「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。
「コンテンツフィルタリング」画面で、「制限付き添付ファイル発見時」バーの「設
定」をクリックします。「ブロックする添付ファイルの種類」ダイアログボックスで、
「除外する添付ファイル名」タブをクリックします。

2. 添付ファイルを追加/削除する、またはデフォルト設定に戻す方法は次のとおりです。
■ 「追加」をクリックして、フィルタリングから除外する添付ファイル名を入力しま
す。ワイルドカード文字「*」、および「?」も使用できます (例: *.pdf、abcd.*)。

■ 添付ファイル名を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。
■ 「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

3. 変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタ
リング」画面に戻ります。

注: 変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリッ
クします。

5.5.5.8 ブロックする用語の設定
ブロックする特定の用語を入力したり、インポートできます。また、件名、本文テキスト、
添付ファイル内を検索し、一定の数の用語が検出されたときだけに、アクションを実行する
ように設定できます。「文字列」タブで、フレーズを入力します。その際、ワイルドカード
文字「*」、および「?」も使用できます。「正規表現」タブでは、正規表現を使った検索文
字を入力することもできます。PureMessage は両方のリストを利用して、メール内にブロッ
クする用語が含まれていないかをチェックします。

46

PureMessage for Microsoft Exchange

http://www.sophos.com/ja-jp/threat-center/threat-analyses/adware-and-puas.aspx


「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックします。「コ
ンテンツフィルタリング」画面で、「ブロックする用語が含まれているとき」バーの「設
定」をクリックします。

注:「テキストで置換する」というアクションが設定されている場合でも、独自に作成した
メールテキストは全く表示されません。

用語の種類

「文字列 (ワイルドカード対応)」タブをクリックし、文字列を入力します。任意で、ワイル
ドカード文字「*」および「?」を使用します。PureMessage がメールのどの部分を検索す
るかを選択します。

正規表現を入力する場合は、「正規表現」タブをクリックします。

「追加」をクリックし、各用語を 1行で入力します。該当するチェックボックスを選択し、
PureMessage がメールのどの部分に対して入力した用語を検索するかを指定します。

「用語」を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

テキスト形式または CSV 形式のファイルから用語をインポートするには、「インポート」
をクリックします。

テキスト形式または CSV 形式のファイルに用語を出力するには、「エクスポート」をク
リックします。

任意で、「次に指定する数の用語が検出されたときだけ対処する」チェックボックスを選択
し、対応する入力欄に数を入力します。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.5.9 不快な表現の設定
不快な表現としてブロックする特定の用語を入力したり、インポートできます。また、添付
ファイル内を検索し、一定数の用語が検出されたときだけに、アクションを実行するように
設定できます。

注:  PureMessage には、正規表現で書かれた不快な用語例のリストが付属されています。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「コンテンツ」
をクリックします。「コンテンツフィルタリング」画面で、「不快な表現が含まれている
とき」バーの「設定」をクリックします。

注:「テキストで置換する」というアクションが設定されている場合でも、独自に作成した
メールテキストは全く表示されません。

用語の種類

「文字列 (ワイルドカード対応)」タブをクリックし、文字列を入力します。任意で、ワイル
ドカード文字「*」および「?」を使用します。PureMessage がメールのどの部分を検索す
るかを選択します。

正規表現を入力する場合は、「正規表現」タブをクリックします。

「追加」をクリックし、各用語を 1行で入力します。該当するチェックボックスを選択し、
PureMessage がメールのどの部分に対して入力した用語を検索するかを指定します。
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「用語」を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

テキスト形式または CSV 形式のファイルから用語をインポートするには、「インポート」
をクリックします。

テキスト形式または CSV 形式のファイルに用語を出力するには、「エクスポート」をク
リックします。

任意で、「次に指定する数の用語が検出されたときだけ対処する」チェックボックスを選択
し、対応する入力欄に数を入力します。

変更内容を保存するには、「OK」をクリックします。保存後、「コンテンツフィルタリン
グ」画面に戻ります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.5.10 コンテンツフィルタリング設定の変更
「コンテンツフィルタリング設定の変更」オプションで、アーカイブファイル内の用語を
検索するように設定できます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー - コンテンツ」をクリックし、「コンテ
ンツフィルタリング設定の変更」をクリックします。

「コンテンツフィルタリングの設定」ダイアログボックスで、「アーカイブファイル内の
用語を検索する」チェックボックスを選択します。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.5.6 免責事項

5.5.6.1 免責事項の概要
PureMessage には「免責事項」オプションがあり、指定した免責事項の文章を送信するメッ
セージに追加できます。さらに、社内のグループごとに異なる免責事項を設定することがで
きます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「免責事項」を
クリックします。

送信メッセージ

「送信メッセージ」バー上の「ON/OFF」ボタンをクリックし、「ON」が表示されるよう
にします。
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すべての送信メッセージに対する設定

「すべての送信メッセージに対する設定」リストからオプションを選択します。このとき、
ここで選択するオプションは、送信メール全体に適用されます。「免責事項を追加する」ま
たは「免責事項を追加しない」のどちらかを選択します。この例では、「免責事項を追加す
る」を選択します。

「テキスト」をクリックすると「免責事項 (p. 49) 」ダイアログボックスが開き、免責事項
を編集できます。

特定の送信者への対処方法

「特定の送信者への対処方法」パネルでは、選択したユーザー/グループを共通の免責事項
ポリシーの対象から除外し、特定のアクションを適用できます。

「すべての送信メッセージに対する設定」バーの右側にある二重矢印をクリックすると、
「特定の送信者への対処方法」パネルが表示されます。作成した例外ポリシーがパネルに表
示されます。

「追加」および「削除」ボタン

「特定の送信者への対処方法:」パネルに、新しい例外ルールを追加するには、「追加」を
クリックします。リストから例外を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリック
します。

「優先度を上げる」および「優先度を下げる」ボタン

また、ここで設定した例外を PureMessage が処理する順番を設定することもできます。移
動する例外を選択し、「優先度を下げる」または「優先度を上げる」をクリックします。例
外リストの一番上にある例外が、最も優先順位の高い (最初に適用される) ものとなります。

また、免責事項の設定を変更 (p. 50) することもできます。

5.5.6.2 免責事項の追加
免責事項を作成または編集し、免責事項を送信メールの最初に付けるか、それとも最後に付
けるかを指定することができます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「免責事項」を
クリックします。「免責事項」画面にて、イベントバーにある「免責事項を追加する」を選
択し、「テキスト」をクリックします。

免責事項の挿入位置

「免責事項の挿入位置」リストから「本文の先頭」または「本文の最後」を選択します。

テキスト版

テキスト形式の免責事項を記入します。

HTML 版

HTML を使う免責事項を記入します。「プレビュー」をクリックすると、HTML 版の免責事
項を表示することができます。

HTML 形式で免責事項テキストを指定するときは、<HTML> または <BODY> タグは指定し
ないでください。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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5.5.6.3 免責事項の設定変更
免責事項を追加しない外部ドメインのリストを設定できます。

「環境設定 - トランスポート (SMTP) 検索ポリシー」をクリックし、続いて「免責事項」を
クリックします。「免責事項」画面にて、「免責事項の設定変更」を選択します。

「追加」をクリックすると、新しいドメイン名が追加されます。ワイルドカード文字「*」、
および「?」も使用できます。(例: *.company.comなど)。

ドメイン名を編集するには、ハイライト表示して「編集」をクリックします。

ドメイン名を削除するには、ハイライト表示して「削除」をクリックします。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

5.6 Exchange ストア検索の設定

5.6.1 Exchange ストア検索の設定概要
「Exchange ストア検索」は、メールボックスおよびパブリックフォルダ内のメールを検索
します。ストア検索は、「バックグラウンド検索」オプションで実行できます。

注: オンアクセス検索やプロアクティブ検索は、Exchange Server 2013 環境では使用でき
ません。

「環境設定 - Exchange ストア検索ポリシー」をクリックします。

デフォルトで、Exchange ストア検索は有効になっています。この場合、「Exchange スト
ア検索」バーは青色で、チェックマークと「ON」という文字が表示されます。メニューバー
が赤色になっている場合は、Exchange ストア検索は無効になっています。検索機能を有効
にするには、「OFF」アイコンをクリックするか、丸い警告アイコンをクリックします。
「Exchange ストア検索」バーが青色になり、アイコンの表示が「ON」になります。

感染時

「感染時」リストからアクションを選択します。ここで指定するアクションが感染メールに
適用されるポリシーとなります。

「添付ファイルをテキストで置換する」を選択すると、「テキスト」リンクが表示されま
す。「テキスト」をクリックすると、「置換用テキスト」ダイアログボックスが開きます。
置換用テキストを編集し、「Exchange ストア検索」ダイアログボックスに戻ります。詳細
は、置換用テキスト (p. 30) を参照してください。

ポリシーのルールが適用されたときに警告を送信するかどうかを任意で指定するには、「警
告」をクリックしします。詳細は、警告の設定 (p. 30) を参照してください。

添付ファイルが暗号化されているとき
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「添付ファイルが暗号化されているとき」リストからアクションを選択します。ここで指定
するアクションが、パスワード保護されたファイルなど、暗号化されたファイルが添付され
ているメールに適用されるポリシーとなります。

検索レベルやオプションを設定するには、「アクション」メニューから、「Exchange スト
ア検索の設定変更 (p. 51) 」をクリックします。

5.6.2 Exchange ストア検索の有効設定
Exchange Server 2013 環境で、プライベートおよびパブリックのストアの両方に対して、
定期的にバックグラウンド検索を実行するように設定できます。バックグラウンド検索で
は、ストア内のアイテムすべてが検索されます。

注: オンアクセス検索やプロアクティブ検索は、Exchange Server 2013 環境では使用でき
ません。

「環境設定 - Exchange ストア検索ポリシー - Exchange ストア検索の設定変更」をクリッ
クし、続いて「ストア」タブをクリックします。

Exchange プライベートストア

Exchange プライベートストアのバックグラウンド検索を有効にするには、「バックグラウ
ンド検索を有効にする」チェックボックスを選択します。

Exchange パブリックストア

Exchange パブリックストアのバックグラウンド検索を有効にするには、「バックグラウン
ド検索を有効にする」チェックボックスを選択します。

就業時間外に限りバックグラウンド検索を有効にする

「就業時間外に限りバックグラウンド検索を有効にする」チェックボックスを選択し、就業
日および就業時間帯を入力してください。指定した就業時間外にバックグラウンド検索が実
行されます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

Exchange ストアの検索レベルを設定するには、「検索」タブをクリックします。詳細は、
Exchange ストア検索オプション (p. 51) を参照してください。

注:  Exchange サーバーのバックアップ中は、スケジュール検索を実行しないでください。
バックアップの処理中にスケジュール検索が実行されると、お客様のサーバーのパフォーマ
ンスに影響が生じる可能性があります。

5.6.3 Exchange ストア検索オプション
「検索」ページから、検索レベル、自動駆除、および特定のイベントに対するアクションを
設定できます。

「環境設定 - Exchange ストア検索ポリシー - Exchange ストア検索の設定変更」をクリッ
クし、続いて「検索」タブをクリックします。

検索レベル

「標準 (推奨)」または「詳細」を選択します。「標準」検索では、ウイルスを含んでいる可
能性のある部分のみファイルをチェックします。それに対し、「詳細」検索はファイルのコ
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ンテンツすべてをチェックします。通常、「詳細」検索は必要ありません。ソフォステク
ニカルサポートが推奨した場合のみに有効にしてください。

検索オプション

デフォルトで、「アーカイブファイル内を検索する」が有効になっています。

自動駆除

「ウイルスが含まれるメッセージを駆除する」をクリックすると、感染したアイテムがク
リーンアップされます。このとき、場合によってはクリーンアップできないウイルスもあり
ますのでご注意ください。PureMessage がウイルスのクリーンアップに失敗した場合は、
「感染時」のイベントが起動します。

検索アクション

検索が不可能な場合の対処方法

「アクション:」リストからアクションを選択します。任意で、「管理者に警告を送信する」
チェックボックスを選択します。

デフォルトで、アプリケーションエラー発生時の「管理者に警告を送信する」オプションは
有効になっていますが、一定期間内に一定数を超えるアプリケーションエラーが発生する
と、エラー発生率が問題のないレベルに下がるまで、アプリケーションエラー警告は一時的
に無効になります。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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6 隔離エリア

6.1 隔離エリアの概要
「隔離エリア」画面には、隔離されたメッセージが表示され、高性能の検索エンジンを使用
して、データの表示・並び替えを実行できます。また、選択したデータを「アクション」メ
ニューより管理することもできます。

隔離されたメールを表示・並び替え・管理し、隔離されたスパムやスパムの疑いのあるメー
ルについてユーザーに連絡することも可能です。
■ 隔離アイテムの管理 (p. 53)

■ 隔離アイテムの配信 (p. 54)

■ 隔離アイテムを解析のためにソフォスに送信 (p. 54)

■ エンドユーザーによる隔離済みスパムへのアクセス (p. 55)

6.2 隔離アイテムの管理
「隔離エリア」画面には、隔離されたメッセージが表示され、高性能の検索エンジンを使用
して、データの表示・並び替えを実行できます。また、選択したデータを「アクション」メ
ニューより管理することもできます。

「隔離エリア」をクリックします。

メッセージビュー

メインパネル (メッセージビュー) には、隔離されたメールのうち、「隔離エリアの検索」
パネルで指定した基準を満たすものが表示されます。

メッセージをダブルクリックすると、PureMessage によってメッセージが隔離された理由
の詳細が表示されます。「メッセージの詳細」ダイアログボックスには、隔離された理由、
メールのプロパティ、および送信元が表示されます(複数のメッセージを選択した場合、こ
の機能は利用できません)。

列を並び替えると、管理コンソールを閉じて再度開いた場合も、列の順序が維持されます。
列には、サーバー名、メッセージ ID、日時、送信者、受信者、件名、スパムスコアなどが
あります。はじめてメッセージビューを表示すると、デフォルトで、全サーバーからのその
日のメッセージが表示され、最近の時刻が一番上に並べられています。

隔離エリアの検索

メッセージは、件名、送信者、受信者、メッセージ ID、隔離された理由を基に、またはこ
れらのパラメータを組み合わせて検索することができます。テキストフィールドでは、ワイ
ルドカード文字「*」および「?」を使用できます。

「この日以降」および「この日以前」フィールドに日付を入力して、特定の期間内のメール
をフィルタリングすることができます。「この日以降」フィールドのみに日付を入力する
と、指定した日以降のメッセージが表示されます。
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リストから「対象サーバー」を選択するか、デフォルト設定の「すべてのサーバー」を選択
します。表示されるサーバーはすべて PureMessage グループに所属しています。

リストから「並び替え」オプションを選択して、データを並び替えることができます。

アクション

「アクション」パネルの「選択したメッセージに対して実行する操作」リストからオプショ
ンを選択します。メールの詳細を表示する、メールや感染添付ファイルを削除する、メール
を駆除・配信する、または解析用にメールをソフォスに送信することを指定できます。

注:  SQL データベースが使用できない場合、すべての隔離アイテムをメッセージビューに
表示させることができないことがあります。SQL データベースに不具合が生じると、隔離
アイテムはファイルとしてキューに追加されます。再度データベースが利用できるようにな
ると、スケジュールタスク (Sophos-PureMessage-QuarResubmitTask) により、キューに
あるファイルは、隔離データベースに追加されます。このスケジュールタスクは、手動で実
行したり、毎日定時に実行することができます。

6.3 隔離アイテムの配信
隔離アイテムを指定されていた元の受信者に配信するか、またはユーザーが指定したメール
受信者に配信することを設定できます。

「隔離エリア」をクリックして、配信するメッセージを検索・選択し、「アクション」パネ
ルの「選択したメッセージに対して実行する操作」リストから「配信/転送する」を選択し
ます。

隔離されたアイテムの配信

「受信者宛てにメッセージを配信する」チェックボックスを選択します。メールは指定され
ていた元の受信者に配信されます。

または、「以下の受信者 (コンマ区切りで複数指定可) にメッセージを配信する」チェック
ボックスを選択します。下にあるテキストボックスに受信者のアドレスを入力します。

または、「配信後、メッセージを隔離エリアから自動的に削除する」チェックボックスを選
択します。

送信者を信頼する場合は、「送信者を許可リストに追加する (この送信者に対してスパム検
索を実行しない)」チェックボックスを選択します。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。

6.4 ソフォスへの隔離アイテムの送信
隔離されたアイテムを解析用にソフォスに送信する場合は、送信する理由を記載してくださ
い。

「隔離エリア」をクリックして、配信するメッセージを検索・選択し、「アクション」パネ
ルの「選択したメッセージに対して実行する操作」で、「ソフォスに送信する」を選択しま
す。

送信の理由
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解析を依頼する理由を選択してください。メールがウイルス感染している疑いがある、また
は PureMessage によってメールが誤って分類された場合などがあります。

「備考」に随時コメントを入力してください。

6.5 エンドユーザーによる隔離済みスパムへのアクセス

6.5.1 エンドユーザーによる隔離済みスパムへのアクセスについて
エンドユーザーが各自で隔離されたスパムメールにアクセスできるよう、エンドユーザーに
通知を送信することができます。
■ スパムダイジェストメールの設定 (p. 55)

■ エンドユーザーがWeb ベースのスパム隔離エリアにアクセスする方法 (p. 56)

■ エンドユーザー自身が隔離されたスパムに対処する方法 (p. 56)

6.5.2 スパムダイジェストメールの設定
エンドユーザー宛てのスパムメールが隔離エリア内にあることを各ユーザーに通知すること
ができます。

通知を行うには、PureMessage からエンドユーザーにスパムダイジェストメールが毎日決
まった時刻に送信されるよう設定します。PureMessage は、エンドユーザー宛てのスパム
が隔離エリアにある場合のみ、スパムダイジェストメールを送信します。

スパムダイジェストメールには、エンドユーザー専用のスパム隔離Web サイトを直接開く
ことができるリンクが記載されています。エンドユーザーはこのWeb サイトに随時アクセ
スすることも可能です。エンドユーザーがWeb ベースのスパム隔離エリアにアクセスする
方法 (p. 56) を参照してください。

スパムダイジェストメールを設定し、送信のタイミングを指定するには、次の操作を実行
してください。

「環境設定 - ユーザーとグループ」をクリックし、続いて「エンドユーザー用スパムダイ
ジェストメール」をクリックします。

「ダイジェストメールの件名」テキストボックスに件名を入力します。

「ダイジェストメールの本文テキスト」パネルにダイジェストメールの本文を入力します。
右クリックすると、使用可能な代入記号が表示されます。

送信する日時

ダイジェストを送信したい曜日および時刻を指定します。ダイジェストメールは、1日に最
高 2回送信できます。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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6.5.3 エンドユーザーが Web ベースのスパム隔離エリアにアクセスする
方法
Active Directory をご使用の場合、ユーザーはWeb ブラウザを使って、次のアドレスからス
パム隔離Web ページに直接アクセスすることができます。

http://サーバー名:ポート番号/

ここで、「サーバー名」は PureMessage がインストールされているサーバーの名前で、
「ポート番号」はスパム隔離ダイジェストWeb ページのポート番号です。デフォルトで
は、ポート番号は 8081 に設定されています。

ユーザーがこのWeb ページにアクセスすると、ISS (Internet Information Services) は
Windows 認証を使ってユーザーを認証します。Active Directory のアカウント情報の入力が
必要となる場合、ドメイン\ユーザー名という形式でユーザー名を入力してください。

ユーザーの Active Directory アカウントに複数のメールアドレスがある場合、隔離ダイジェ
ストメールには、該当するアドレスすべてに関する隔離メールメッセージが表示されます。

6.5.4 エンドユーザー自身が隔離されたスパムに対処する方法
注:このセクションはエンドユーザー向けの情報です。ここで説明する内容は、メールがス
パムとして隔離された際の操作手順です。社内で配布資料としてご利用いただけます。

ここでは、PureMessage 隔離Web サイトにて、隔離された各自のメールの表示方法につ
いて説明します。このサイトから、スパムと判断するメールを削除したり、正規のメールを
取得したりすることができます。

隔離されたメールの表示
PureMessage 隔離Web サイトにアクセスするには、隔離ダイジェストメール内にあるリ
ンクを使うか、または組織で Active Directory をご使用の場合は、Web ブラウザ (Internet
Explorer など) から直接アクセスすることが可能です。

スパムまたはスパムの疑いのあるメールが送られてくると、PureMessage サーバー上に保
管され、隔離Web サイトで表示することができます。この場合、システム管理者はダイ
ジェストメール (以下参照) を送信して、スパムメールがあることをユーザーに通知します。
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メール内のリンクをクリックすると、PureMessage 隔離Web サイトにアクセスし、隔離
された自分宛てのメールを確認することができます。

また、組織で Active Directory をご使用の場合は、Web ブラウザより隔離Web サイトにア
クセスすることができます。「アドレス」バーに、隔離Web サイトのアドレスを入力しま
す。アドレスは、システム管理者から次のような形式で入手できます。

http://サーバー名:ポート番号/

ここで、「サーバー名」は PureMessage がインストールされているサーバーの名前で、
「ポート番号」は隔離ダイジェストWeb ページのポート番号です (通常、ポート番号は
8081 です)。

Active Directory のアカウント情報の入力が必要となる場合があります。ユーザー名は、ド
メイン\ユーザー名という形式で入力してください。Active Directory のアカウント情報が不
明な場合は、システム管理者にお問い合わせください。

ご使用の Active Directory アカウントに複数のメールアドレスがある場合、隔離ダイジェス
トメールには、お持ちのアドレスすべてに関する隔離メールメッセージが表示されます。

ご不明の点は、システム管理者にお問い合わせください。

隔離されたメールの取得・削除
隔離されたアイテムが何ページにも渡る場合、「最初」または「最後」リンクを利用して、
アイテムの最初または最後のページにすばやく移動することができます。「前へ」をクリッ
クすると前のページへ、「次へ」をクリックすると次のページへ移動します。

PureMessage 隔離Web サイトに表示されているメールを選択し、適時、「削除」または
「配信」をクリックしてください。「更新」をクリックすると、画面を更新することができ
ます。

メールの配信を選択した場合、以下のようにユーザーの受信ボックスに届けられます。
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7 レポート

7.1 レポート機能の概要
PureMessage の「レポート」オプションを使用して、多様なレポートを設定・作成するこ
とができます。
■ レポートの作成 (p. 59)

■ レポートの設定 (p. 60)

7.2 レポートの作成
様々な形式で多様なレポートを設定・作成することができます。

「レポート」をクリックします。

レポートはカテゴリごとに分類され、たとえば、「フィルタリング」カテゴリでは、「ブ
ロックされたホストランキング」および「ブロックされた送信者ランキング」レポートを作
成できます。さらに、該当するサーバーを指定したり、データの種類や方向、レポートの表
示形式を指定したり、レポートの対象期間を設定するなど、他の基準を指定することができ
ます。

レポートの作成

レポートを作成するには、次のステップを実行してください。

1. 「カテゴリ」リストからカテゴリを選択します。カテゴリには、メッセージの傾向、フィ
ルタリング、ウイルス対策、スパム対策、脅威コンテンツ、および隔離されたアイテム
があります。

2. 「種類」リストからレポートの種類を選択します。表示される「種類」オプションは、
選択したカテゴリによって異なります。

3. 「順位の件数」リストで、表示する結果の件数として、1～100 までの数字を選択または
入力してください。たとえば、ブロックされた送信者ランキングのレポートを作成する
場合、「順位の件数」リストで「25」を入力すると、ブロックされた送信者の上位 25人
に関するレポートが作成されます。

4. 「サーバー」リストで、該当するサーバー名を選択するか、「各サーバー」または「す
べてのサーバー」を選択できます。

5. 「ジョブ」リストで、「SMTP」、「Exchange ストア」または「すべてのジョブ」から
ジョブを選択します。

6. 「送受信タイプ」リストで、「受信」、「送信」、「内部」あるいは「すべて」から送
受信タイプを選択します。

7. 「表示形式」リストで、「円グラフ」、「棒グラフ」、「折れ線グラフ」、「帯びグラ
フ」または「表」から表示形式を選択します。レポートは選択した形式で表示されます。

8. 「対象期間」リストから期間を選択するか、「開始日」と「終了日」リストで期間を指
定してください。

9. 「レポートの作成」をクリックします。
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.csv または .html ファイルとしてレポートをディスクにエクスポートするには、「エクス
ポート」をクリックします。

レポートを印刷するには、「印刷」をクリックします。

注:  CSV (カンマ区切り。別名、カンマ区切り形式) は、各データをカンマで区切ったデー
タ形式です。ほとんどのデータベースシステムは、カンマ区切り形式のデータの入出力が可
能なため、アプリケーション間のデータ移行に多く使用されます。たとえば、.csv ファイ
ルを Microsoft Excel にインポートしてデータを解析することができます。

7.3 レポートデータ収集の設定
「レポート」をクリックします。

右側の「環境設定」ペインで、「レポートの設定変更」をクリックします。

「レポートの設定」ダイアログボックスで、「レポート作成用のデータ収集を有効にする」
チェックボックスが選択されていることを確認します。

データベースにレポートデータを保管しておく日数を入力します。

「今すぐ削除」をクリックすると、指定した日数より古いレポートデータが削除されます。

「デフォルトに戻す」をクリックすると、デフォルト設定に戻すことができます。

注:変更した内容を保存するには、「変更の管理」メニューで「変更の保存」をクリックし
ます。
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8 補足

8.1 補足 A:エッジトランスポートサーバーを使用した
添付ファイルのフィルタリング
メールボックスサーバーを直接インターネットに接続したくない場合は、境界ネットワーク
にエッジトランスポートサーバーを配置して使用できます。エッジトランスポートサー
バーの役割は、Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1 (SP1) 以降、Exchange
Server 2010、Exchange Server 2007 で利用可能です。既存の Exchange Server 2007、
Exchange Server 2010、または Exchange Server 2013 (SP1 以降) エッジトランスポート
サーバーを引き続き使用したり、新規インストールしたりできます。詳細については、
Exchange 2013 での Exchange 2010 または 2007 エッジトランスポートサーバーの使用、
またはセットアップウィザードを使用して Exchange 2013 エッジトランスポートの役割
をインストールするを参照してください。

Microsoft Exchange のエッジトランスポートサーバーでは、デフォルトで添付ファイル
フィルタリング機能が利用できます。添付ファイルフィルタエージェントは、ファイル名
とメールのコンテンツタイプを基にして、メールメッセージをフィルタリングします。この
ため、特定のファイルが添付されているメールの場合、元の形式で PureMessage (および
メールの受信者) に到達しないことがあります。この場合、PureMessage が当該のメッセー
ジから検出するウイルス、コンテンツ、またはスパムスコアに影響を及ぼす可能性がありま
す。

Exchange Server の添付ファイルフィルタエージェントでは、アーカイブファイルの内部
を検索することもできます。デフォルトで対象となっている添付ファイルのコンテンツタイ
プおよびファイル名は次のとおりです。

コンテンツタイプ
■ application/x-msdownload

■ message/partial

■ text/scriptlet

■ application/prg

■ application/msaccess

■ text/javascript

■ application/x-javascript

■ application/javascript

■ x-internet-signup

■ application/hta

ファイル名
*.xnk *.wsh *.wsf *.wsc

*.vbs *.vbe *.vb *.url

*.shs *.shb *.sct *.scr
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*.scf *.reg *.prg *.prf

*.pif *.pcd *.ops *.mst

*.msp *.msi *.psc2 *.psc1

*.ps2 *.ps11 *.mdb *.ps11xml

*.ps1 *.msc *.mdz *.ps1xml

*.mdw *.mdt *.mde *.ps2xml

*.mda *.lnk *.ksh *.jse

*.js *.isp *.ins *.inf

*.hta *.hlp *.fxp *.exe

*.csh *.crt *.cpl *.com

*.cmd *.chm *.bat *.bas

*.asx *.app *.adp *.ade

添付ファイルフィルタエージェントは、Exchange Management Shell を使用して設定でき
ます。

添付ファイルフィルタエージェントの設定を表示するには、次のコマンドを使用します。
Get-AttachmentFilterListConfig

対象となるファイル拡張子名およびコンテンツタイプすべてを一覧表示するには、次のコマ
ンドを実行します。
Get-AttachmentFilterEntry | FL

添付ファイルフィルタエージェントを無効にするには、次のコマンドを使用します。
Disable-TransportAgent "Attachment Filtering Agent"

添付ファイルフィルタエージェントのコマンドの詳細は、スパム対策およびマルウェア対
策関連コマンドレット (スパム対策のコマンドレット > エッジトランスポートサーバーの
添付ファイルフィルタのコマンドレット) を参照してください。

添付ファイルフィルタ機能の詳細は、エッジトランスポートサーバーでの添付ファイル
フィルタリングを参照してください。

8.2 補足 B:PureMessage と AD LDS との同期設定
(AdamSync を使用)
AdamSync は、AD LDS (Active Directory ライトウェイトディレクトリサービス) のインス
タンスを Active Directory (AD) と同期させるためのツールです。主に AD から AD LDS のイ
ンスタンス (エッジトランスポートサーバーの役割がインストールされている Exchange
サーバー上の) に受信者情報をコピーするために使用されます。通常このようなサーバー
は、境界ネットワーク (DMZ ともいいます) にあり、AD への直接アクセスはファイアウォー
ルでブロックされます。AdamSync はファイアウォール内部から実行され、AD にアクセス
し、ファイアウォール内で開放されたポートを経由して AD LDS へデータを出力します。

AdamSync を手動で設定する詳細な手順は次のとおりです。

1. AD LDS をインストールします。
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2. デスクトップから、「スタート - すべてのプログラム - 管理ツール - Active Directory ラ
イトウェイトディレクトリサービス」をクリックし、AD LDS インスタンスを作成しま
す。

a. 「ようこそ」ダイアログボックスで、「次へ」をクリックします。
b. 「セットアップオプション」ダイアログボックスで、「一意のインスタンス」を選択
し、「次へ」をクリックします。

c. 「インスタンス名」ダイアログボックスで、デフォルト名の「instance 1」を選択
し、「次へ」をクリックします。

d. 「ポート」ダイアログボックスで、LDAP (389) および SSL (636) に対するデフォル
トポートを指定し、「次へ」をクリックします。

e. 「アプリケーションディレクトリパーティション」ダイアログボックスで、「アプ
リケーションディレクトリパーティションを作成する」を選択し、パーティション
名を入力します。わかりやすくするため、Active Directory のパーティション名と同
じパーティション名にしてください。例: dc=jazz,dc=sophos,dc=com

f. 「ファイルの場所」ダイアログボックスで、規定の場所を変えずに、「次へ」をク
リックします。

g. 「サービスアカウントの選択」ダイアログボックスで、「このアカウント」オプショ
ンを選択し、管理者アカウントのユーザー名およびパスワードを指定します。

h. 「Active Directory ライトウェイトディレクトリサービスセットアップウィザー
ド」ダイアログボックスで、「はい」を選択し、選択したアカウントにサービスアカ
ウントとして実行する権限を追加します。

i. 「AD LDS 管理者」ダイアログボックスで、現在ログインしているユーザー (デフォ
ルト) を追加し、「次へ」をクリックします。

j. 「LDIF ファイルのインポート」ダイアログボックスで、「MS-InetOrgPerson.LDF、
MS-User.LDFおよび MS-UserProxy.LDF」をインポートするスキーマとして追加
し、「次へ」をクリックします。

k. 設定を確認し、「次へ」をクリックすると、AD LDS のインスタンスが作成されま
す。

l. インスタンスが作成されたら、「完了」をクリックし、ウィザードを閉じます。

3. 同期情報を保管するためには、AD LDS インスタンスのスキーマを拡張してください。
コマンドプロンプトからC:\Windows\ADAMフォルダに移動し、次のコマンドを使用し
てください。
ldifde -i -f ms-AdamSyncMetaData.ldf -s localhost:389 -c
"cn=configuration, dc=x" #configurationNamingContext

また、同期中 AD オブジェクト属性を受け入れるためにも、このスキーマを拡張する必
要があります。MS-AdamSchemaW2K3.ldfファイルを指定して、上記のコマンドを繰
り返してください。

4. Conf.xmlというMS-AdamSyncConf.xmlファイルのコピーを作成し、Notepad.exe を
使って開きます。

a. <source-ad-name>エレメント値は、AD サーバー名に設定してください。
b. <source-ad-partition>エレメント値は、AD パーティション名に設定してください。
例: dc=jazz,d=sophos,dc=com

c. <base-dn>エレメント値は、AD のユーザーコンテナを指定するよう変更してくださ
い。例: cn=users,dc=jazz,dc=sophos,dc=com
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d. <target-dn>エレメント値は、ステップ 2で作成されたパーティション名に設定して
ください。

e. <object-filter>エレメント値を以下のストリングに変更してください。
(|(objectclass=user) (objectclass=group) (objectclass=contact))

f. デフォルトで、いくつかの属性は同期の際に <exclude> エレメントにより除外されて
います。次の属性をリストに追加します。
<exclude>homeMTA</exclude>
<exclude>homeMDB</exclude>
<exclude>mDBUseDefaults</exclude>
<exclude>mailNickname</exclude>
<exclude>msExchHomeServerName</exclude>
<exclude>msExchMailboxSecurityDescriptor</exclude>
<exclude>msExchUserAccountControl</exclude>
<exclude>msExchMailboxGuid</exclude>
<exclude>msExchPoliciesIncluded</exclude>
<exclude>msExchRecipientDisplayType</exclude>
<exclude>msExchVersion</exclude>
<exclude>msExchRecipientTypeDetails</exclude>
<exclude>legacyExchangeDN</exclude>
<exclude>showInAddressBook</exclude>
<exclude>msNPAllowDialin</exclude>
<exclude>msExchUserCulture</exclude>

5. 次のコマンドを使用して、環境設定ファイルをインストールします。
adamsync /i localhost:389 Conf.xml

6. 次のコマンドを使用して同期を実行します。
adamsync /sync localhost:389 "dc=jazz,dc=sophos,dc=com" /log log.txt

重要:  log.txt というファイルを参照して、エラーが発生しなかったかどうか確認してく
ださい。

操作に成功した場合、ログファイルの終わりに次のようなテキストが表示されます。

同期の実行を正常に完了しました。

dirSync 経由で処理したエントリの数:46

ldap:経由で処理したエントリの数:0

処理に 0 秒かかりました (0,0)。

削除されたオブジェクトのクリーンアップを開始しています。

0回毎の削除されたオブジェクトのクリーンアップが要求されます。1回前に削除された
オブジェクトのクリーンアップが実行されました。

dc=jazz,dc=sophos,dc=com 上に構成ファイルを保存しています。

構成ファイルを保存しました

「dap_add_sw:オブジェクトクラス違反です」といったエラーがあった場合は、conf.xml
を編集し、ログファイルに列挙されている当該の属性を 1つずつ対象から除外します (ス
テップ 4.6 を参照)。対象から除外する属性を追加するたびに、毎回、次のコマンドを実
行して環境設定を再インストールしてください。
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adamsync /d localhost:389 "dc=jazz,dc=sophos,dc=com"

ステップ 5 と 6 を繰り返してください。

設定した LDAP ポートから AD および AD LDS にアクセス可能であれば、ネットワーク
上のどのコンピュータからも同期を実行することができます。同期は差分方式で実行さ
れ、前回実行された同期以降に発生した変更のみ含まれます。

7. ADSIEdit を使って AD LDS に接続し、すべてのオブジェクトが正しくインポートされた
ことを確認してください。この同期は 1回限り有効な操作で、Active Directory に変更が
加えられるたびに、変更内容が AD LDS と同期されるよう、ステップ 6 を繰り返す必要
があることにご注意ください。

8. PureMessage で AD LDS との同期を設定するには、PureMessage 管理コンソールを開
き、「環境設定 - ユーザーとグループ - Active Directory」を選択します。

a. AD LDS がインストールされているサーバーの名前を入力し、ポート番号を 389 に指
定してください。

b. ユーザー/グループのベース DN は、ステップ2 で作成した AD LDS のパーティショ
ン名に設定します。

c. 「名前の属性」はname、「メールの属性」はmail、「メールエイリアスの属性」は
proxyaddresses、「説明の属性」は descriptionとしてください。

d. ログイン情報を指定し、「設定の確認」をクリックします。
e. 「今すぐ同期」をクリックして、AD LDS と PureMessage でデータを同期します。
「OK」をクリックします。
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9 ヘルプ & 情報
「ヘルプと製品情報」画面には、PureMessage グループ内の各サーバーに関する情報が表
示されます。また、ヘルプを参照したり、ソフォスWeb サイトの詳細情報やテクニカルサ
ポートを閲覧できます。

画面を開くには、「ヘルプと製品情報」をクリックします。

ヘルプトピック

PureMessage のヘルプを別画面で開くには、「ヘルプトピック」をクリックします。

ソフォスオンライン

「ソフォスWeb サイトを開く」をクリックすると、デフォルトのブラウザが起動し、ソ
フォスWeb サイトのホームページが開きます。

「ソフォス脅威解析情報」をクリックすると、デフォルトのブラウザが起動し、ソフォス
Web サイトの脅威解析ページが開きます。このページでは、一般情報の閲覧をはじめ、デ
マメール、詐欺メール、ウイルス、その他の脅威に関する特定の情報などが確認できます。

「ソフォステクニカルサポート」をクリックすると、デフォルトのブラウザが起動し、ソ
フォスWeb サイトの「サポート」ページが開きます。このページでは、最新の製品やド
キュメントのダウンロード、およびサポートデータベースの文章 (詳細なヘルプ) の検索が
行えます。

製品情報

サポートにお問い合わせの際は、企業名、ソフォス製品のライセンス番号、製品をお買い上
げいただいたときにお送りしているソフォスのユーザー名、および製品情報など、お客様固
有の情報をご用意いただく必要があります。このときに必要な製品情報は「製品情報」パネ
ルに表示されます。

製品情報をクリップボードにコピーするには、「コピー」をクリックします。

製品情報を印刷するには、「印刷」をクリックします。

製品情報をテキスト形式 (TXT) でディスクに出力するには、「エクスポート」をクリック
します。
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10 テクニカルサポート
ソフォス製品のテクニカルサポートは、次のような形でご提供しております。
■ 「SophosTalk」ユーザーフォーラム (英語) (http://community.sophos.com) のご利用。さ
まざまな問題に関する情報を検索できます。

■ ソフォスサポートデータベースのご利用。www.sophos.com/ja-jp/support.aspx

■ 製品ドキュメントのダウンロード。 www.sophos.com/ja-jp/support/documentation.aspx

■ オンラインでのお問い合わせ。
https://secure2.sophos.com/support/contact-support/support-query.aspx
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11 ご利用条件
Copyright © 2013–2015 Sophos Limited.All rights reserved.この出版物の一部または全部を、
電子的、機械的な方法、写真複写、録音、その他いかなる形や方法においても、使用許諾契
約の条項に準じてドキュメントを複製することを許可されている、もしくは著作権所有者か
らの事前の書面による許可がある場合以外、無断に複製、復元できるシステムに保存、また
は送信することを禁じます。

Sophosおよび Sophos Anti-Virusは、Sophos Limitedおよび Sophos Groupの登録商標で
す。その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Common Public License

このドキュメントで言及されているソフォスのソフトウェアには、一般公衆利用許諾契約書
(Common Public License、あるいは単に CPL) に基づいてユーザーの使用が許諾 (またはサ
ブライセンス) されているソフトウェア・プログラムが含まれています。または含まれてい
る可能性があります。CPL に基づき使用が許諾され、オブジェクトコード形式で頒布され
るいかなるソフトウェアも、CPL により、オブジェクトコード形式のユーザーへの、この
ようなソフトウェアのソースコードの開示が義務付けられています。CPL に基づくこのよ
うなソフトウェアのソースコードの入手を希望する場合は、ソフォスに書面でお申込みいた
だくか、次のメールアドレスまでご連絡ください: support@sophos.co.jp。または次のリン
ク先よりご連絡ください:
http://www.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/contact-information.aspx。ソフォス製
品に含まれるこのようなソフトウェアの使用許諾契約書は、次のリンク先をご覧ください:
http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php。

crt
# $FreeBSD$
# @(#)COPYRIGHT 8.2 (Berkeley) 3/21/94

The compilation of software known as FreeBSD is distributed under the following terms:

Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the DOCUMENTATION and/or other materials
provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
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IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The 4.4BSD and 4.4BSD-Lite software is distributed under the following terms:

All of the documentation and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is
copyrighted by The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:This product includes software developed by the University
of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Institute of Electrical and Electronics Engineers and the American National Standards
Committee X3, on Information Processing Systems have given us permission to reprint portions
of their documentation.

In the following statement, the phrase "this text" refers to portions of the system documentation.

Portions of this text are reprinted and reproduced in electronic form in the second BSD
Networking Software Release, from IEEE Std 1003.1-1988, IEEE Standard Portable Operating
System Interface for Computer Environments (POSIX), copyright C 1988 by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Inc. In the event of any discrepancy between these
versions and the original IEEE Standard, the original IEEE Standard is the referee document.

In the following statement, the phrase "This material" refers to portions of the system
documentation.This material is reproduced with permission from American National Standards
Committee X3, on Information Processing Systems.Computer and Business Equipment
Manufacturers Association (CBEMA), 311 First St., NW, Suite 500, Washington, DC
20001-2178.The developmental work of Programming Language C was completed by the
X3J11 Technical Committee.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or
implied, of the Regents of the University of California.
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NOTE:The copyright of UC Berkeley's Berkeley Software Distribution ("BSD") source has
been updated.The copyright addendum may be found at
fttp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change and is included below.

July 22, 1999

To All Licensees, Distributors of Any Version of BSD:

As you know, certain of the Berkeley Software Distribution ("BSD") source code files require
that further distributions of products containing all or portions of the software, acknowledge
within their advertising materials that such products contain software developed by UC Berkeley
and its contributors.

Specifically, the provision reads:

"3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors."

Effective immediately, licensees and distributors are no longer required to include the
acknowledgement within advertising materials.Accordingly, the foregoing paragraph of those
BSD Unix files containing it is hereby deleted in its entirety.

William Hoskins
Director, Office of Technology Licensing
University of California, Berkeley

dtoa.c
The author of this software is David M. Gay.

Copyright © 1991, 2000 by Lucent Technologies.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is
hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which
is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting
documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY.IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE
MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE.

IEEE Software Taggant Library
This software was developed by The Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Incorporated (IEEE), through the Industry Connections Security Group (ICSG) of its Standards
Association.Portions of it include software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), and those portions are governed by the OpenSSL
Toolkit License.

IEEE License

Copyright (c) 2012 IEEE.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:

"This product includes software developed by the IEEE Industry Connections Security
Group (ICSG)".

4. The name "IEEE" must not be used to endorse or promote products derived from this
software without prior written permission from the IEEE Standards Association
(stds.ipr@ieee.org).

5. Products derived from this software may not contain "IEEE" in their names without prior
written permission from the IEEE Standards Association (stds.ipr@ieee.org).

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the IEEE Industry Connections Security
Group (ICSG)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS."IEEE AND ITS
CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION:(A) THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE;
(B) ANY WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT; AND (C) ANY WARRANTY WITH RESPECT
TO THE QUALITY, ACCURACY, EFFECTIVENESS, CURRENCY OR COMPLETENESS
OF THE SOFTWARE.

IN NO EVENT SHALL IEEE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE AND REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGE
WAS FORESEEABLE.

THIS SOFTWARE USES STRONG CRYPTOGRAPHY, WHICH MAY BE SUBJECT TO
LAWS AND REGULATIONS GOVERNING ITS USE, EXPORTATION OR IMPORTATION.YOU
ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH ALL APPLICABLE LAWS AND
REGULATIONS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY THAT GOVERN YOUR USE,
EXPORTATION OR IMPORTATION OF THIS SOFTWARE.IEEE AND ITS CONTRIBUTORS
DISCLAIM ALL LIABILITY ARISING FROM YOUR USE OF THE SOFTWARE IN VIOLATION
OF ANY APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS.

Info-ZIP
Copyright © 1990-2007 Info-ZIP.All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of
individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly,
Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden,
Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs,
Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler,
Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White
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This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied.In no event
shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or
consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer,
and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the
above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation
and/or other materials provided with the distribution.The sole exception to this condition
is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a
self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the
normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing
ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and
dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP—must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled
from the original source.Such altered versions also must not be misrepresented as being
Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the
names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of
Info-ZIP.Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the
Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP
will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ,"
"Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Lua
The Sophos software that is described in this document may include some software programs
that are licensed (or sublicensed) to the user under the Lua License.A copy of the license
agreement for any such included software can be found at http://www.lua.org/copyright.html

Microsoft software
This Sophos product may include certain Microsoft software, licensed to Sophos for inclusion
and use herein.

Mersenne Twister (mt19937ar.c)
Copyright (c) 1997–2002 Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

72

PureMessage for Microsoft Exchange

http://www.lua.org/copyright.html


TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL
License and the original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license
texts.Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues
related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL license

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit.(http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission.For written
permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL”
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay license

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).The
implementation was written so as to conform with Netscape’s SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
are adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program
startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”

The word “cryptographic” can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
license [including the GNU Public License.]

Protocol Buffers (libprotobuf)
Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

■ Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used
when generating it.This code is not standalone and requires a support library to be linked with
it.This support library is itself covered by the above license.

pstdint
Copyright (c) 2005-2007 Paul Hsieh
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the DOCUMENTATION and/or other materials
provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Simple ECMAScript Engine (SEE)
Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 David Leonard.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. Neither the name of David Leonard nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SQLCipher
Copyright © 2008-2012 Zetetic LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

■ Neither the name of the ZETETIC LLC nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ZETETIC LLC ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN
NO EVENT SHALL ZETETIC LLC BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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strcasestr.c
Copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California.All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Udis86
Copyright (c) 2002-2009 Vivek Thampi
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
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UnRAR
The source code of UnRAR utility is freeware.This means:

1. All copyrights to RAR and the utility UnRAR are exclusively owned by the author - Alexander
Roshal.

2. The UnRAR sources may be used in any software to handle RAR archives without
limitations free of charge, but cannot be used to re-create the RAR compression algorithm,
which is proprietary.Distribution of modified UnRAR sources in separate form or as a part
of other software is permitted, provided that it is clearly stated in the documentation and
source comments that the code may not be used to develop a RAR (WinRAR) compatible
archiver.

3. The UnRAR utility may be freely distributed.It is allowed to distribute UnRAR inside of
other software packages.

4. THE RAR ARCHIVER AND THE UnRAR UTILITY ARE DISTRIBUTED "AS IS".NO
WARRANTY OF ANY KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED.YOU USE AT YOUR OWN
RISK.THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS OF
PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING THIS
SOFTWARE.

5. Installing and using the UnRAR utility signifies acceptance of these terms and conditions
of the license.

6. If you don't agree with terms of the license you must remove UnRAR files from your storage
devices and cease to use the utility.

Thank you for your interest in RAR and UnRAR.

Alexander L. Roshal

XPExplorerBar
Copyright © 2004-2005, Mathew Hall

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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